
 

 

 

 

2014年 8月 30～31 日、静岡県・富士箱根ランドで「第 1

回関東ブロックスポーツセミナーIN 箱根」が開催されました。

これは、関東のスポーツ連盟に関わる人たちを対象に、身近

なところで「学び交流する場」を設けるという狙いから企画さ

れたもの。初めての試みでしたが、埼玉・千葉・東京・神奈川

から 39名が参加しました。 

【１日目】 

＜第 1講座＞岩崎由純さん（日本ペップトーク普及協会会長）による「指導の場面でのペップトーク」 

聞きなれない言葉の「ペップトーク」とは、様々な場面で、相手にかける「前向きな背中の一押し」の一言。

「ポジティブな言葉」や「成功へのイメージ」の大切さなどが紹介され、スポーツ場面での感動的な体験

談に、会場の参加者は深く聞き入っている様子でした。 

 

 

＜第 2講座＞永井博さん（新日本スポーツ連盟会長）による「スポーツ連盟 50年の歴史」 

「スポーツは国民の権利」であるという旗を掲げ、結成当初の話や組織を大きくしていった経緯、スポーツ

連盟とはどのような組織かをレジュメと新しくできたスポーツ連盟のリーフレットに沿って講義して頂きました。

これからもスポーツ連盟は、みんなの知恵と力をひとつに、一緒に歩んでいかなければという思いが語られま

した。 

＜スポーツ交流＞ウォーキングとソフトバレーボール 

スポーツ交流では当初はソフ

トボールとウォーキングの予

定でしたが、雨の影響により

ソフトボールは、体育館でのソ

フトバレーに変更となりました。

多くの参加者がソフトバレー

初体験で、4 チーム（5 人で 1

チーム）の総当たり戦を行い

ました。大接戦のゲームも多くあり、「たっぷり汗をかいて楽しかった」

「ボールが柔らかいので怪我の心配も無く安心」と参加者みんな

が楽しめる交流となりました。ウォーキングは富士箱根ランド周辺

の函南原生林「学習の道」を約 2 時間、16 人で歩きました。山道で、厳しい下り坂があったりもしましたが、「良いコースだったの

でもっと歩きたかった」との声もありました。 
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「何でわからないの！？」→「どこまで分かったの？」がペップトーク。ユーモア満載の語り口であっという間の９０分！！ 

学習の道で ～ウォーキング～ 

詩の引用など様々な角度でスポーツ連盟の理念を解説 

 

参加者みんなが楽しんだソフトバレー 

 



＜交流会＞夕食後に盛大に交流会 

会場に入る際、各人にくじ引きを引いてもらい、A～Eまでの 5つの

テーブルに各組織がバラバラになるようにし、交流が一層深まるよう

な席次としました。北川埼玉県連盟理事長の乾杯のあいさつで各テ

ーブル和やかな雰囲気の中、始まりました。スポーツ連盟のセミナー

初参加の方の小越真理子さん（東京水泳協）、並木智香子さん（埼玉

県連盟）、鈴木春香さん（東京卓球協）、田澤義直さん（神奈川 RC）石

澤賢多郎さん（北区連盟）の 5 人からそれぞれ感想をもらいました。

各都県連盟や種目組織の自己紹介、

アコーディオンやギターの伴

奏で合唱、最後は参加者

全員で 3 曲熱唱して組織

間の交流がいっそう深まっ

たところでお開きとなりました。 

【２日目】 
 ＜第 3講座＞菊池真也さん・関口智之さん（グローバルボイス・ボディファースト）による 

「体幹を鍛えるトレーニング」 

体幹についての講義の後に、実際に体を動かして体験しました。2人 1

組になって普段使わない関節や筋肉を動かし、お互いの動作をチェック。

肩甲骨と骨盤を中心に体幹を意識する基本動作について実践しました。

参加者からは「日々の動作にも取りいれたい」との声があがりました。 

第３講義終了後に閉講式が行われ、各都県の代表が修了証をもらい、

吉成神奈川県連盟事務局長の閉会の挨拶で無事終了しました。 

第１回の関東ブロックセミナーでしたが、3 つの講義はどれも充実した内容で、今後のスポ

ーツ連盟の活動や実生活でも非常に役に立つことばかりのものでした。またスポーツ交流や

夜の交流会では普段は顔を合わせることの無い者同士がスポーツや会話を通じて親睦を深

めることができ非常に有意義でした。 

当日は、各都県連盟の役員の皆さんの協力があって成功させることができました。各都県連

盟の役員さんをはじめ、参加された皆さまにも御礼申し上げます。また講師をして頂いた先

生方にも厚く御礼申し上げます。（佐藤信樹 宮内泰明） 

 

 
 

 

 

 

 

※その他にも組織間の人的交流も深まった、どの講義も素晴らしい内容だった、非常に良い 

セミナーだったとの声が多数寄せられました。その一方で、宿泊施設に関して食事やアメニティー 

がイマイチや全くダメ等の意見も多くありました。次回開催に当たって、より良いセミナー 

とするため、内容とともに宿泊施設選定についても、皆さんの声に応えられるよう頑張ります。 

皆で肩を組んで「今日の日はさよなら」を大合唱 

東京都連盟からの参加者紹介 

東京水泳協議会の皆さん 

～　参加者アンケートから　～
・スポーツ指導の場面では勿論、家庭や職場でも活用できる内容だった（第１講座）
・なんでもできる気にさせる言葉の素晴らしさが分かった（第１講座）
・スポーツ連盟の理念を改めて思い起こした（第2講座）
・長い歴史の中で連綿と理念、哲学的思想が受け継がれていると感じた（第2講座）
・誰でも気軽にできて楽しかった。（ソフトバレー）
・ハイキングのようだった。（ウォーキング）
・体幹の鍛え方がよく分かった（第３講座）
・自分のやっているスポーツに活かしたい（第３講座）

修了証の授与 ～閉講式～ 

座学の後に体幹トレーニングの実践 



 

【バレーボール＝第 51回東京スポーツ祭典東京都大会】 

去る、９月１５日（祝月）に稲城市総合体育館において、第 51 回東京スポーツ祭典６

人制男女バレーボール大会を開催しました。 

北区、杉並区、東部ブロック、南部ブロックを勝ち抜いた男子９チーム、女子７チー

ムが熱戦をくりひろげ、男子２チーム、女子２チームが 11月 22日～23日にかけて愛

知県で行われる全国大会の出場チームを決定しました。男子はＫＴＡＧ（ｹｰﾃｨｰｴｰｼﾞｰ）

が全国大会は初出場、ＭＡＸは４回目の出場、女子は majun（マジュン）が２回目、東

陵東京クラブが初出場で全国大会の出場権利を得ました。 

すでに、８月１７日に行われた神奈川県立体育センターアリーナで行われた第 30

回関東ブロック６人制男女バレーボール大会において、男子は東陵東京クラブＡ

が、女子は五島クラブが全国大会への出場を得られており、東京都は男子、女子

ともに各３チームが東京代表として全国大会へ挑むこととなりました。 

今回の試合結果はすべてが２セットで勝敗が決し、力の差がある試合も多かっ

たようです。今後各チームの技術の向上を願いながら、今回全国大会へ出場が決

まったチームの健闘を期待しています。（東京バレー協 矢上） 

【テニス＝2014年オータムオープンテニス大会】 

数日前までの雨の予報を跳ね飛ばし、すがすがしい秋晴れの中、

有明テニスの森公園でオータムオープンテニス大会が開催されまし

た。残念ながら、エントリー数が少なく、男子ダブルス、女子ダブルス

は中止せざるを得ませんでしたが、ミックスダブルスは６組のエントリ

ーで、総当りのリーグ戦（６ゲーム先取）を行いました。 

参加エントリー数が少ない分、参加者には思う存分試合をしてもら

うことができ、満足していただけたと思います。（東京テニス協 天川） 

 

来る 10 月 11 日（土）に、第 2 回目となる提言討論会が文京シビックセンターで開催されます。

2020 年に開催される東京オリンピックパラリンピックにつて、テレビでは報道されない課題や問題

点を都民の目線から、「本当にこれでいいのか？」「都民にとっての 2020 東京オリンピックとは？」な

ど、みなさんと語り合える場として開催します。また、埼玉大学の岩見良太郎名誉教授より「東京オ

リンピックと開発」について、共産党都議の畔上三和子議員より「施設計画見直しについて」という

テーマでそれぞれ問題提起を行っていただきます。みなさんお誘い合わせの上、ご参加ください。 

 

 

 

 

  

男子初出場 ＫＴＡＧ 

女子初出場 東陵東京クラブ 



 

東京都連盟スポーツカレンダー 2014 年 11 月～2014 年 12 月  

 

 卓球                    

・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） 

・2014年度東京リーグ後期 女子７部 

 12/16（火）東京体育館（メイン・サブ） 

・2014年度東京リーグ後期 女子６部 

 12/17（水）東京体育館（メイン・サブ） 

・2014年度東京リーグ後期 男子 1～3部 

 12/23（祝火）中野体育館 

■北区   

・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 

・メリークリスマス大会 シングルス 

 12/23（祝火）上井草スポーツセンター 

■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 

■板橋区   

・板橋団体戦 男子・女子 

 12/6（土）上板橋体育館 

■新宿区   

・新宿ペアマッチ 

 12/23（祝火）新宿スポーツセンター 

 ランニング               

・月例赤羽マラソン 

 11/23（日）、12/28（日）荒川河川敷 

・月例多摩川ロードレース 

 12/14（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                   

■練馬区   

・第２１回ウィークデイマッチ 女子ダブルス 

 12/4（木）夏の雲庭球場 

■板橋区   

・秋季レディース大会 

 11/7（金）新河岸庭球場 

・男子ダブルス大会 

 11/22（土）新河岸庭球場 

・壮年男子ダブルス大会 

 12/20（土）加賀庭球場 

■北区   

・第５２回秋季大会 男子団体戦 

 11/2（日）桐ヶ丘庭球場 

・第５２回秋季大会 ミックスダブルス大会 

 11/23（祝火）新河岸川庭球場 

・第５２回秋季大会 男女シングルス大会 

 12/7（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 

高校生オープン大会 男・女Ｄ1～3部 

 12/23（祝火）上板橋体育館 

・第５１回板橋スポーツ祭典 

高校生オープン大会男・女Ｓ1～3部 

 12/25（木）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 

・第３４回新宿混合団体リーグ戦１～４部 

 12/20（土）新宿スポーツセンター 

■北区   

・第５１回北区スポーツ祭典男女Ｄ１～３部 

 12/23（祝火）桐ヶ丘体育館 

■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 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

ミックス大会 3・4部決勝 

 12/21（日）桐ヶ丘体育館 

■板橋区   

・第５１回板橋スポーツ祭典レディースバレー大会 

 11/23（日）、12/7（日）赤塚体育館 

 水泳                    

・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 

・第１５回中長距離水泳大会 

 12/21（日）東京辰巳国際水泳場 

 ウォーキング             

・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 

 11/9（日）、16（日）、23（日）、30（日） 

 12/7（日）、14（日）、21（日） 

戸田橋緑地野球場 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「天高く馬肥ゆる秋」といいま

すが、最近の秋は日本のどこかで

豪雨があり不安定です。 

 そのような中「スポーツの秋」

は健在です。全国スポーツ祭典の

東京予選も順調に開かれていま

す。わたしたちは東北の仲間たち

の参加を支援することも忘れては

いけないと思います。（小林章子） 

編集後記 




