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第 1 回板橋水泳フェステバル ～板橋区連盟主催で初開催～
３月２９日（金）板橋区の上板橋プールにおいて第 1

ースバレー協議会と、

回板橋水泳フェステバルが開かれました。

種目の枠を越えて協

土日の貸切が区側から

力がありました。板

許可がおりず、平日の

橋区内の小中学校に

開催になってしまい、

は、教育委員会の後

参加者が実人数で８７

援があったため、
「学

名、競技種目１６８名と

校交換便」で大会要項を送っていただくことができま

小規模の開催になってしまったことが残念でした。主

した。連盟内大会でしたが、板橋区はオープン参加に

催は板橋区連盟で、主管は東京水泳協議会。板橋から

したため、区内の中学校の水泳部が２校、高校の水泳

の役員は水泳、卓球、テニス、バドミントン、レディ

部が１校参加しました。
（板橋水泳協議会）

40 周年を 1,700 人の組織で迎えよう！！

チーム阿部の選手宣誓

～第 40 回東京水泳協議会総会～

2013 年 3 月 31 日（日）に第 40 回東京水泳協議会総会が代議員、運営委員
含め約 40 名が出席し、葛飾区勤労福祉会館で開催されました。来年 40 周年を
迎えるにあたり、競泳はじめ水に関わる様々なスポーツ・多様な活動を展開し、
海の教室開催や魅力ある大会作り、指導員養成など 1,700 人の組織作りを目
標とした今後の活動方針が提案さ
れました。加盟クラブ代議員から発
言が多数あり対区交渉の手段、料金減免のことなどクラブ間の幅広い意見
交換は各々勉強となり有意義な議論の場となりました。最後に新年度の活動
方針及び新運営委員が満場一致で承認されました。総会終了後は、別室でク
ラブ交流会が開かれ、遠泳など所属するクラブの行事や悩み事など、ざっく
ばらんな会話が続きクラブ間の結びつきが強くなったひと時でした。

和やかな雰囲気でのクラブ交流会

あきる野市でも水泳教室 多摩地区にも新たな活動を！！
東京水泳協議会は多摩地域へ活動を広げる
足掛かりをつくるため、小学生対象の「こども
水泳教室」と中学生以上の［初心水泳教室］
を右記の日程で開催します。夏本番を迎える
前に泳げるようになりたい方、少しでも楽に
泳げるようになりたい方、全く泳げない方で
も指導委員が親切丁寧にお教えします。多く
の方のご参加お待ちしています。
要項、申込み書をご希望の方は問い合わせ
先までご連絡下さい。

日にち
時間
場所
最寄駅
参加費
申込締切

子ども水泳教室
初心者水泳教室
2013年5月12日、19日、26日の日曜日
10時～11時
11時～12時
五日市ファインプラザ屋内水泳場
ＪＲ五日市線「武蔵増戸」駅 徒歩1分
１，５００円
２０１３年５月７日（火）必着
新日本スポーツ連盟 東京水泳協議会 水泳教室係
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東京ウォーキングクラブ
文学と歴史の街逗子から鎌倉への
道はいろいろあり私の好きなコースで
す。今回は平家物語悲劇の人「六代
御前」の墓から逗子海岸へ名越切通
し、まんだら堂、大切岸、巡礼古道、鎌
倉八幡宮と、新緑の変化のとんだコー
スでした。ただ、なぜか逗子は天気に
恵まれない。数年前は雪が降り、今回も春の嵐の予報・・・。４月
６日から 20 日へ日程変更となりましたが、当日、なんとか持ち
こたえていた雨でしたが、昼食後ついに降り出してきました。富
士山絶景ポイントでは想像しながらのウォークとなりました。天
気には恵まれませんでしたが、普段は見ることが出来ない「ま
んだら堂やぐら群」の公開と重なり、鎌倉時代の歴史に触れる
ことが出来ました。
鎌倉駅付近は観光
客で混雑していましたが、また四季折々、穴場鎌倉を訪ねたいです。また、５月１９
日には春季スポーツフェスティバルとして「狭山の荒幡富士とトトロの森」を歩き
ます。興味のある方は東京ウォーキングクラブまでご連絡下さい。（板垣）

４月６日に駒沢オリンピック公園陸
上競技場で 500 名を超える多数の
選手に参加を頂きました。例年では桜の季節と相まって、公園内では花見客でにぎわっている時期で
すが、今年は桜も早くに開花したこともあり人けは少なかったようです。朝から天候がすぐれず、強
風吹き荒れる中で少し肌寒くなりました。ただ、予報よりも天気が崩れな
かったのは、参加された選手の頑張りによって、大会が悪天候をも吹き飛
ばす盛り上がりとなったからではないかと思います。
春季陸上競技大会が参加選手のみなさんや、関係
役員のみなさんに支えられて３３回を重ねる事ができ、
伝統のある大会に成長してきました。これからも、だれ
でも楽しく参加できる陸上大会を目指して「深めよう
絆 ！ ！ スポーツは生きる力」のスローガンを胸に、役
員同士も絆を深め、
力を合わせてこの大会を盛り上げていけるよう、頑張ってい
きます。また、競技スポーツの世界では記録や順位が先行し
てしまいがちですが、楽しく走ることも長続きするコツではな
いかと思いますよ。（佐藤正）
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第 50 回中高生卓球大会を 3 月 31 日・4 月 1 日・2 日に東京武道館
と東京体育館で開催しました。この大会は、スポーツ連盟が新体連とし
て発足した時期から開催されている伝統ある大会です。3 日間の延べ参
加人数は 1660 人となりま
した。強いものだけを選ぶ
大会の多い中で、リーグ後
同順位トーナメントのある
試合がたくさんできる大
会として認知されてきました。東京、多摩地域、神奈川、埼玉、千葉など関東
全域から参加があります。全日本も若手が主流ですが、中高生大会もレベルが高くなっています。今回はじめて、マレーシ
アの中学生の兄弟の参加がありました。お父さんが日本に仕事できていて、この大会に息子たちをマレーシアから呼んで
出場させたのです。ペアマッチの団体戦では、2 位トーナメントで 1 位となる実力でした。感想は、「レベルが高く良い経験が
出来た」や「大会運営がスムーズで日本語がわからなくても説明が丁寧だった」との評価はうれしい限りです。まったく日
本語がわからなくても大会を楽しんでもら
えたのは、スポーツの素晴らしさだと思いま
す。また、杉並のジュニア大会には、ろう学
校からの参加もあります。このようなＭＩＸ
という考え方がいろいろな種目で実現で
きればいいと思います。（小林章子）

リレートーク

体罰・暴力問題を考える② ～スポーツ界に依然として蔓延る「体罰・暴力・ハラスメント」～

最近、マスコミが「体罰による指導は稚拙」「指導力不足」「勝利至上主義の弊害」などの論調で、体罰問題に対して厳し
く指摘するのを目にするが、ちょっとひっかかる点がある。それは、今までマスコミが体罰についてここまではっきりと批判
していなかったことだ。「体罰反対」と急に叫びはじめたマスコミに、世間の人たち（特に体罰が当たり前と思っていた人た
ち）は、ついていけてないような気がする。指導者も保護者も、戸惑っているのではないだろうか。毎日新聞の世論調査
（今年 2 月）で、「（体罰は）一定の範囲で認めてもよい」と答えた人が全体の 42％もいるという結果も、その表れだと思う。
特に男性の場合は、体罰反対（43％）よりも体罰容認（54％）のほうが多いというのはいかがなものか。「殴られて強くな
る」みたいな考え方が日本の社会に浸透してしまっているので、そう簡単には変わらないように思う。
そもそも、体罰とは「悪いことをした子どもに対して、叩いたりしてこらしめる懲戒」のこと。だから「試合で負けたから殴る」
「ミスをしたことに腹を立てて蹴る」なんていう行為は、体罰というよりは暴力（もしくは虐待）と言うべきだろう。スポーツで
うまくいかなかっただけで、子どもは別に悪いことをしているわけではない。
教育基本法 11 条で禁止されている体罰も、指導者による理不尽な暴力も許されることではない。ただし、実際の教育現
場（スポーツ指導の現場）で体罰と懲戒をどこで線引きするかは難しいところだろう。子どもが本当に悪いことをしたとき
に、大人がどう対応するべきかがいま問われているのではないかと思う。（佐藤信）

-3-

東京都連盟スポーツカレンダー 2013 年 6 月～2013 年 7 月
卓球

陸上競技

■北区

・男子年代別・女子一般団体戦

・第 15 回ナイター陸上競技大会

・春季ミックスバレーボール大会

6/1（土）江東スポーツ会館
・東京ラージボール大会
6/13（木）東京武道館
・第 15 回綾瀬オープンレディーストリオ
6/28（金）東京武道館
・第 30 回ハローレディース団体戦
7/11 東京体育館
・東京リーグ前期 女子 4 部
7/13（土）大森スポーツセンター
・東京リーグ前期 男子 4 部
7/14（土）大森スポーツセンター

7/13（土）夢の島陸上競技場
・月例多摩川ロードレース
6/9（日）、7/14（日）多摩川土手河川敷
・月例赤羽マラソン
6/23（日）、7/28（日）荒川河川敷

■板橋区

■北区

・女子ダブルス

・男子・ミックストーナメント

6/15（土）新河岸川テニスコート

6/16（日）上石神井体育館
■新宿区
・３ダブルス大会
6/29（土）新宿スポーツセンター
■杉並区
・ＡＢＣ＝ＸＹＺ団体戦
6/30（日）荻窪体育館
■板橋区
・ジュニアペアマッチ
7/15（月祝）小豆沢体育館
■大田区
・のりのり大会
7/5（金）大森スポーツセンター
■中野区
・ダブルス・ＭＩＸダブルス大会
7/6（土）中野体育館
■多摩地区
・シングルスＰリーグ
7/12（金）泉市民体育館

6/2（日）中央公園野球場

剣道

・男子ダブルス
6/29（土）加賀テニスコート

・女子団体戦（３ダブルス）

・第３７回年齢別夏季卓球大会 MIX ダブルス

7/21（日）上板橋体育館

ソフトボール

・第３８回春季男子シングルス・初心者女子

■練馬区

■板橋区

テニス

■北区

6/16（日）十条台小体育館

西浮間小体育館、堀船小体育館

・男女ＭＩＸバレーボール大会

■北区

ジュニア男女大会

6/1（土）、6/2（日）桐ヶ丘体育館

・春季スポーツフェスティバル剣道大会
6/9（日）東京武道館第二武道場

6/9（日）新河岸川テニスコート
・男子女子ダブルストーナメント
6/30（日）桐ヶ丘体育館コート

バドミントン

水泳
・第 134 回指導員養成学校
7/13（日）、7/14（月祝）BumB 屋内プール

サッカー
・東京サッカー祭典予選リーグ戦

・第 16 回夏季高校生オープン

7/21（日）駒沢公園第 1 球技場

7/24（水）、25（木）駒沢公園屋内球技場
■板橋区

編集後記

・第５０回板橋春季大会
男女Ｄ１～３部・混合Ｄ１～２部
6/30（日）上板橋体育館
■新宿区
・第 31 回新宿団体リーグ戦
7/13（土）新宿スポーツセンター

ウォーキング
・第 114 回例会 あきる野の里山
大澄山へ
6/15（日）五日市線東秋留駅

バレーボール
・バレーボール女子リーグ戦
6/15（日）大森スポーツセンター
・都大会予選南部ブロック大会
7/7（日）大森スポーツセンター
・6 人制男女関東ブロック大会
7/27（土）東金アリーナ
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各地で頻発する地震、台風並
みの風、季節外れの雪、台風並
みの風、ゲリラ豪雨。いままでに
ない自然現象がここ数年よく
起きています。関東大震災の前
兆か？富士山噴火の前触れ？日
本規模でも心配ですが、この地
球はどうなってしまうのか・・。
壮大なスケールで心配をしてし
まう今日この頃です。（細野）

