
 

7月 26日（土）に第 19回東京反核平和マラソンが開催されました。東西南北の 4 コースから 92名のランナーが「反核平和」

「原発ゼロ」「憲法 9条を守ろう」を訴えゴールの代々木公園けやき並木を目指しました。内閣が、集団的自衛権行使容認を閣議

決定したこともあってか、例年より沢山の方々からランナーに声援が寄せられました。 

熱い声援の中、36度の暑さに負けず快走！！ ～西コースを担当して～ （中野区連盟 三浦徹） 

第１９回なれど、我々西コースは 2010 年新設。今回第 5 回目の参

加になる。参加者は他のコースより少なく 15 名であったが少数精鋭、

初参加者もいた。猛暑の中、9 時 50 分定刻通り出発。18 キロメート

ルを走りきり、ゴール手前ではゴール時間に合わせる為に徒歩を交え、

余裕たっぷりの完走であった。6 か所の給水地点ではサポーターに冷

たいおしぼり、果物、梅干しなどで出迎えられ、熱い声援に送られて

出発、36 度近い暑さにも負けず快走。一方、大会運営スタッフ側に

問題発生、スタートしてもアンプのスイッチが不明でマイクが使えず、

10分遅れで宣伝カーから、アナウンスの第一声があがった。ゴール前

の給水地点付近で今度は救護車がパンク。幸いスタッフが自家用車で伴走していたの

で、急遽頼み込み難を逃れた。代々木公園ゴールでは次から次にゴールに飛び込んで

くるランナーを温かい拍手で出迎え、ドリンクの差し入れあり、アコーディオン伴奏で歌

声あり、ランナーの感想ありで賑やかな閉会式になった。「反核平和」の運動を“継続は 

 力なり”で来年も再来年も元気いっぱい続けて行きたいと思いました。 
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スタート地点の杉並区役所前での集合写真 

けやき並木での反核平和スポーツマンのつどい 

 

8月 5日～6日にかけて「2014反核平和スポーツのつどい in広島」 

が開かれました。今年から企画内容を充実させ、5日午後から、被団協 

の松田さんのガイドで「戦跡・碑めぐり」。場所ごとに、詳しくお話しを聞 

き、当時の人々の様子や状況が非常によく伝わり、原爆の恐ろしさを 

改めて感じるとともに、理解を深めることができました。夕方からの 

「交流のつどい」では都府県での反核平和マラソンの様子をスライドで 

写真を交えて報告が行われました。各連盟それぞれの取り組み状況が意見交換でき、非常に良い機会となりました。翌

朝は「広島城公園反核平和マラソン＆ウォーキング」が雨で中止に。8時 15分の黙祷のあと「広島・長崎 500ｋｍ反核・平

和マラソン」のランナーを見送り、平和資料館を見学。その後、天気が回復したため原爆ドーム前で路上ライブを行い、多

くの通行人そして、被爆者の方と歌い、また貴重な被爆体験を聞かせていただくなどの交流をすることができました。広

島を訪問して、胸の詰まるような悲惨な話や、資料に触れ、核兵器廃絶の悲願達成に向け粘り強く運動を続けていくこ

とが大切だと、改めて感じさせられました。 

 

2014反核平和スポーツのつどい in広島に参加して （東京都連盟 宮内泰明） 

 



 

 
7 月 20 日（日）に、拝島駅から横田基地第 5 ゲート脇にあるフレンドシップ

パークまでの約 6ｋｍを、「反核平和」、「基地のない平和な社会」を訴えて歩く、

反核平和ウォーキングを開催しました。参加者の中野朝子さんは、「このような

スポーツを通して、平和をアピールできることは素晴らしい、少しでも声をあげ

たい」との思いで初参加したとのことでした。途中で平和を願うアコーディオン

の音色も響き、8名の参加者は無事フレンドシップパークに到着しました。フレン

ドシップパークでは「横田基地撤去を求める西多摩の会」が毎月第三日曜日に

座り込みを行っており、ウォーキング終了後に合流しました。前日にオスプレイ

が横田基地に飛来したこともあり、労働組合や新婦人などの団体から、約１００

名が集まりました。萩原理事長がスピーチを行い、その後にアコーディオンの伴

奏で「青い空は」を会場の全員で合唱しました。多摩地域での反核平和運動

の足掛かりになればと考え、将来的には横田基地で反核平和マラソンを開催

できるよう取り組みを行っていきます。 

 

  

2020オリンピック・パラリンピックを考える都民の会では、会場予定地の視察や提言討論会を行い、無駄が無く、オリンピック憲

章やアジェンダ２１に則った会場建設を求める運動をおこなってきました。また野球場・テニスコート・陸上競技場等々をつぶし、都

民のスポーツする場が奪われる計画になっていることに警鐘をならし、いくつかの対案を東京都や大会組織員会に提案し、また

IOC 委員とも面談を行い、現状の会場計画の問題点を指摘しました。そのような中、舛添都知事が会場計画変更を示唆するな

ど、私たちの運動も少しずつ前進しています。しかし新国立競技場の問題は依然先行きが不透明です。JSC は最近、年間３億円

の黒字が出るとの試算を出しましたが、その根拠は乏しく、集客力のあるイベント頼みであることには変わりありません。また神宮

外苑の景観を損ねるとの指摘や、立ち退きを余儀なくされている都営住宅の問題等、課題が山積です。将来に禍根を残すことの

無いよう、継続した運動を行っていくことが必要です。オリパラ民の会では、その他にも駒沢オリンピック公園の活用や、開催時期

の変更も求めて今後も運動を行っていきます。また１０月１１日（土）に、文京シビックセンタースカイホールで第二回提言討論会を開

催致します。６年後の東京五輪について一緒に考えてみませんか？ 

 

 

アコーディオンの平和を願う音色が一帯に響きます♪ 

前日にはオスプレイ飛来！！ 横田基地で集会に参加～反核平和ウォーキング～ 

＜今後も見直しを求めていく会場＞

競技種目 会場予定地 変更案 提案理由

メインスタジアム 新国立競技場 解体・新設ではなく改修に 神宮外苑の景観を破壊。建設費用も膨大。五輪後の収支に疑問等、問題山積。

馬術 夢の島陸上競技場 大井競馬場 陸上競技場をつぶさずに既存施設の活用

ホッケー 大井ふ頭中央海浜公園 駒沢オリンピック公園 １９６４年のホッケー会場の利用

テニス 有明テニスの森 テニスコートを大幅削減予定。代替えコートの要求

ビーチバレー 潮風公園 JT社宅跡地の防災公園 液状化対策費用等問題あり。

＜非公式だが変更が決まりつつある会場＞

競技種目 当初の会場予定 状況 変更を予定している会場

カヌー・スラローム 葛西臨海公園 建設中止 隣接する都有地

ボート、カヌー・スプリント 海の森水上公園（中央防波堤） 建設中止？ 未定

バドミントン 夢の島ユースプラザA 建設中止？ 武蔵野の森総合体育館

バスケット 夢の島ユースプラザB 建設中止？ さいたまスーパーアリーナ？

水球 ウォーターポロアリーナ（仮設） 建設中止？ 辰巳国際水泳場

セーリング（ヨット） 若洲マリーナ 建設中止？ 稲毛ヨットハーバー

トライアスロン お台場海浜公園 変更？ 横浜市？



 

【卓球＝全国大会予選会 個人戦・団体戦】 

今年の予選会は、個人戦を 7/12－13 日野市・市民の森ふれあいホールで、団体戦

を 7/19－21 大森スポーツセンターで行いました。のべ 5 日間です。運営する私たちも

出場している選手も毎年思うことは同じです。「今年は去年にも増して強いのが来てい

る」「レベルが上がった」「普通じゃ勝てない」…。本当にレベルアップしています。 

私たちの全国大会が多くの卓球人の目標になっていることを感じます。もう参加資

格を登録者に限った方が良いのでは、という声も聞こえました。私も今年は個人戦の

代表になれませんでした。悔しいです。1 年間猛練習して来年は絶対に、と気合を入れ

なおしています。代表になられた皆さんのご活躍を楽しみにしています。（東京卓球協運営委員長 岩本 英） 
 

 
 

8月 1日～3日にかけて、千葉県の館山で毎年恒例

の「海の教室」が開催されました。今年は 32 名の参加

者のうち、初めての方が 14 名と、新たな広がりが期待

されました。 

2 泊 3 日のたった 3 回の練習で本番を迎えるにあたって、いかに成果を

あげられるか、指導員はいろいろ悩み工夫をするのですが、なんといっても

参加者の皆さんの努力が 1番の力だとつくづく感じました。 

遠泳元気班は、沖ノ島から北条海岸をめざし、今年は追い風という好条件

ではありましたが、2時間を切るスピードで完泳しました。 

遠泳にこにこ班は、沖ノ島から鷹の島へときれいな海を楽しんで泳ぐコース

で、これも 1 時間ちょっとで完泳。鷹の島の上陸地点は砂浜ではないので、か

なり大変ではありましたが、ほんとにみなさん楽しんで泳いでいました。遠泳出

発の時こそ、緊張の面持ちでちょっと硬くなっていたようですが、泳ぎ終わっ

た後の皆さんの笑顔はとてもすてきでした。またこの笑顔と出会いたい、そん

な思いで胸がいっぱいになりました。 

集団遠泳は、日本独自の文化です。この文化を広く知ってもらいたい、そして経験してもらいたい、この楽しさをわかってもらい

たい。海の教室に参加するたびに、深く感じます。（東京水泳協 穴原） 
 

 

【第 16 回ナイター陸上競技大会】 

第 16 回ナイター陸上は大会直前に台風が接近し直撃は回避されましたが、台

風一過の影響で暑いなか行われました。中高生の参加が別の大会と重なったこと

もあり昨年より少ない大会となりました。また、メインレースの５０００m が

行われる頃には、少し涼しさも出て、これぞナイター陸上という気候に戻

りました。 

記録面では、写真判定の部分で少々トラブルがあり、一部の選手に

はご迷惑をかけてしまいましたが、役員一同スキルアップを図り、今後の

大会に繋げていきたいと思います。（東京ＲＣ会長 佐藤正美） 

  

気合十分！ いざ、出陣！！ 



 

東京都連盟スポーツカレンダー 2014年 10月～2014年 11月  

 

 卓球                    

・第 11回ハッピーカルテット団体戦（SDS） 

 10/1（水）東京武道館 

・第１７回ラージボール大会 

 10/8（水）東京武道館 

・後期 progress league シングルス 

 11/5（水）東京体育館（メイン） 

・2014年度東京リーグ後期 女子１～３部 

 11/8（土）上板橋体育館 

第２９回ハローレディース年代別シングルス 

 11/25（火）東京体育館（メイン・サブ） 

・第１０回大田のりのり大会シングルス 

 11/28（金）大森スポーツセンター 

・第３回町田オープンペアマッチ（MIX・女子） 

 11/29（土）町田総合体育館（メイン・サブ） 

■練馬区   

・第３２回年齢別ペアマッチ大会（ＤＳＳ） 

 10/18（土）光が丘体育館 

■北区   

・第５２回北区スポーツ祭典シングルス 

 10/5（日）十条台小学校体育館 

・第５２回北区スポーツ祭典女子ペアマッチ 

 11/10（月）滝野川体育館 

■杉並区   

・杉並方式団体戦 

 11/30（日）大宮前体育館 

■中野区   

・第５２回中野スポーツ祭典個人戦 

 11/24（祝月）中野体育館 

■新宿区   

・新宿トリオマッチ 

 10/26（日）新宿スポーツセンター 

■多摩   

・多摩レディース３ダブルス 

 10/24（金）泉市民体育館 

 ランニング               

・第５１回東京スポーツ祭典陸上競技大会 

 10/25（土）夢の島競技場 

・月例赤羽マラソン 

 10/26（日）、11/23（日）荒川河川敷 

・月例多摩川ロードレース 

 10/12（日）国立市営河川敷グラウンド横 

・多摩川秋のランニング大会 

 11/9（日）国立市営河川敷グラウンド横 

 テニス                   

・多摩秋季オープンテニス大会 

 10/18（土）小金井公園テニスコート 

■板橋区   

・男子ダブルス大会 

 10/25（土）加賀庭球場 

・秋季レディース大会 

 11/7（金）新河岸庭球場 

■北区   

・第５２回秋季大会 女子団体戦 

 10/5（日）新河岸庭球場 

・第５２回秋季大会 男子団体戦 

 11/2（日）桐ヶ丘庭球場 

 バドミントン               

・第５１回東京スポーツ祭典 

男・女 D、XD1～3部シニア 

 11/8（土）荒川スポーツセンター 

■板橋区   

・第５１回板橋スポーツ祭典 

男・女Ｄ１～３部混合 1～2部 

 10/5（日）上板橋体育館 

■新宿区   

・第３０回新宿スポーツ祭典男・女 S1～4部 

 11/3（祝月）新宿スポーツセンター 

■荒川区   

・第３回荒川スポーツ祭典ダブルス大会男女 1～5部 

 11/29（土）荒川スポーツセンター 

 バレーボール             

■北区   

・第５２回スポーツ祭典バレーボール大会 

ミックス大会 1部予選 

 10/5（日） 堀舩小学校・西浮間小学校 

ミックス大会 2部予選 

 10/19（日） 西浮間小学校・十条台小学校  

ミックス大会 3部予選 

 11/2（日） 堀船小学校・西浮間小学校 

ミックス大会 4部予選 

 11/16（日） 堀船小学校・西浮間小学校 

■板橋区   

・第５１回板橋スポーツ祭典レディースバレー大会 

 10/26（日）赤塚体育館 

 水泳                    

・第５回オールエイジ水泳大会 

 10/5（日）東京辰巳国際水泳場 

・第３０回東京年齢別水泳大会 

 11/3（祝月）東京辰巳国際水泳場 

 ウォーキング             

・第１３０回例会 東京スポーツ祭典 

水と緑の散策＆薬用植物園 

 10/25（土）花小金井駅改札口9：45集合 

・第１３１回例会 奥多摩むかし道 

 11/19（水）奥多摩駅改札口 9：45集合 

 野球                    

■板橋区   

・板橋交流リーグ戦 

 10/5（日）、19（日）、26（日）戸田橋緑地野球場 

 剣道                    

・第５０回東京スポーツ祭典剣道大会 

 10/26（日）東京武道館第二武道場 

 空手                    

・第５０回東京スポーツ祭典空手大会 

 11/9（日）東京武道館第二武道場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年も猛暑の日が多く、熱中症

になられた方が多くみられ、水分

補給をこまめにすることの大切さ

を感じられた方も多かったのでは

ないでしょうか。ランニングする方

は水分をこまめに取るという習慣

が身についている人が多いです

が、この水分補給が非常に大切で

す。年配者や日頃スポーツをして

汗をかく事が少ない方は、汗によ

る体温調整ができにくくて、熱中

症になる確率も高くなるそうで

す。十分気を付けていきましょう。

（佐藤正美） 

編集後記 


