
 

 

 

 

 

 

 

 

 9 月下旬となりようやく暑さもひと段落。「暑さ寒さも彼岸まで」と言葉通りでこの爽やかな気候は、スポーツにはもっ

てこいのシーズンです。各種目・地域組織でも大会が目白押し。今回はその様子をご報告します。 

第 4 回オールエイジ水泳大会 

 9 月 1 日（土）に辰巳国際

水泳場にてオールエイジ水泳

大会が開催されました。11 月

末～来年 8 月中旬まで同施

設が大規模改修を行うための影響で毎年日曜日に開

催していたものが土曜日開催になってしまいました。その

為、参加者が 258 名という通常より少ない人数の大会

となりました。人数的には小規模でしたが、参加選手一

人一人は日々の練習の成果を出し切り、大会新記録が

80 個も出る内容の濃い大会となりました。来年以降、再

び日曜日・祝日開催にもどし多くの水泳愛好者が参加

できる大会となるように水泳協議会は予定してます。 

第 15 回関東オープン中高生卓球大会 

           切磋琢磨する喜びを感じて 

8 月 1 日、2 日駒沢体育

館で団体戦、20日、21日東

京武道館で個人戦を開催し

ました。延べ参加人数は

1136 名でした。高校男子 A

では、実力者集団のチーム「宅配便」に勝利した相原高

校（B）と先輩の相原高校（A）が貫録勝ちしました。個人

戦は、中学男子（A）で羽佳卓球倶楽部に勢いがありまし

た。中高生大会は来年春に 50 回を迎え、新体連設立当

初からの大会です。「スポーツ君が主人公」をさらに浸透

させるため、今回個人戦では同順位トーナメントで運営

委員がフロアーにおりて約 3台位を運営する方式を採用。

マイクでコールする時間の短縮や選手が試合に集中でき

る効果があります。是非この方式を理解してもらい、円

滑な運営と内容ある試合を提供したいと思います。そし

て強いものだけを選抜するのではなく切磋琢磨する喜

びを知る場を沢山作りたいと思います。 

第 50回北区スポーツ祭典 

7 月～来年 3 月までの期間、バレーボール・ランニン

グ・卓球・硬式テニス・バドミントン等で25大会が開催さ

れます。例年 3500名から 4000名ほどが参加し活気あ

る大会となっております。特徴として、昨今のマラソンブ

ームの影響で、毎月 1 回開催される「月例赤羽駅伝」の

愛好者が約 250 名～300 名参加しており、盛況の大会

となっています。また Mix バレーボールはレベル別に試合

を開催しており、合計70チーム程参加しておりおます。こ

の Mix バレーは北区では大変

歴史の長い種目のひとつです。

来年 2 月下旬に、全種目の表

彰式典「北区ナーレ」を開催し、

入賞選手やチーム、大会役員、連盟員が一同に集まり交

流の輪を広げてスポーツ祭典は幕を閉じます。 

板橋区連盟～スポーツ祭典・活動状況～ 

今年で49回になる板橋スポーツ祭典はテニス・野球・

卓球・バドミントン・LVB・MixVB・水泳・カポエイラ・ボウ

リングと多様な種目競技で 9 月以降盛んに開催されま

す。特に10月20日（土）のテニス男・女団体戦は〆切前

ですがすでに 40 チームから申し込みがあり、盛り上がり

が予想されます。11 月 3 日（祝）には「板橋子どもまつり」

にカポエイラ（ブラジルのダンスのような格闘技）がパフ

ォーマンスで出演予定（赤塚公園）。12月 10日（日）には

ボウリングの「第 2 回板橋交流ペア大会」を開催。バドミ

ントンでは新年 1月 5日（土）に 9月に結成したばかりの

荒川区連盟と共催で「TOKYO CITY OPEN 大会」と

「在日外国人バドミントン大会」を開催予定です。来年 3

月 29 日（金）には初の取り組みとなる「仮称・板橋水泳

フェステバル」を開催します。 

その他スポーツ基本法の学習会、地域活動に行政・議

会への働かけの進め方等、課題はつきません。
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都庁に向かってシュプレヒコール 

2020年オリンピック招致に異議あり！！ 

～都議会定例会昼休み行動で街頭演説～ 

第 3回都議会定例会が 9月 19日から始まった。その初日の昼休みに東

京地評や自治労連、社保協などの団体が都庁前に集まり、代表団体が演

説・要求を行った。新日本スポーツ連盟東京都連盟も萩原理事長が演壇に

登場し、スポーツ分野についての要求、特に石原都政のオリンピック招致に

ついて疑問を投げかけた。約 5 分の演説の中で、オリンピック、パラリンピッ

クは人々に感動を与え、世界平和に貢献す

る崇高な事業であるが、石原都政の招致

活動はその理念を利用し大規模開発を目

論んだものでオリンピック精神に反したものであること、都民の生活に関わる制度を

改悪して貯めた税金 4000 億円の基金を招致活動に使うのではなく、震災の復興や

東京の防災・津波対策に使うべきであること、東京の公共スポーツ施設は 47 都道府

県で人口比最下位の現状を述べ、到底オリンピズムと共に歩む都市と言える現状で

はなく、東京都は直ちにオリンピック立候補を取りやめるべきだと訴えた。最後に第一

本庁舎に向かって都民生活の向上を訴えるシュプレヒコールを参加者400名が一丸と

なって行い昼休み行動は終了した。 

 東京都連盟に荒川区連盟が誕生！！  

 2012 年 9 月 23 日（日）に新日本スポーツ連盟荒川区連盟結成総会が開

催されました。東京都連盟 7 つ目の地域組織が新たに誕生しました（理事

長は浅尾毅氏）。区民のスポーツ活動推進や区内のスポーツ環境改善の運

動をすすめます。まずはじめに「荒川ウォーキングクラブ」を結成するこ

と、1 年後には 100 名の組織にするなどの活動方針が確認されました。今

後の展開、組織拡大に期待します。 

 

 

 

王子太極拳クラブが「初心者のための太極拳教室」（主催：北区連盟 後援：北区教育委員会）を9月3日（月）～11

月 26日（月）まで毎週月曜日 18時 30分～19時 45分まで全 13回を王子体育館で開催している（講師は松本昌先

生）。太極拳に興味のあった筆者は早速申込み、参加してみた。始まる前の準備体操では入念に体をほぐしていく。そ

れだけでも全身の余分な力が抜け、体が柔らかくなった気持ちになる。さて本番へ！？ゆっくり動いているようで、なか

なか先生や周りの上級者の方のように動かない。呼吸方法や重心移動を意識したり、慣れない動きに四苦八苦。途中

で先生やベテランの方にも動き方やその意味を教えてもらいながら、あっという間に時間が過ぎて行った。終わってみ

ると気分はスッキリ。 

免疫力を高める効果や精神が鍛えられるというのは納得です。筆者は日々自

分を追い込みながら？？黙々と水泳の練習し、終わった後は爽快ですが、それと

は大きく違い頭からつま先まで精気が満ちてくるような別な爽快感が味わえま

した。 

まだ未経験の読者の皆さんも太極拳を始めて新たな世界を味わってみては？ 

詳細は北区連盟（03-3914-9536 夜間のみ）または王子太極拳クラブまで。 

心身ともに健やかに～初心者のための太極拳教室～ 



 

２０２０年オリンピック東京招致意見交換会 

 

 

 

 

東京ＲＣ加盟クラブ「ＡＣ・ＫＩＴＡ」所属の多川知希選

手が、ロンドンパラリンピック男子陸上競技の３種目に

出場しました。北京に続き２大会連続出場です。前回の

北京パラリンピックでは、惜しくも予選敗退、失格という

結果となり、悔しさが残っ

た大会となったそうですが、

ロンドンでは 100ｍの上肢

機能障害の部で決勝へ進

出し、みごと５位入賞を果たしました。（11秒２３） 

また、団体競技 400ｍリレーでは、４人の力を集結し

て４位入賞を果たしました。多川選手には東京ＲＣ・ 

千葉ＲＣ・都連盟・全国連盟より、ささやかではあり 

ますが、カンパを送りしました。 

今後も多川さんの活躍を期待しています。 

 

 

 

９月１８日、自由法曹団東京事務所会議室で第２回目の意見交換会が行われ、１３団体から代表が参加されました。

今回は、東京都がＩＯＣに提出した申請ファイルの内容を分析して、石原都政が東京招致に固執する狙いや、招致そ

のものが大きな矛盾をきたしていることを告発しようということで、各団体が分担して報告が行われています。いず

れのセクションでも大変な誇張が目立ち、中には、放射能問題や防災の問題では、全く問題がないというような表

現がされていたり、環境破壊の内容が含まれていたりと申請ファイルの矛盾が浮き彫りになっていきました。 

 このあと、これらの問題点を整理し、英文に翻訳してＩＯＣ委員会に提出することを申し合わせました。 

 次回の意見交換会では、会の名称を決めて、来年１月、２月のＩＯＣ委員の来日に合わせた活動の内容が話し合われ

ることとなりました。 

 スポーツ連盟からは、和食、聞間、萩原の３人が出席しました。（萩原） 

8月 25日、26日、東京豊島区東部区民事務所で開催された。 

初日の 25日は、東北復興支援を掲げた第 29回全国スポーツ祭典の取

り組みについて議論され、祭典は統一的なメダルや、賞状などの準備は整

い、各種目ごとの準備が本格化していることが確認された。 

東北復興支援の活動は女川での卓球交流などのボランテイア活動や福島県猪苗代町での卓球大会などが取

り組まれ、ひきつづき 10月には福島県でバドミントン大会が開催される。 

 翌日は、スポーツ活動・組織局、スポーツ権・運動局、国際活動局、広報局、総務局の各局からの 3 月の総会以降

活動のまとめと今後の活動について提案があり議論された。スポーツ連盟の仲間やスポーツのひろばを増やす活

動は、少しずつではあるが前進しつつあり、この流れをもっと早く急速に大きくしていくことを確認した。（北川） 

右から２番目が多川選手 

激走する多川選手（左） 



 

  

東京都連盟スポーツカレンダー 2012年 12月～2013年 1月 

 
卓球                     

・東北復興支援第２９回全国スポーツ祭

典卓球大会 年代別の部 

12/15（土）16（日）岡山県桃太郎アリーナ  

・2012年東京卓球後期リーグ戦 

・女子 1・2・3部 

12/2（日）中野体育館 

・男子 1・2・3部 

12/23（日）大森スポーツセンター 

・女子 4部 

12/22（土）大森スポーツセンター 

・男子４部 

12/24（祝）大森スポーツセンター 

■練馬区   

・2013年新春卓球大会ダブルス団体戦 

1/6（日）光ヶ丘体育館 

■杉並区    

・第 39回杉並スポーツ祭典 

Merry Christmas シングルス卓球大会 

12/24（祝）上井草スポーツセンター 

陸上                     

・月例多摩川ロードレース 

12/9、1/13（日）多摩川土手河川敷 

・月例赤羽マラソン 

12/23、1/27（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初心者大会 

12/1（土）桐ヶ丘体育館コート 

・第５０回北区スポーツ祭典硬式テニスシングルス大会 

12/9（日）桐ヶ丘体育館コート 

■練馬区   

・第 19ウィークデイマッチ 

12/6（木）・13（木）夏の雲庭球場 

■中野区    

・クリスマステニストーナメント 

12/2（日）哲学堂テニスコート 

・ニューイヤー・テニス交流会 

1/13（日）哲学堂テニスコート 

バドミントン                

・第２９回東北復興支援全国スポーツ祭典 

男子・女子・混合ダブルス大会 

12/8（土）９（日）静岡県北浜総合体育館 

■新宿区   

・第 30 回新宿リーグ戦  混合団体戦 

12/24（祝）新宿スポーツセンター 

■北区   

・第 50 回北区スポーツ祭典バドミントン団体戦大会 

12/23（日）桐ヶ丘体育館 

■板橋区   

・第４８回板橋スポーツ祭典高校OP大会 

12/23（日）、25（火）上板橋体育館 

■多摩区   

・第１０回多摩混合団体戦 

武蔵村山市総合体育館 

■練馬区   

・第６回練馬冬季混合大会 

1/26（土）練馬区立総合体育館 

ウォーキング              

・第 108回例会 

旧日光街道第２宿場草加＆忘年会 

12/15（土）集合 9：45 分 東武伊勢崎線草加駅  

バレーボール              

・東京都大会 6 人制男女バレーボール大会  

11/3（祝）夢の島 BumＢ体育館 

・交流トーナメント大会６人制男女バレーボール大会 

12/15（土）駒沢公園屋内球技場 

■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３部 

12/9（日）桐ヶ丘体育館 

・バレーボールリーグ戦冬季大会 

12/22（土）桐ヶ丘体育館 

サッカー                   

■北区    

・サッカーリーグ戦 

12/16（日）荒川サッカー場 

バスケットボール             

■北区    

・第 50回北区スポーツ祭典決勝大会 

12/2（日）十条台小体育館 

スキー                     

・越年スキー 

12/29（土）～1/3（木） 

岩手県八幡平スキー場 

 

 

ここ数日、陽気が夏から秋に変わり

つつありますね。 

さわやかで、すがすがしい季節の到

来です。スポーツの秋、芸術の秋、読書

の秋、そして、食欲の秋 ！ おいしい季

節も到来します ！ ！ 

その反面、食べ過ぎて体型が気になる

季節でもありますね。 

私は食欲の秋に負けないように、スポ

ーツの秋を充実させて、食欲に耐える

“忍耐の秋”となりそう

です・・。（細太） 

 

 

 

9月 5日（水）東京バレーボール協議会会長 田中邦雄さんが、ご逝去されました。 

謹んでお悔やみ申し上げます。 

編集後記 

訃 報 




