
 

 

 

 

 

 第２回東京都連盟評議員会開催  

 6月 16日に東池袋第２区民集会室で第２回都連盟評議員会が行われました。

3月に開催された第 30回全国総会の活動方針に基づき、都連盟がその方針を

具体化するために進めていく活動の方向性や、これまでの進捗状況、活動報

告などが行われました。 

第１回評議員会以降の活動    

チームゲーム種目組織の活動では、バレーボール協議会はこれまで 1年以上の活動停止状態が続いていたが 6月 9

日に行った関東大会予選を機に、愛好者への信頼回復に向けて活動再開。サッカー協議会は加盟クラブが11クラブに

まで減少。野球協議会では中部ブロックの活動が中止に追い込まれるなどしており、この 2 協議会については都連盟

が協力をして改善を図ることとした。板橋区連盟では区民のスポーツ要求に応えるべく、独自の取り組みとして中期三

カ年計画（期間は 2011年～2013年）を打ち出しており、取り組み趣旨や中間報告などがあった。 

多摩地域スポーツ活動    

26市への施設優先予約の依頼をし、これまで新たに 4つの体育館で優先予約ができた他、立川市では既に 2体育

館で優先予約ができ、今後、各協議会で多摩地域でのスポーツ活動を展開する足掛かりとして大きな成果を生みまし

た。今後 6月末日までに 26市 3町 1村へ 2回目となる要請書を送付し、優先予約を更に前進させ、多摩地域のスポ

ーツ活動を進めることとした。 

今後の重点課題    

ダイナミックなスポーツの組織化とスポーツのひろば普及キャンペーンについて具体的な目標を 5 つ上げました。①

都連連盟でダイナミックなスポーツの組織化についての受け止め方を一致させること。②可能な組織ではどのような

スポーツの組織化が出来るか可能性を積み上げること③積み上げた可能性を数値化し目標を設定する。④都連盟と

して組織の１０％拡大を目標に対し、各組織で可能な計画を立てて対応する。⑤「1クラブに1人の読者」の目標を踏まえ

200部の新規購読者を増やす事を目標とすることが採択されました。 

理事会の補充    

3 月より専従職員として勤務の宮内、細野、両氏を 6 月 18 日から都連盟理事としての役割を担うこととし、都連盟

直属の個人連盟員の資格を有することが確認されました。 

 
スポーツ基本法は昨年 2011 年 8 月に施行された法律です。全国連盟の和食理

事長を講師に迎え、6月 16日（日）に東京都連盟評議員を中心に東池袋第２区民集

会室にてスポーツ基本法学習会が行われました。スポーツ基本法が施行されるまで

の経緯、体験談や実話を交えながらお

話しいただきました。 

「スポーツがすべての人の権利」が基

本理念になり、「国や地方自治体の責務」

「スポーツ団体の努力」が謳われました。これから、この基本法が実効を持

つように、スポーツ団体の活躍が益々重要となってきました。 
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東京都連盟の役員と全国連盟和食父子の６名で、宮城県女川町でボランティア。 

６月１７日に出発し、１８、１９日と女川町復興支援ボランティア

センターのもとで活動。１８日は、女川町旭ヶ丘地区の卓球

サークルのみなさんと卓球の交流。このサークルは６年前に、

ボケを防止するために卓球をしようと言うことで始まった

サークル。ゲームはやりません。１０分交代で、相手を変えて

ラリーを楽しむ会です。 

１４～５人がいて、卓球台２台、ボール２個での練習でしたが、

ボランティアの参加で練習は一変しました。持って行ったボ

ールは１００個以上、次から次へとボールが出てくるラリーで、

みなさん大汗をかいていました。１台に４人が対角線でラリ

ーをして、運動量は一気に上がり、どなたも楽しさいっぱいでした。リーダーの石森さんは、実はベテランプレイヤーです。

強く打っても返してくれるので、今日は思いっきりラリーを楽しめましたとの感想でした。 

１９日は、女川町の児童館の小学生１０数人が、町立体育館に集まりました。早速、ボールけりが始まりましたが、蛍光

灯がそのままむき出しで危険なので、その遊びは中断。いよいよ卓球ごっこ遊びが始まりました。ここでも、和食全国

理事長、小林、佐藤、和食憲太さんが大奮闘。たくさんの練習球を使った卓球ごっこは、子供たちを夢中にし、あと少し

時間があったらみんな卓球の選手になるところでした

が、１時間３０分の限られた時間の卓球交流だったので、

私たちの方が後ろ髪を引かれる思いでした。まだ仮設

住宅で生活している人ばかり。子どもたちは、日頃から

運動不足が目立つということで、今回の卓球交流とな

りましたが、スポーツ交流でボランティアができたこと

は、スポーツ連盟としても、春のスキー交流に続いて貴

重な経験を積むことができました。 

 

 

2012 年 7 月からいよいよ開催となる第 29 回全国スポーツ祭典。各競技、本

戦へ進むべく予選では熱戦が繰り広げられていると思います。全国スポーツ祭典

の準備も着々と進んでいます。県知事や著名人から激励のメッセージをいただ

いています。東北復興支援「消せるボールペン」は、各種目組織、地域連盟のみな

さんが精力的に販売してくれていることで、東北から参加するみなさんへのバッ

クアップ体制も整いつつあります。その他、チラシは 20,000部、ポスターは 1,000

枚作成しましたので、みなさんおおいに活用して祭典を盛り上げて下さい。 

そして、7 月 8 日に秋田県駒ケ岳で全国スポーツ祭典“登山”が始まります。登

山へ参加されるみんなさんには、

無事成功をおさめ、この後に控

えている各種目への後押しとな

るよう期待します。 

女川児童館の子ども達とスポーツ連盟 

女川町旭ヶ丘地区の 

卓球サークルのみなさんとの一枚 

 

税込 1本 250円（100円は義援金） 
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★最近の活動と今後の予定 

5/27 北区連盟総会 

板橋区連盟ボウリング大会 

6/2 東京都テニス協総会 

6/6 多摩地域活動部会 

6/9 ６人制男女バレーボール大会 

6/1６ 第 2回評議員会（学習会） 

6/17～20 女川町ボランティア 

6/25 三役会議 

7/7 ナイター陸上（夢の島） 

 

 

 

2012年 6月 9日（土）に、おおよそ 2年ぶりとなる東京バレーボール協議会主催 6人制男女の大会が、さいたま市大

宮体育館で行われました。 

この大会は関東大会予選大会。ブランクがある中、チームへの呼びかけには各区連盟や近隣の県連盟にご協力いただ

き、旧加盟チームや区連盟に加盟しているチームへ呼びかけをしてもらい、専門学校などに案内を送り大会への参加を募

りました。 

その結果、男子 6チーム、女子 2チームからの参加がありました。男子優勝は日本ウェルネススポー

ツ専門学校、準優勝は、早稲田大学 Buddyでした。女子はチーム数が少ない中参加いただきま

した。両チームのおかげで女子大会が開催できたことに感謝しています。今後参加チームが

増える様、努力していきたいと思います。肝心の結果は、優勝は majun、準優勝は BUDDYと

なり、両チームとも７月１５日に神奈川県藤沢市で行われる関東大会進出を果たしました。（細野） 

 

 

5 月 27 日（日）に板橋区連盟主催（東京都連盟共催）

でボウリング交流大会がトミコシ高島平ボウルで 30 名以

上の参加者が集まり開催されました。板橋区連盟主催で

東京都連盟共催のはじめての試みで日頃は種目間の交

流が少ないなか、親睦を深める貴重な大会となりました。

優勝はレディースバレーボールの中坪信子さんと橋本冨貴

子さんのペアチーム。他のチームと大差の圧勝でした。橋

本さんは個人成績では女性のハンディも関係なく断トツ

の実力。都連盟事務局からは萩原理事長と宮内が出場。

理事長からの熱心な投球指導で都連盟チームは終盤や 

や調子づくも結果

は・・・見事ブービー賞！！

思い通りにボールが転

がらないもどかしさも

少しありましたが、終

了後はすっきり気分爽

快で、冷えた麦のジュ

ースの待つ第二の会場へ向かいました。（宮内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都 連 盟 理 事 会 報 告   2012 年 6 月 12 日（月） 都連盟会議室  出席：10 名 専従職員 2 名 計 12名  

●6月 2日、東京都テニス協総会。新たな大会スタイル提案。各レベルに応じた対抗団体戦 

のクローズド大会を開催する。役員体制はほぼ留任。 

●今秋をめどに荒川区連盟を立ち上げることで奮闘中。 

●5月 19日、東京卓球協総会では 63名出席。岩本新運営委員長以下新体制へ移行。 

●府中市緑地公園課に多摩川河川敷のコースルールの変更要望を行った。 

●反核平和ウォーキングの参加呼びかけを積極的に行う。 

●多摩地域にてバド協以外の種目団体も積極的に施設予約等を行い運動を広げる。 

●全国スポーツ祭典ポスター、チラシ、グッズをあらゆるところで活用する。 

●スポーツのひろば板橋区連盟にて 58部の読者拡大。 

 

羽球侍！？大野文明の大田体育館見聞録 

大田区立大田体育館は京浜蒲田駅そば、6 月 30 日オープ

ン。それがし（大野）は10月27日の大田バドミントン団体戦

を優先予約するべく改装前に大田体育館に事前申請に参

ったのじゃ。何が凄いか、それがしの眼は節穴ではござらぬ。

まず、壁や天井がきれいだとかの類ただの改装ではない。

大体育館と小体育館が一体となって、従来の計 10 面から

計 14 面に増えた。他区の改装も見習ってほしい。独創的な

デザインは、規模は違えども北京の「鳥の巣体育館」を思わ

せる。館では国際大会も誘致したいとのこと。それでいて新

スポにも親切に対応。「先日は（都連盟の）萩原理事長がご

挨拶に来てくれて」と快く初めての大田区内対象バド団体

戦を承諾されたのじゃ。同区では既に大田卓球協が活発な

活動を展開。バドミントンでもこの団体戦を満員にする決意

でござる。乞うご期待！ 

 
東京バド協・

大野＝ご先祖

は江戸時代

ちょんまげと

刀をつけてい

たらしい

 
～　3　～



 

～第 17回東京反核平和マラソン参加者大募集！！～ 

日にち 7 月 28日（土） 東（夢の島）・西（杉並区役所）・南（大田区役所）・北（北区役所）の各 4コースから「核兵器廃絶」「スポーツは 

平和とともに」「原発依存からのエネルギー政策の転換」を訴えて代々木公園を目指します。1キロ 7～8 分のゆっくりしたスピード 

で行うピースランです。南と北のコースにはショートコースを新設。また代々木公園内を歩いてアピールするウォーキングコースも新 

たに登場。詳しくは下記ホームページをご覧になるか東京都連盟までお問い合わせください。募集締切は 7 月 13 日（金）です。 

ホームページ http//www.t-njsf.net  E メール njsf@tokyo.email.ne.jp TEL 03-3981-1345 FAX 03-3981-8315 

 

東京都連盟スポーツカレンダー 2012年 9～10月 
 

卓球                     

・ハローレディーストリオマッチ 

9/3（月）東京武道館 

・プログレスリーグ 

  9/11（火）東京武道館 

・ハローレディース団体戦 

 10/9（火）東京武道館 

■多摩   

・多摩ペアマッチ団体戦 

9/14（金）泉市民体育館 

■練馬区   

・年齢別ペアマッチ 

10/14（日）光が丘体育館 

■北区    

・第 50回北区スポーツ祭典 3ダブルス 

10/7（日）十条台小体育館 

陸上競技                     

・第 49回東京スポーツ祭典  

陸上競技大会 

10/6（土）国立霞ヶ丘競技場 

・月例多摩川ロードレース 

9/9（日）多摩川河川敷 

10/14（日）多摩川河川敷 

・月例赤羽マラソン 

9/23（日）荒川河川敷 

10/28（日）荒川河川敷 

テニス                    

・第 49回東京スポーツ祭典 

オータムオープン 

10/13（土）～10/14（日） 

有明テニスの森公園コート 

■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 

・第５０回北区スポーツ祭典硬式テニス大会  

  団体戦 男子・女子 3ダブルス 

  10/7（日）新河岸川コート 

バドミントン                

・第 49回東京スポーツ祭典 

 全国大会予選 

 10/7（日）稲城市総合体育館 

■練馬区  

・第 7回練馬秋季大会 

9/29（土）光が丘体育館 

■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 

麻生岡上の里山から多摩まほろば三輪へ

9/25（火）小田急線鶴川駅集合 

・第 106回例会 

  西武安比奈線を歩く   

水泳                     

・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              

・中部ブロック大会 

10/13（土）大宮武道館 

■北区    

・第５０回北区スポーツ祭典ミックスバレー

ボール大会予選  

10/7（日）桐が丘中・堀船小体育館 

サッカー                  

■北区    

・サッカーリーグ戦 

10/21（日）荒川サッカー場 

10/28（日）荒川サッカー場 

 

～編集後記～ 

女川の町並みは、全くありませ

ん。高台からは一望のもとに更

地が見えてその向こうには静か

な海が。ここに津波が襲ったの

かと、あの日のテレビに映った悲

惨な情景を思い浮かべると目が

しらが熱くなりました。「がんばっ

ぺ女川」の思いを応援したい。津

波に首まで浸かりながら生き延

びたという民宿のおかみさんは、

負けないぞと言う思いを沢山語

ってくれました。再会する日を楽

しみにしています。（萩原） 

10/21(日) 
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