
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目にも鮮やかな新緑の季節到来。体を動かすのにはもっとも気持ちの良い季節。そのような陽気の中、各地

で様々なスポーツ大会が開催されています。今回は 4月下旬～5月上旬にかけて開催されたソフトボールと水泳

の大会の様子をお伝えします。 

 

 

 

 

２０１２年４月２２日、３０日の両日、都立駒沢公園軟式野球場にて行われました。６チームの参加で３チ

ーム：２ブロック、リーグ・トーナメントで熱戦が繰り広げられました。優勝は船橋芝山ＳＣ、準優勝は柏ウ

イングス、第３位は三郷スターズ（旧南越スターズ）でした。決勝戦の後に初のクロス戦（Ａブロック１位と

Ｂブロックの２位、Ｂブロックの１位とＡブロックの２位との対戦）を行い、上位チームは多くの試合を楽し

むことができました。残念だったのは、今年の大会に東京のチームが各支部大会等と重なりチームが少なかっ

たことや、毎年桜の下で試合を行ってきたのですが、日程的に花見試合とならなかったことです。11月 3日、4

日に福島県郡山市で行われる全国大会でわが東京代表・船橋芝山ＳＣの活躍に期待が集まっています。優勝旗

を東京に！！福島県代表チームは、息高々に頑張っているそうです。（山中） 

 

 

 

辰巳水泳大会は 1500ｍの競技があ

るせいか、他の大会に比べ若い参加者

や学生が多い大会です。とは言っても

水泳歴の長い常連さんもたくさんい

ます。若いスイマーから、高齢のスイ

マーまで泳力の確かな皆さんの泳ぎ

はどの競技でも、活気に満ちています。

また気迫のあるレースが魅力です。 

選手の皆さんに日頃の練習の成果を存分に発揮してもらうため、役員も準備を怠

りません。1500ｍの振鈴にも細心の注意を払って臨みました。 

大会に参加する側、大会を支える側の思いが一つになって、素晴らしいものが出

来上がります。辰巳水泳大会は特にそんなものを感じました。 

大会当日、茨城県では未だかつてない巨大な竜巻が発生し、多くの家屋がなぎ倒

され、たくさんの方が被害に遭われました。一日も早い復興で、もとの生活ができるようになりスポーツを楽

しめる環境が戻ることを願います。そしてスポーツが生きる力を後押しすることを願います。（白井） 
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清々しい春到来！各種目でスポーツ大会盛んに♪ 

2012年 5月 6日（日）

「ヨーイ！！」 緊張の一瞬です。瞬
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昨年スポーツ基本法が成立、施行されました。すべての人のスポーツ権を明記したこの法律。とは言えいま

ひとつピンと来ない方も多いことでしょう。6月 16 日（土）の「スポーツ基本法」学習会に先立ち、今回は東

京都連盟理事長の萩原純一さんにこの「スポーツ基本法」のほんの入り口についてお話を聞きました。 

 

宮内：スポーツ基本法が施行されて８月で１年になり  都民スポーツについて、都の 

ます。いまひとつ私たちにはなじみが薄いのですが、  スポーツ振興局というか石原 

簡単に言うとどのような法律ですか？         都政は「大型イベント大会を 

萩原：日本で初めて「スポーツ権」が明記された法律  東京で行うことで、都民スポ 

です。スポーツ権は１９７８年にユネスコ総会で採択  －ツが盛り上がる」という姿 

された「体育・スポーツ国際憲章」第 1条で「体育・  勢をなんら崩していません。 

スポーツの実践は、すべての人の権利」と謳われまし  体操世界選手権に 5億円、 

た。それより１３年前に「体育スポーツは万人の権利  東京マラソンに 1億 4千万円を支出して、成功の一 

でなければならない」と謳って新体連が１９６５年に  翼を担う東京都ですが、都民スポーツを盛り上げる 

創立されています。長い道のりだったわけですね。   ための施策が見えません。都内に４７０００を数え 

「権利」として謳われたのだから、国や地方公共団体  るスポーツクラブは練習場所を確保できない悩みを 

は国民に対してその責任を負うことになります。そし  持っています。公共スポーツ施設を増やすために区 

てスポーツ団体もその実現に向け努力しようというも  や市とも連携した施設整備計画を持ってもらいたい 

のです。                      ですね。 

宮内：国や地方公共団体の責任が重くなったのですね。 

そしてスポーツ団体も頑張らなくてはならない。では今 

後の展望で期待はありますか？また問題点もあれば教え 

て下さい。 

萩原：今のままでは期待はできないという実感があります。 

 

 

 

 

５月１９日(土)江東水泳連絡会創立３０周年の祝賀会が江東スポーツ会館にて盛大に開催されました。 

祝賀会に先立ち同会場で第３０回総会も行われました。２歳から９１歳の大先輩、久しぶりに顔を合わせる元

会員の方まで総勢 50名が参加し、同窓会さながらの盛り上がりでした。1978年に結

成した「あめんぼクラブ」を皮切りに、大人から子供そして親子で参加することが

できるクラブが次々に誕生。現在は 18クラブで約 500名の大きな水泳団体に成長し

ました。会場正面には「江東水泳連絡会 祝 30周年」の文字（左写真）。書道の心

得がある会員の方たちの心のこもった合作です。祝賀会の 

クライマックスでは各クラブそれぞれ集まってこの達筆な 

文字の前で記念撮影。最高齢の橋本代志子さんからは平和の願いをこめて折ったとい 

う「羽ばたく鳩」が皆さんに配られました。戦時下の空襲で、子供を抱いて川に飛び 

込み、「泳げたからこそ助かった」とのエピソードは非常に印象に残りました。 

個人種目の水泳ですが「泳ぐ・泳ぎたい」との目標のもと多くの人たちがまとまる 

素敵な集まりでした。泳ぎたい方、是非クラブ入会を検討してみては？（宮内） 

祝！！江東水泳連絡会３０周年 

スポーツ基本法ってなに？？ 

１文字１文字書き手の個性が光る 

記念の集合写真 

期待は禁物と萩原理事長 

「スポーツ基本法」学習会

６月１６日（土）１３時～
東池袋第２区民集会室
(都連盟事務所裏）
どなたでもお気軽にご参加下さい！
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★最近の活動と今後の予定★ 

4/19 東京都テニス協会運営委員会 

4/20 第１７回反核平和マラソン 

第一回実行委員会 

4/22・30 春季ソフトボール大会 

5/6 辰巳水泳大会 

5/6・7 国民平和大行進 

5/24 中野区連盟総会 

5/27 北区連盟総会 

5/2８ 三役会議 

6/9 関東大会予選６人制男女 

バレーボール大会 

6/1６ 第二回評議員会 

～ 2012国民平和大行進！スポーツは平和と共に ～ 

東京コースは 5月 6日に第五福竜丸のある夢の島公園をスタート。ノーモア・ヒロシマ！ノー

モア・ナガサキ！核兵器のない世界を！を合言葉に、“核兵器廃絶”をうったえながら平和を主

張し、8月 4日広島の平和公園まで行進します。2012国民平和大行進の東京区間は 5月 6

日、7 日の二日に分けて行われ、7 日、平

和の灯がある港区立芝公園から、神奈川

県川崎市役所までの約17kmの行進に参

加しました。当日は晴天に恵まれ絶好の

行進日和。途中で海外の方が少しだけ行

進に参加してくれたり、自宅やオフィスから

手を振ってくれたりと賛同者が多く、行進に参加している人達は笑顔で

応えていました。スタート時点では 50 名程度の行進でしたが、ゴール地

点の川崎に近づくころ、列は 3 倍近い長蛇の行進となっていました。川崎市役所に

到着し、通し行進者からの決意表明があり、各参加団体は東京から神奈川の団体

へ、そしてスポーツ連盟も東京から神奈川へ無事のぼりの引き継ぎ式を行い、最後

は全員で集合写真を取りました。 

風薫る初夏に健康スポーツ  カポエイラ・ワークショップ    

板橋区連盟主催の新しい種目“カポエイラ”のワークショップが５月２０日

に開催され、板橋区あーちぷらざ 5F 大ホールに 21 名が集まりました。カポ

エイラは相手への打撃はしない格闘技で、ブラジルではサッカーと並ぶ国民

的健康スポーツです。楽器演奏や

みんなの歌声をボーダ（大きな円・

和）の中でリズムにのってダンスの

ように舞います。一度体験するとや

みつきになるというカポエイラ、み

なさんも一度体験してみませんか？ 

 

都連盟理事会報告  2012 年 5 月 14 日（月）都連盟会議室 出席：18 名中 14 名専従職員 2 名 計 16 名 

●第 17回東京反核平和マラソン・・ウォーキングコースを新設しては？との提案があり、

実行委員会で提起する事となる。 

●チームゲーム立て直し・・バレーは 5月 15日に今後の活動について旧加盟チームの

方を交え話し合いを行った。野球、サッカーについても早期立て直しを図るため、次回

理事会で担当者を決めることとなる。 

●多摩地域活動部会・・6月 6日に部会を開催し今後の方向性を話し合う。 

●スポーツのひろば・・ひろば編集局が作成した宣伝用チラシを有効活用し、各種目

組織・地域組織で 20部ずつ購読者を広める目標を立て行動することとなった。 

●宮内・細野の 2名を 6月 1日から正規職員として承認。6月 16日の評議員会で

理事になることの承認を得る。 

●リレーマラソン・・東京臨海広域防災公園からの許可申請を頂き、リレーマラソン担

当理事会で打ち合わせを行っていく。 
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≪緊急告知≫  チームメイト募集コーナー新設！！！ 

次号、７・８月合併号より隔月で、各競技のチームメイト募集が出来るコーナーを新設する事としましたので、募集掲載 

ご希望チームは、①競技名、②活動地域（市区町村）、③チーム名、④募集人数（性別とチームゲームはポジションも記載）、 

⑤チームの PR、⑥連絡先をメール又は FAXで「事務局」までご連絡ください（応募多数の場合は先着順となります）。 

 

 

東京都連盟スポーツカレンダー 2012年８～９月 
 

卓球                     

・第 15回中高生関東オープン大会 

8/1（水）2（木）駒沢体育館 

・第 49回東京スポーツ祭典予選 

女子一般年代別個人 

8/18（土）大森スポーツセンター 

男子一般年代別個人 

8/19（日）大森スポーツセンター 

・ハローレディーストリオマッチ 

9/3（月）東京武道館 

■多摩市   

・多摩ジュニア団体戦 

8/8（水）柴崎体育館 

・第 11回多摩スプリング団体戦 

8/12（日）東久留米スポーツセンター 

・多摩ペアマッチ団体戦 

9/14（金）泉市民体育館 

■練馬区   

・第４４回練馬スポーツ祭典卓球大会 

男女別団体戦 

8/25（土）光ヶ丘体育館 

■北区    

・第 50回北区スポーツ祭典ダブルス 

プログレス大会 

8/5（日）滝野川体育館 

■中野区   

・第 50回中野スポーツ祭典団体戦 

8/26（日）中野体育館 

陸上                     

・月例多摩川ロードレース 

8/12、9/9（日）国立市栄河川敷 

・月例赤羽マラソン 

8/26、9/23（日）荒川河川敷 

テニス                    

■北区    

・第５０回北区スポーツ祭典硬式テニス大会 

女子ダブルス 

9/9（日）新河岸川コート 

男子ダブルス 

9/22（祝）新河岸川コート 

■練馬区   

・第 44回スポーツ祭典 

男子・女子シングルテニス大会 

8/5（日）土支田庭球場 

・第２４回クラブ対抗団体戦 

8/12（日）18（土）26（日）土支田庭球場 

バドミントン                

■練馬区   

・第４４回練馬スポーツ祭典バドミントン大会  

8/5（日）、12（日）光ヶ丘体育館 

・第 7回練馬秋季大会 

9/29（土）光ヶ丘体育館 

■板橋区   

・第４９回板橋スポーツ祭典バドミントン大会  

９/３０（日）上板橋体育館 

■中野区   

・第５０回中野スポーツ祭典バドミントン大会  

９/1（土）中野体育館 

ウォーキング              

・第１０４回 例会  

渋沢丘陵の自然に触れながら 

8/19（日）小田急線渋沢駅南口 

・第１０５回 例会 

街道歩き・中山道板橋宿から蕨へ 

9/15（土）JR赤羽線板橋駅 

・オプション 

麻生丘上の里山から多摩まほろば三輪へ 

9/25（火）小田急線鶴川駅 

水泳                     

・第４１回東京海の教室 

８/３（金）～5（日）千葉県館山北条海岸 

・第４回オールエイジ水泳大会 

9/1（土）東京辰巳国際水泳場 

バレーボール              

・都大会予選南部ブロック6人制男女大会 

８/５（日）大宮体育館 

■北区    

・第 37回春季ミックスバレーボール大会 

８/1８（土）桐ヶ丘体育館 

・第５０回北区スポーツ祭典バレーボール大

会予選 男子・女子 

９/１（日）滝野川体育館 

サッカー                  

■北区    

・第５０回スポーツ祭典サッカー大会 

8/12（日）赤羽スポーツの森運動場 

8/26（日）北運動場 

ソフトボール               

■北区    

・第 50回北区スポーツ祭典ソフトボール大会 

6/24（日）中央公園野球場 

～編集後記～ 

総合学習とやらで中学生６人

がスポーツ連盟の事務所にやっ

てきた。オリンピックについて

調べているそうで「なぜ東京招

致に反対するか」を質問された。

東京都連盟理事長の萩原さんが

丁寧に答えると「東京以外でス

ポーツ連盟の考えと近い候補地

はどこですか？」…なかなか鋭

いな。（佐藤） 
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