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季節外れの寒さの中で ～第 38 回ふれあい赤羽駅伝～
４月２１日（日）に北区連盟主催の第３８回ふれあい赤羽駅伝が開催されま
した。当日は天気も良くポカポカ陽気のなか・・・といきたかったところですが
朝から雨模様、また気温も４月下旬にもかかわらず最高気温が 10℃にも届か
ない寒さ。スタッフは寒さに震えながら準備をして開会を迎えました。
熱い観客の声援も響くなか本格的なランナーから職場の仲間、仮装チー
ムなど１０８チームが寒さを吹き飛ばし各自思い思いに走りました。男子の部優
勝は絶賛彼女募集中（記録 01:09:57）女子の部優勝は青春ランナーズＡ（記
録 01:25:32）、特別賞は寒さのなか最後まで完走した酔っ払い研究所Ｂに贈
られました。 （宮内泰明）

国民平和大行進～核兵器廃絶いつやるの？今でしょ！！～
5 月 7 日（月）、都内での平和行進二日目。芝公園から川崎市役所までを目指
します。前日は夢の島から 1200 人が港区まで核兵器のない世界をつくろうと
呼びかけ行進しました。二日目は 200 人で「核兵器廃絶！！」「イイね！！」「憲法九条
を守ろう！！」「イイね！！」などのイイねコールや「脱原発いつやるの？」「今でしょ！！」な
どの今や流行語大賞候補になっている「今でしょ」コールで盛り上がる中、大熊
啓さん作詞作曲の「歩いて行こう」などの歌と共に行進しました。多摩川を渡り
神奈川県に入るとトランペットの演奏でお出迎えがあり、神奈川県の参加者と
合流し川崎市役所まで沿道の方々に平和の大切さをアピールしました。

空手競技大会

東京都連盟から神奈川県連盟へ引き継ぎ

～第 10 回東京春季スポーツフェステバル～

２０１３年５月２６日（日）、東京武道館第二武道場にて第 10 回東京春季スポーツフェステバル空手競技大会が開かれました。
静岡県からの出場団体を含む 10 団体で小学生から大人まで６４名で熱戦が繰り
広げられました。空手はルールがよく変わる競技とのことですが、新日本スポーツ
連盟の空手競技大会は一貫して１本勝負で決まります。大会実行委員長の元澤勇
夫さんは開会の挨拶で
「一本の重みをよく理
解して試合に臨んでほ
しいと」述べました。
競技では「前に出て！！」「声出して！！」と小さな体の小学生に保
護者や関係者からの声援が飛び交い、場内全体が熱気に包ま
れました。次回大会「第５０回東京スポーツ祭典空手競技大会」
は ２０１３年１１月１０日（日）に同じ東京武道館第二武道場で開催
致します。空手愛好家の皆さま是非ご出場下さい。

各部門の結果

個人戦
部門
小学1,2年の部
小学3,4年の部
小学5,6年の部
中学生の部
高校生の部
段外の部
有段者の部
女子の部

優勝
望月飛羽
伊藤唯人
藤田陽南
中山響
遠山龍一
三壺一弥
川村健一
勝亦若菜

準優勝
七澤海璃
中原大翔
柚山さくら
藤田岳人
和田武士
坂井渉
工藤真裕
村内路子

３位

敢闘賞

古谷美樹
小柳愛斗
倉島良空
金子侑樹

坂井剛士
佐藤純聖
高橋幸喜

和田剛士

葛西雅史

団体戦
部門
小学5,6年の部
中学生の部
一般男子の部

優勝
徳心会Ａ
徳心会
照武会

準優勝
徳心会Ｂ
尚影塾
経産省

３位
拳心館

敢闘賞
杉並創建クラブ
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東京卓球協議会

～新規約で躍進を！！～

北区連盟

～種目を越えた連帯で発展を！！～

5 月 18 日（土）、新宿スポーツセンター大会議室で第 36
回東京卓球協議会の総会
が開かれました。代
議員と運営委員
の出席が 56 名
で活発な意見
交換がされまし
た。特に、1976 年
に制定された規約を、
5000 名を超える加盟の協
議会にふさわしいように改訂された案がだされました。
代議員の関心は東京リーグの日程で、東京リーグへの要

承認された新理事のみなさん

５月２６日（日）に神谷ふれあい館にて第３８回定期総会
が開催されました。毎年開催されている「北区スポーツ祭
典」は５０周年記念大会として 26 種目 3,940 名が参加する
なか開催され成功裏に終わったことや、37 回目の春季大
会も約 3,000 名が参加し大きな大会として定着している

望が多いように思われました。

ことが報告されました。バレーボール、サッカー、陸上、水泳、

前年度の協力員が新しく運営委員として参加した新体制

野球、硬式テニス、バドミントンの各代議員からも活発な

でスタートしました。（小林章子）

意見が出され、今後も「いつでも、どこでも、だれもがスポ

中野区連盟～スポーツ要求を実現しよう！！～

ーツを」という思いで区民のスポー
ツ要求に応えられるよう運動

5 月 23

し、また種目を越えた活動で

日に第 ３７

北区連盟を発展させていく

回中野区

方針が確認されました。最

総会が中

後に 25 名の理事が選出され

野区勤労

閉会となりました。（宮内泰明）

福祉会館

練馬区連盟～710,100 円の募金を赤十字社へ～

で行われ
ました。総
会 で は

総括する大平理事長

５月２６日、
小澤理事長の方針説明

第３５回練馬

2012 年度の活動報告と 2013 年度の活動方針が提案さ

区連盟定例総

れました。スポーツ基本法に基づく「中野区民スポーツ推

会が開催され

進計画（仮称）」の提言作りを行うことが確認されました。

ました。出席さ

また、現在不足している運動施設の増設要望や、未だ具

れた役員と代

体化されていない仲町小学校跡地・富士見中学校跡地・

議員は、

沼袋小学校跡地の跡地整備計画に対して要望書の提出

１５名で少々こじんまりとしていましたが、２年間の活動と決

を行うこと、そして以前から交渉を行っている「平成 26 年

算報告、２０１３の予算の確認、そして役員選出と速やかな

度に向けた区立施設使用料見直し」についても区へ提案

運営でした。 ２０１１年の一年間は、各種大会の参加費から、

と要望を行っていくほか、東北被災地救済活動や暴力虐

一人１００円相当を震災の復興支援募金を集め、７１０１００円

待問題など、2013 年度もさまざまな活動方針が盛り込ま

を日本赤十字社に送金したことが報告され、区連盟として

れた議案が決議されました。（細野道秋）

早くから取り組んだことが高く評価されていました。東京

吉田理事長から活動報告

都連盟から萩原理事長があいさつをしました。
（萩原純一）

５月５日よりフランス北西部に位置するノルマンディーへ「ツールド・ペイド・コー
マラソン（※コーマラソン）」というマラソン大会に参加してきました。このマラソン
は、「コーショアクラブ」というフランスの陸上クラブが主催する大会で、スポーツ
連盟とも縁の深いＦＳＧＴに所属しています。
ノルマンディーはフランスの
首都パリより 200ｋｍほど離れ
た北西部に位置し、緯度は日
本で言うと北海道の稚内より
少し北に位置する町です。コーマラソン
は４日間で６レース（約 88ｋｍ）を走ると
いうユニークな大会で、今年は私たち日
本人の他にも海外から参加した国は、ア
ルジェリア・モロッコ・イスラエルなど、お
およそ１０カ国からの参加がありました。
レースの合間にはみんなで観光に出掛
け、帰ってきたらレースに参加と、毎日が
この繰り返しでした。地元フランスの方や、われわれ日本人、その他の参加国の方たちと
前会長クロード氏の宿舎に泊まりました。宿舎での夕食では、ビールやワインを飲みながら
直接言葉は通じませんが、通訳を通して会話が弾み、楽しい１週間となりました。（佐藤正）

リレートーク

体罰・暴力問題を考える③ ～スポーツ界に依然として蔓延る「体罰・暴力・ハラスメント」～

体罰問題、今日本は大きな転換期を迎えている。私はスポーツでの体罰は全く意味をなさないし排除しなくてはならな
いと考えている。ただし「教育の現場」ではまだ答えが見つからない。学級崩壊や家でのしつけが全くなっていない子供、
言葉だけでは言うことを聞かない子供等々、懲罰の一つとしてやむなしか？と考えてしまう。もちろん怪我をさせてしまう
のは論外だが。しかしスポーツの場では違う。スポーツでルール違反はともかく懲罰はあり得ないからだ。乱暴な言葉での
指導も同様であり指導者としての品格や質を疑う。
学生時代の部活やそれ以外のスポーツの場で一部の指導者で体罰はあったが私は常に冷やかな目でその指導者をみ
ていた。精神論を語る指導者も同様。直接は言えないので時には遠まわしかつ冗談でごまかしながらその無用さを訴えた
りもした記憶がある。
そもそも私は小学校や中学などで必ずやらされる行進やラジオ体操など画一的な動きを求めるものに子供心ながらに
軍国的なものを感じ疑問を抱き嫌悪した（ラジオ体操は戦後のものだが・・）。そのような延長線上にある体育、部活でい
まだに戦前の悪習が蔓延り上下関係、体罰、精神論がまかりとおっている。これだけ体罰問題が世論を賑わせている今が、
スポーツ界から体罰等を根絶させる絶好の機会であると思う。体育協会やＪＯＣなどもようやくスポーツ界における暴力
行為根絶宣言を出した。最先進国家としては遅すぎる対応だが、指導者は科学的な指導の下、競技者個々を一人の人間
として扱い上手くなるようサポートする姿勢、そしてお互い尊敬しあえる間柄となることが大切である。競技する人たちが
主人公であり指導者は決して偉いものではない。選手が大会や発表会などで心身ともにベストな状況で臨めるよう指導
者は自己研鑚し裏方に徹するという認識が今後求められる時代となることを願う。（宮内泰明）

東京都連盟スポーツカレンダー 2013 年 7 月～2013 年 8 月
卓球

■多摩地区

・第３０回ハローレディース団体戦

・シングルスＰリーグ

7/11（木）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
・中高生卓球大会
8/1（木）～8/2（金）駒沢体育館
・女子年代別団体戦（予選会）
8/10（土）大森スポーツセンター
・男子一般・年代別個人戦
8/11（日）大森スポーツセンター
・中高生卓球大会
8/19（月）～8/20（火）東京武道館
・女子一般・年代別団体戦
8/31（土）大森スポーツセンター
■北区
・第５１回北区スポーツ祭典ダブルスＰリーグ
8/4（日）滝野川体育館

7/12（金）泉市民体育館
・多摩ジュニア団体戦
8/30（金）泉市民体育館

陸上競技
・第 15 回ナイター陸上競技大会
7/13（土）夢の島陸上競技場
・月例多摩川ロードレース
7/14（日）多摩川土手河川敷
・月例赤羽マラソン
7/28（日）荒川河川敷

テニス
■板橋区
・ミックスダブルス団体戦
7/13（土）新河岸川庭球場
・男女別団体戦
7/27（土）新河岸川庭球場
■練馬区
・第４５回練馬スポーツ祭典

7/10（水）永山駅 ９時４５分
■荒川区
・帝釈天周辺めぐり
7/27（土）京成金町入口 10 時集合

バレーボール
・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
■北区
・第５１回北区スポーツ祭典バレーボール
大会（男子・女子）都大会予選
8/24 滝野川体育館
■板橋区
・男女ＭＩＸバレーボールオープンリーグ大会
7/21（日）上板橋体育館
・レディースバレーボールリーグ
8/25（日）赤塚体育館

ソフトボール
■北区
・男子・ミックストーナメント
6/2（日）中央公園野球場

■練馬区

男子・女子・ダブルス・シングルス

水泳

・第 45 回練馬スポーツ祭典男女別団体戦

初級・一般壮年シングルス

・第 134 回指導員養成学校

8/24（土）光が丘体育館

7/27、28、8/4 土支田庭球場

7/13（日）、7/14（月祝）BumB 屋内プール

■新宿区

■中野区

サッカー

・ペアマッチ卓球大会

・中野区連盟杯テニス大会

・東京サッカー祭典予選リーグ戦

8/4（日）新宿スポーツセンター

7/7（日）上高田テニスコート

■杉並区

バドミントン

・杉並ジュニア卓球大会

・第 16 回夏季高校生オープン

8/2（金）高円寺体育館
■板橋区
・ジュニアペアマッチ卓球大会

7/21（日）駒沢公園第 1 球技場

編集後記

7/24（水）、25（木）駒沢公園屋内球技場

運動に最適な季節になってきま

・第７１回クラブ対抗リーグ戦 M１～４部・Ｗ１～２部

した。冬・春が過ぎ、夏到来を目

7/27（土）荒川スポーツセンター

前に、いよいよ暑くなってきまし

■練馬区

たが、風邪・花粉症などは気温

■大田区

・第４６回練馬スポーツ祭典

上昇と共にほぼ終わりなのかと

・のりのり卓球大会

男・女Ｄ１～３部混合１~２部

思いますが、未だにマスクを着け

7/15（月祝）小豆沢体育館

7/5（金）大森スポーツセンター

8/11（日）・8/18（日）光が丘体育館

ている人を見かけます。外国では

■中野区

■新宿区

考えられない・・。日本人はちょっ

・ダブルス・ＭＩＸダブルス卓球大会

・第 31 回新宿団体リーグ戦混合団体戦１～４部

と神経質ではないかと思います

7/6（土）中野体育館
・３ダブルス卓球大会
8/11 中野体育館

7/13（土）新宿スポーツセンター

ウォーキング
・濃緑の季節に多摩市～八王子の公園と緑道ウォーク

が、皆さんはいかがでしょうか。

（佐藤正）

