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東京オリンピック開催は、都民スポーツの画期をなすものに
今、２０２０年東京オリンピック開催が決定して世間を賑わせています。しかし、
内容を深く調べてみると「世界に東京の経済力を示すため」や「大型開発の
ためにオリンピック・パラリンピックを招致する」という真の狙いが見えてきま
す。オリンピック・パラリンピックの政治的利用に他ならない。このことこそが
東京開催の大義がないと言われるゆえんです。
新国立競技場完成イメージ

９月８日未明にＩＯＣ総会から２０２０年東京開催が付託されましたが、７年後

のオリンピック開催まで、都民の目線、スポーツ目線で国や東京都が開催準備を進めるのか注視しなければなりません。
「一度真近で見たい ！」という想いでいた多くのスポーツ愛好者や都民にとっては、喜ばしい状況となったのですが、東京都連
盟としては、「開催するからには、これだけは、東京都の責任でやり遂げて

カヌー・スラローム会場完成イメージ

ほしいこと」を主張したいと考えています。
終わってみれば、大型開発の付けが都民にのしかかったのでは困りま
す。大イベントをやったけれども、「人々の権利」としてのスポーツ環境は、
なにも変わっていないのでは、オリンピック・パラリンピックを開催した功績
がなにも残らない。オリンピック運動の根本原則は、「世界の平和、人類の
友好」「スポーツは人々の基本的権利」です。このことを真正面に据えた
東京オリンピックにすることが最も大切なことです。
今ある都民のスポーツ施設（野球場２０面、テニスコート１４面）が、オリンピック
のために造り替えられてしまう現状や、カヌー・スラロームの競技場を造るため
に、葛西臨海公園の自然を破壊したのでは、オリンピックの理念から外れてしま
うので、開催計画の段階で
は他の場所に移すなど、 必
ず変更しなければならない
要件です。オリンピックのた
夢の島公園の野球場と陸上競技場を取り壊して作られる
予定の馬術場完成イメージ

めに大型開発が大手をふる
い、都民生活は疲弊するので

は、それも大義から外れます。震災復興や放射能汚染の処理に至っては、最
優先課題として国をあげて取り組まなくてはなりません。

大井ふ頭中央海浜公園野球場を取り壊して作られる予定
のホッケー場完成イメージ

安倍首相の「コントロールされている。汚染はブロックされている」という発
言は、これまでの経緯からみても信じがたいものがありますし、世界にどう映ったのでしょうか。責任を持って解決していただか
なくてはなりません。
憲法９条を守り、世界に類のない平和憲法を守るなかで、世界とアジアから信頼と友好の絆を深める「２０２０年東京オリンピッ
ク」が開かれることを期待せずにはいられません。

朝晩は涼しくなり風も爽やかな秋が訪れました。芸術、食欲そしてスポーツの秋です。各種目組織では、様々な大会がこれか
ら目白押しです。今回は水泳、テニス、ソフトボールの活動の様子をご紹介いたします。皆様もスポーツの秋を満喫してください。

きれいになった辰巳国際水泳場で♪
9 月 23 日（祝）に
辰巳国際水泳場で第

２０１３年オータムオープンテニス大会
大会結果
＜男子ダブルス＞

２１回東京辰巳水泳大

１位

会が開催されました。

２位

阿部・上田ペア
藤田・中田ペア

辰巳国際水泳場は改

＜混合ダブルス＞

修工事があったため
半年以上使用できませんでした。そのため、東京水泳協議会

１位

主催としては昨年の 11 月 3 日に行われた全国年齢別水泳

２位

大会以来、久しぶりの大会となりました。小学生から８０代ま
でのスイマー３００人が参加

北原・小島ペア
青木・村田ペア

１年ぶりのソフトボール大会開催！！

し、自己ベスト更新や大会

９月２１日（土）に第５０回

の緊張感を楽しむなど個々

東京スポーツ祭典ソフト

思い思い、目標に向かって

ボール大会東日本大会

競技に臨みました。リレーは

東京予選が駒沢オリンピ

メドレー、フリーの２種目、男子、女子、混合と６競技の年齢区

ック公 園 軟 式野球 場で

分ごとに分かれたチーム戦で選手、観客が一体となって熱い

開催されました。当初は２

レースが繰り広げられ大いに盛り上がりました。また４０を超え

日間の 総当 たり 戦を 予

る大会新記録が出るなど、参加者のレベルも一段高いもの

定していましたが、初日（１６日）に台風が関東を直撃し、その

となった大会となりました。使用したメインプール脇のダイビ

影響で中止となり、４チームによるトーナメント方式で行ない

ングプールでは「飛び込み」の日本選手権が開催されており

ました。初出場の桜丘レッドソックスは乱打戦を制し初戦を突

日本トップクラスの飛び込みを観ることもできました。次の大

破。インディペンデン

会は１１月３

スはいつもの強さを発

日（日）に

揮し、見事優勝を勝ち

同じ辰巳

取り東日本大会の代

国際水泳

表を勝ち取りました。

場にて全国年齢別水泳大会が開催されます。（宮内泰明）

（城川善行）

高校生の元気あるプレーで盛り上がる！！
９月２２日（日）にオータムオ
ープンテニス大会（有明テニ
スの森公園）を開催しました。
楽天東レパンパシフィックテニ
ス大会 1 日目でもあり、有明
テニスの森公園は大勢の人
で賑わっていました。東京テニス協会主催のテニス大会はこ
の時季いつも低調なのが残念。男子ダブルスと混合ダブル
スがあり男子ダブルスでは、高校生が３組出場し元気あるプ
レーで盛り上げてくれました。（村田博）

＜大会結果＞

リレートーク

体罰・暴力問題を考える⑥ ～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・暴力問題の根絶には、体質や伝統に踏み込んだ徹底的な改善が必要です。旧陸軍の戦争時代のやり方が未だに続い
ているように、会社においては、上司の命令は間違っていても従うほど。指導者になると人間的に優れるということではないは
ずですが、「戦争時代のやり方」を教育されてきたがゆえに、こうした誤った判断をしてしまうのだろうと思います。
体罰に対しては、加害者の大半は相手が悪いから暴力を振るってもいいと考えている人が多い気がします。暴力を振るうのは
自分の選択の結果です。また、教育現場では、先生は生徒たちに個人差があることを考えなくてはなりませんが、日本の画一的
な管理教育の押しつけで、選手を横並びにして管理したがる風潮がこの国にはまだまだ多い気がします。
また、指導者と選手の間で起きる暴力よりも、先輩後輩の関係の中で起きる暴力の方が、より根が深くて見えない部分がた
くさんあるような気がします。
今すぐに暴力を根絶するというのは難しいと思いますが、今できることを少しずつやって、こうした問題を軽減するように、指
導者のみなさんのレベルアップを望みたい。（佐藤正美）

4 つの要求で東京都と交渉に
来る 10 月 31 日（木）に東京都の 2014 年度予算に対する都民要求の交渉を行います。
各協議会と地域組織からの意見をまとめ、東京都連盟としては、4 つの要求を行うこととし
ました。大枠の要求内容は以下の通りです。
① 東京都が策定した「スポーツ推進計画」の基本理念を、スポーツ基本法第２条の
基本理念「人々の権利」を明記したものに置き換えるように修正或いは補足をし
て下さい。
② 「東京都のスポーツ推進計画」がスポーツ基本法第４条の「地方公共団体の責務」

交渉地 東京都庁

を据えた「推進計画」となるように、東京都が責務として、都民だれもがスポーツをできるようにするために必要な
スポーツ施設建設計画を盛り込んで下さい。また、市区町村がスポーツ施設の建設をする場合には、その建設費の
２分の１を東京都が補助する制度を盛り込んで下さい。
③ 特定団体に片寄らないスポーツ団体支援制度を策定して下さい。
④ 「東京スポーツ文化館」の利用について、社会教育団体が利用する場合には、営利事業団体の利用と明確に区別し、
割増料金を徴収しないという料金体系に変更して下さい。
以上のことを、東京都連盟は東京都への要求として交渉を行います。なお、どなたでも傍聴ができますので、ご希望の方は一度
東京都連盟事務局にお問い合わせの上、東京都庁までお越し下さい。

都民スポーツ発展を願って
9 月 2 日に東京都連盟事務所にて、日本共産党都議団と２０１４年度東京
都予算要望に関する懇談会を行いました。東京都連盟からは８名が出席し、
都議団からは５名が来所されました。東京都連盟からは、ＢｕｍＢ利用料金問
題・東京都スポーツ推進計画について・東京体育館の利用実態調査など
の要望があることを報告しました。また、地域組織や種目組織からも多く
の要望が寄せられました。
東京都の予算は都民の税金です。その予算が本当に都民のため、スポーツ発展のために利用されることを願い、都議団のみ
なさんには都議会での奮闘を期待します。

東京都連盟スポーツカレンダー 2013 年 11 月～2013 年 12 月
卓球

バドミントン

野球

・多摩レディース３ダブルス団体戦

■練馬区

■板橋区

・第 8 回練馬秋季大会混合団体戦 1～3 部

・板橋スポーツ祭典軟式野球大会

11/6（水）柴崎体育館
・第 2 回町田オープンペアマッチ団体戦
11/30（土）町田市立総合体育館
・男子シングルスＰリーグ
・女子ＡＢＣ＝ＸＹＺ

11/2（土）光が丘体育館
■板橋区

スキー

・板橋スポーツ祭典高校生オープン大会

・山スキーのつどい

12/24（火）・26 日（木）上板橋体育館

12/11（水）世田谷区総合運動場体育館
・ＡＢＣ＝ＸＹＺ団体戦

■新宿区
・第 29 回新宿スポーツ祭典男女Ｓ1～4 部

12/21（土） 柴崎体育館

11/8（金）豊島区生活産業プラザ 8Ｆ
・山スキー基礎講座
11/17（日）新日本スポーツ連盟会議室

11/9（土）新宿スポーツセンター

■北区

ウォーキング

・第５１回北区スポーツ祭典ペアマッチ大会

・第５０回東京スポーツ祭典第 119 回例会

11/25（月）滝野川体育館

黒川海道谷戸から鎌倉街道早ノ道

■板橋区

11/17（日）小田急多摩線はるひ野駅南口改札

・板橋オープン団体戦大会

・第 120 回例会

12/7（土）上板橋体育館

多摩丘陵と雑木林を歩く

■中野区

12/21（土）小田急線よみうりランド駅

・中野スポーツ祭典個人戦

北口改札

バレーボール

11/23（土）中野体育館

ランニング

■北区

・第 3 回ゆりかもめリレーマラソン

・第５１回北区スポーツ祭典ミックスバレー

11/17（日）東京臨海広域防災公園
・第 12 回検見川クロスカントリー
12/15（日）千葉 東大クロカンコース
・月例赤羽マラソン
11/24（日）・12/22（日）

11/10（日）戸田球場

ボール大会予選 3 部
11/3（日）西浮小体育館・堀船小体育館
・第５１回北区スポーツ祭典小学生バレーボール大会
12/15（日）稲付中学体育館

荒川河川敷

・三多摩秋季ランニング大会
11/10（日）国立市多摩川河川敷
・多摩川ロードレース

■板橋区
・板橋スポーツ祭典レディースバレーボール
オープンリーグ

サッカー

国立市多摩川河川敷

・第５０回東京スポーツ祭典ミニサッカーフェ

テニス

スティバル

・連盟杯地域交流団体戦

11/17（日）駒沢第一球技場

・連盟杯オープン大会
12/1（日）有明テニスの森公園
■北区
・第５１回秋季大会シングルス（男女）
12/8（日）桐ヶ丘体育館
■板橋区
・秋季レディース大会
11/８（祝・金）新河岸川庭球場

スポーツ連盟は、２０１５年１１月
１２日に創立５０周年。
創立３周年、第６回スポーツ祭典に職
場から一選手として参加。種目は卓球、
バレーボール、運動会。何の大会だか
わからず、楽しかったという思い出だ
けが残っている。
「スポーツ祭典、なに
ソレ」だった。１０周年の年に、地域
連盟づくりに参加。以来、現在までス
ポーツ連盟活動が私を鍛えてくれた。
さて、５０周年の翌年２０１６年４月
２２日は、東京都連盟が創立５０周年
を迎える。１００年の歴史を刻む壮大
な活動を展望する５０周年を迎えられ
るように、種目組織、地域組織の皆さ
んと一緒に今から準備を始めましょ
う。
（萩原）

12/8（日）赤塚体育館

12/20（日）

11/24（日）有明テニスの森公園

編集後記

水泳
・第２９回東京年齢別水泳大会
11/３（日）辰巳国際水泳場
・第 14 回中長距離大会
12/22（日）辰巳国際水泳場

空手
・第５０回東京スポーツ祭典空手競技大会
11/10（日）東京武道館 第二武道場

～お知らせ～
第 1 回評議委員会（45 期）
日にち 2014 年 1 月 25 日（土）
時間
13 時から
場所

北区岸町ふれあい館（予定）
（ＪＲ王子駅 徒歩 3 分）

