
 

 

 

 

 

核兵器廃絶・スポーツは平和とともに・原発依存からの脱却 

～第 17回反核平和マラソン無事終了～ 

 2012年7月28日（土）第17回東京反核平和マラソンが開催されました。東（夢の島）西（杉並区役所）南（大田区役

所）北（北区役所）を起点とする 4コースから総勢 103名のランナーが代々木公園（けやき並木）を目指し「核兵器の廃

絶」「反戦平和」「憲法 9 条護持」「原発依存からのエネルギー政策の転

換」「東北復興支援」を沿道の人たちに訴えるピースランを行いました。

今年は「脱原発１０万人集会」や毎週金曜日に行われている「首相官邸

デモ」など福島の原発事

故以来、世論の核エネル

ギーに対する不安や危機

意識が高い中での反核平

和マラソンとなりました。そ

のこともあって沿道からは多くの共感の声を頂き特に子供連れの若い女

性からの声援も例年よりも多く感じられました。代々木公園けやき並木

のゴール地点では、ゴスペルママの素晴らしい歌ごえによる出迎えがあり、

全てのランナー到着後に閉会セレモニーの「反核平和のつどい」が開かれました。永井実行委員長のあいさつに続きラ

ンナーの平和への思い、そして今回初参加の方へのインタビューなど会場全ての方々が反核平和への熱い気持ちを

一つにし、最後は平和へのうたごえが代々木公園へ響き渡る中、成功裏のうちに無事終了しました。 

 

 

 

 

 

 

～各地で広がる脱原発・再稼働反対の動き～ 

代々木公園～恵比寿まで脱原発を叫ぶ 

７月１６日、新聞やメディアでも報道され、多くの一般市

民が参加した「さようなら原発 10 万人集会」にスポーツ

連盟と労山関係者約 40 名が参加。「脱原発」、「再稼働

反対」のシュプレヒコールで代々木公園～恵比寿駅を目

指しました。脱原

発への力強い市

民の意思とエネ

ルギーを感じまし

た。  

  

豊島区では「ブクロデモ」を実施 

 東京都連盟事務所の

所在地である豊島区で

も脱原発の運動が広が

っている。豊島区職労な

どの有志を中心に団体

や個人とだれでも気軽に幅広く参加者を呼び掛けてい

る。8 月 18 日（土）には豊島区役所前の公園からサンシ

ャイン通りなどの繁華街を約 1 時間かけて 1回目の「ブ

クロデモ」を行った。参加者は 150 名にのぼった。今後も

継続して運動し、都連盟としても参加を呼び掛けていく。 
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優勝 東陵東京クラブ 

 

 

 

 

8月 1日（水）にフランスから FSGTの代表団

7 名が広島～長崎間を走る反核平和マラソンへ

の参加を目的に、「宮城県女川町の現地視察」、

広島の「スポーツマンの平和集会」への参加な

ど、スポーツを通じた活動を行うため来日しまし

た。都連盟をはじめ各方面から FSGT のみなさ

んを歓迎しようと、スポーツ連盟関係者 総勢 16 名が、都連盟事務所でアットホーム

な雰囲気のなか、歓迎パーティーを行いました。宮内、細野両氏が司会進行を務め、

宮久保さんの乾杯の発声でパーティーが始まりました。はじめは互いに緊張した雰囲

気で、通訳を通じて遠慮しがちに話

をしていましたが、パーティーが

進むにつれて（お酒の力？も借

りて）、少しずつ緊張もほぐれ、

身振り手振りのジェスチャーで

言葉の壁を越えた交流となっていき

ました。友情の証として、FSGT から T シャツ、ワイン

の栓、ボールペンを頂き、東京都連盟からは、萩原理

事長推奨カラフルな発汗性の優れたTシャツと全国連盟からは消せるボールペンをプ

レゼント交換しました。FSGTの皆さんは翌日からの多忙なスケジュールもあり、惜しま

れつつも定刻通り宴は終了となりました。 

 

 

 

 

8 月 5 日（日）に埼玉県大宮

体育館にて都大会予選南部ブ

ロック男子バレーボール大会が

行われました。全 8 チームの参

加。4チームずつ 2ブロックに分

け予選リーグを行い、それぞれ

白熱した試合が続きました。決勝トーナメントは各ブロックの上位 2 チーム

の計 4チームで行い、上位2チームが都大会へ進出です。結果は、予選でも

同じブロックで戦った「東陵東京クラブ」が優勝、準優勝は「59ers!」となり、

両チームは 11 月 3 日（土）に開催する東京都大会への進出を決めました。

女子大会はチームが集まらず中止となってしまいましたが、次回 10 月 13

日に行われる都大会予選中部ブロック大会では、男女とも愛好者の声に応

えられる大会としたいです。（細野） 

 

 
準優勝 59ers! 
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海の遠泳を楽しく安全に♪実り多い「東京海の教室」 

今年も千葉県館山で海の教室が開催されました。 

８月３日～５日の日程で、絶好の 

海日和の中で海を満喫しました。 

参加者２９名は、沖ノ島５ｋｍ 

遠泳コース、鷹ノ島３ｋｍ遠泳 

コース、泳力向上コースの３班に 

分かれて、初日から気合の練習で、みなさん泳力を高めて、３

日目の本番を迎えました。３日目は、沖ノ島遠泳コースの１７名

は、朝７時４５分にタクシーで沖ノ島まで移動。８時２０分に遠泳

を開始しました。５ｋｍを２時間５５分で全員無事完泳。鷹ノ島コ

ースも１時間３０分で完泳。広い海原を悠々と遠泳できるのは、 

東京水泳協の卓越したスタッフ

のリーダーシップによるもの。こ

の海の教室がたくさんの人に愛

されて長く続けられることを願っ

ています。（萩原） 

 

 

～あいにくの空模様でも選手奮闘♪終盤、織姫と彦星が叶わぬ逢瀬で号泣したかの如く豪雨に～ 

7 月 7 日（土）に江東区夢の島競技場にて第 14 回ナイター陸上が開催された。昨年は節電の影響で中止となった

ので二年ぶりの大会となりました。名前の通り 14 時から競技が始まり 20 時半頃

競技が終了。満天の星空のもと競技…とはならず今にも降りだしそうな空模様の

中、競技が始まりました。中学生から社会人まで 500 名を超える参加者がフィール

ド競技とトラック競技で力の限りを尽くして記録を競い合いました。最終種目の長

距離 5000ｍは募集開始早々定員いっぱいとなる人気種目でしたが、3 組目が始

まった頃から、空模様が一変。凄まじい雨がとなりました。ずぶ濡れ、視界も不良な

ど最悪のコンディションの中、各選手は奮闘し無事全ての競技は終了しました。 

 

 

 

 全国卓球協と共催で 8月 4日、福島猪苗代総合体育館で標記大会を開催しま

した。大会に先立ち、卓球グッズのカンパをお願いしたところ文字通り山のように

頂きました。お礼申し上げます。 

福島の皆さんは「わぁスゲー」「いいのこんなにもらって・・・」「大事に使わせても

らいます」ととても喜んでくれました。中には「まだユニフォームを持っていない。こ

こでもらってそれを着て試合に出たい」なんて、かわいらしいビギナーの少年たち

がいました。 猪苗代町・同教育委員会の後援が得ら

れたこと、福島の全中学・高校に案内を出したこ

と、地元紙「福島民報」にチラシ折り込みをした

こと、そして知り合いの人が声掛けしてくれたこ

となどの効果が相まって 4日前後に大会がいく

つかあるにもかかわらず、約 180 名の参加があ

りました。いつもの福島スポーツ祭典の 5～6 倍

です。強豪も来ました。前夜には、大熊町教育委

員長をなさっている方にお願いして講演会兼学

習会を行いました。大熊町役場はそっくり会津

若松市へ移転しているそうです。当事者ならで

はのお話しを聞かせてもらいました。 

大会当日、最後まで残って後片付け、モップ

掛けまでしてくれた子供たち。くったくのない笑

顔にこちらが元気をもらいました。楽しい 1日だ

ったでしょ

うか。また

やるから

ね。また会

お う ね 。

（岩本英） 

 

 

ご家族で参加も 1組 

雨がパラつく中での競技でした 
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11月 23日（祝）に第 2回ゆりかもめリレーマラソンが有明駅前の東京臨海広域防災公園

で行われます。4 人～10 人でタスキを繋ぎフルマラソン 42.195km を完走するこの競技。

今年は 150チームを募集しております。各クラブ、協議会、連盟員な

ど、チームを作って皆さんも参加しませんか？ 

 締切は 10月 31日（水）まで。大会要項・申込書はご希望に応じ

てお送り致します。その他各種お問い合わせは東京都連盟事務所

までご連絡ください。みなさまのご参加をお待ちしております。 

 

 

 

 

東京都連盟スポーツカレンダー 2012年 10～11月 
 

卓球                     

・第 29回ハローレディース団体戦卓球大会  

10/9（火）東京武道館 

・第 13回ラージボール女子 D ミックス D 

 初心者 D＆シングルス卓球大会 

10/24（火）東京武道館 

■練馬区   

・第 30回年齢別ペアマッチ卓球大会 

10/14（日）光ヶ丘体育館 

■北区    

・第 50回北区スポーツ祭典３ダブルス卓球大会 

10/7（日）十条台小体育館 

■中野区   

・第 50回中野スポーツ祭典個人戦 

11/23（祝）中野体育館 

陸上                     

・月例多摩川ロードレース 

10/14、11/11（日）多摩川土手国立市営河川敷  

・月例赤羽マラソン 

10/28、11/25（日）荒川河川敷 

テニス                    

・オータムビギナーズテニス大会 

10/13（土）有明テニスの森公園 

■北区    

・第５０回北区スポーツ祭典硬式テニス大会 

男子・女子団体戦（3ダブルス） 

■練馬区   

・第 33回秋のテニス教室 

10/7・14・21・28夏の雲庭球場 

バドミントン                

・第 49回東京スポーツ祭典男子・女子 D 

10/7（日）稲城市総合体育館 

■新宿区   

・第 28回新宿スポーツ祭典シングルス大会 

11/3（土）新宿スポーツセンター 

ウォーキング              

・第 29 回全国スポーツ祭典全国ウォーキング祭典 

天空の町高野山を歩く 

10/6（土）～8（祝）新宿西口明治安田生命ビル前 

水泳                     

・東北復興支援全国スポーツ祭典 

第 33回全国年齢別水泳大会 

兼第 28回東京年齢別水泳大会 

11/３（祝）東京辰巳国際水泳競技場 

バレーボール              

・都大会予選中部ブロック 6 人制男女大会 

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 1部 

10/7（日）桐ヶ丘中体育館 

 

サッカー                  

■北区    

・サッカーリーグ戦 

10/21（日）荒川サッカー場 

空手                     

・第４９回東京スポーツ祭典空手大会 

10/28（日）東京武道館第二武道場 

剣道                     

・第４９回東京スポーツ祭典剣道大会 

11/10（土）東京武道館第二武道場 

 

 

○おおくのメダルを日本にもたらした平和の

祭典が終わった。ただ極端にメダルの

数や色に固執する社会の風潮は疑問で

ある。日々努力を重ねて参加した全て

の選手に賞賛を送り敬意を表したい。 

○りオディジャネイロではどのようなドラマ

が繰り広げられるか４年後が楽しみで

ある。 

○ん？と疑問、２０２０年オリンピック招致

に名乗りをあげた東京都。 

○ぴントが都民とはかなりずれている東京都

知事閣下。 

○つぎのＩＯＣ総会で、はたして東京は選ば

れるのか！？ 

○くつがえる判定や無気力試合、政治的行為

などオリンピック精神に反する問題点

の改善にも期待したい。（宮内） 

 

10/7（日）新河岸川コート 

TEL：03-3981-1345 FAX：03-39818315 Email：njsf@tokyo.email.ne.jp 

申込み要項はホームページからも取り出せます。アドレス：http://www.t-njsf.net/tokyo/ 

 

編集後記 
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