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1 月 31 日、2 月 1 日の両日、第３９回東京スキー競技大
会が舞子スノーリゾートで開催され、1 日目 85 名、2
日目 81 名が競技にエントリーしました。当日はあい
にくの天候で、時より吹く強風でコースわきの木か
ら雪が飛ばされ、スタートからコースが見えなくな
ることもありました。雪も降り続いたため、スキーの
滑りが悪く全体的にタイムが出ない結果となりました。
優勝カップを手に喜ぶ子供たち

大会 1 日目は、旗門審判を選手が兼任して行ないました。旗門審判になった選手はウォーミ
ングアップ等の準備に十分時間が取れない中での出走となりましたが、その中から複数の選
手が、クラス優勝または上位入賞しました。その栄誉をたたえたいと思います。
一般参加の募集も行なった 2 日目は、一般から 3 名のエントリーがありました。2 日目も雪
が断続的に降り、コース内の積雪が増えたため、２本目はセット替えを行なわずに実施しました。
クラブ対抗戦は接戦でした。1 日目の時点で１位のスラロームから、2 位の練馬ヒューマン、3 位のシーハイルまでの点差は６点でし
たが、2 日目に小学生クラスで大量得点した練馬ヒューマンが逆転し、初優勝を飾りました。最後に、参加された選手のみなさん、
旗門員等の役員・要員としてご協力頂いたみなさんのご協力に感謝致します。（組織委員長 出崎福男）

【第 13 回多摩川ロードレース大会】
2 月 8 日（日）東京・春季スポーツフェスティバルの一環として国立市河川敷グラウンドで開催されました。
小学生から 70 代の選手まで、245 人の参加がありました。コースは、国立
市の河川敷グラウンドからスタートし、河川敷を下流の府中方面に走り、往
復するコースで行いました。
参加選手は完走後すぐに記録証を手にし、お互いのタイムなど話題が尽
きない様子でした。入賞した女子高校生は「ロードのコースは初めてでしたが
楽しく走れました」と話してくれました。また、10 数年ぶりに参加した男性は
「懐かしいですね」と、大会横断幕をバックに運営委員と一緒に写真をとって
いったのも印象にのこりました。ＨＰを見て参加してくれた方は「手づくりの大
会で何か温かい印象でした」と感想を述べてくれました。
毎年、国立市教育委員会と府中市教育委員会の後援をとりつけ、ひらかれた大会として開催しており、今年も楽しく怪我人も
なく無事終了することができました。なお。毎月第 2 週にこの場所で行う月例会、当日参加 OK ですので、是非参加してください。
（ロードレース実行委員会 森 良太）

東京水泳協議会が創立４０周年を迎え、記念事業としてレセプション（１月１７日）、水泳大会（２月１１日）、技術講習会兼認定指導
員研修会（４月１９日）の３つの行事を計画しました。今回は終了した２つの事業の様子を報告します。
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大人も子供も本気！！「記念イベントいかだ渡し」
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～東京水泳フェステバル～
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会でしたが３９３名が参加
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りの小さな幼児から８０代

真が展示され出席者は、

の大ベテランまで各々完

楽しい思い出話に花を咲
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通常の大会には無い、

テーブルを回り、出席者

25ｍ完泳やビート板キッ
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クは、幼児から小学校低

周年の思いを語ってもらうなど、和やかな雰囲気が会場を包

学年の児童が側泳するコ

み、歓談も弾みました。長年、東京水泳協議会に貢献したとし

ーチの励ましの言葉とともに

て「水泳クラブおやしお」「るんるん水泳クラブ」そして子供の

完泳を目指しました。記念イベントの「いかだ渡し」では、大人

水泳クラブ「オルカ水泳クラブ」が表彰されました。最後に上

と子供混成の１チーム約４０人で、A と B２班に分かれ、たたみ１

記の「おやしお」の会員であり「オルカ」で子どもたちの指導

畳ほどのビート板に「乗る人」がボールを持ち、制限時間内に

をしている大島安行さんが「小噺！？」を一席。会場は笑に包ま

相手チームより多く、対岸のゴールにボールを運んだかを競い

れ閉会となりました。

ます。会場からは大声援、大人も本気になり、非常に盛り上が

次の５０周年に向けて、引き続き水泳愛好家の要求に応え、
今までの伝統の上に、更なる飛躍に向けて奮闘して欲しいと
感じました。

完泳で「お菓子のレイ」がもらえます

りました。
東京水泳協議会の次回大会は６月７日（日）に辰巳国際水
泳場（長水路）にて開催されます。

第５２回北区スポーツ祭典の幕を飾る「北区ナーレ」
昨年夏から半年に渡って各種目で実施された第52回スポーツ祭典の表彰式典
「北区ナーレ2014」が２月７日北区王子の北とぴあにて開催されました。
表彰式の他、恒例のオークション、ビンゴ大会、理事による日舞など、
例年になく盛り上がり、大成功となりました。
また、北区の教育委員会から課長お二人がご出席していただくなど、
行政との繋がりもより一層深めることができたと思います。(明石太基）

大会組織員会・東京都そして IOC 広報担当者と面談

（オリパラ都民の会の活動より）

新日本スポーツ連盟東京都連盟が構成団体の１つとして活動しているオリパラ都民の会は、１月２９日（木）に都庁にて大会組織
委員会と東京都オリンピック・パラリンピック準備局の職員と面談し、以下の要望書を森会長、舛添都知事あてに提出しました。
1,競技施設の見直しについて（８ 項目）
・メインスタジアムは改修を基本とすること
・大井ふ頭中央海浜公園に整備を予定しているホッケー競技場は駒沢オリンピック公園を利用し都民が日常的に
利用している貴重な公共スポーツ施設が五輪のために奪われることが無いよう求める
・有明テニスの森公園のテニスコートが１４面失われる計画になっており、代替え施設の建設を求める
・アーチェリーの競技施設は、公園を潰すのではなく隣接する多目的広場への建設を求める
・海の森水上競技場は経費を圧縮して現在の予定地に整備すると報告されているが、埼玉県の彩湖の活用など計画
を変更し経費削減を求める
・馬術会場として利用を予定し、夢の島陸上競技場と隣接する１２面の野球場が一時的に、使用できなくなること
は市民スポーツの停滞を招くことになります。大井競馬場の活用を求める
・「仮設競技場」とされるお台場海浜公園のトライアスロン競技場は、大腸菌に汚染された海であり、近隣県の
施設も視野に入れて、再検討を求める
・「仮設競技場」とされる有明体操競技場は、体育館を建設するには莫大な液状化対策経費が見込まれるため、
近隣県の国際大会が可能な体育館を利用するように計画の変更を求める
2、オリンピック・パラリンピックの開催期間の変更について（アス リートや 観客にとって最良の環境下である秋開催を ！）
3、放射能汚染の対応について（放射能処理や 東北復興を 置き去りにしない）
4、パラリンピック開催に向けて（２ ０ ２ ０ 年を 契機に障がい者のス ポーツ環境、生活環境の整備を ！）

また２月５日（木）には IOC 広報担当のロックスバーグ氏と３度目の面談が実現し、
上記の要望をもとに話し合いを行いました。帰国フライトの直前で、限られた時間し
かありませんでしたが、３度目と言うこともあり打ち解けた雰囲気で面談が行われ
ました。ロックスバーグ氏は国立競技場について、各方面からの要望は JSC には伝
えているが、決定は JSC や政府が行うことだとの意見でした。また開催時期につ
いても申請段階で決まっており変更は難しいとの認識でした。競技施設については
アジェンダ 2020 の沿ったものが望ましく、４月末までにマスタープランが確定し全
体像が分かるだろうと語り、皆さんにとっても IOC にとってもこの面談は、五輪成功

大会組織委員会・東京都との面談

には欠かせないものであり、より良いものとなるようお互い頑張りましょうと語り、面談は終了しました。

３月７日（土）の東京都連盟総会に向けて ～第２回評議員会報告～
２月７日（土）に池袋第二集会所にて第２回評議員会が開催されました。各組織の２年間の活動の総括や３月７日に行われる総会議案が承
認されました。組織拡大については財政の面からも重要な課題であり総会では、来期ますます旺盛な活動となるように、そして活発な議論
ができるよう各組織意思統一して準備をお願いします。

＜各組織からの発言 抜粋＞
・種目を越えた活動ができると良い。他種目の大会等の宣伝をし、広がりを作りたい。
・各区でウォーキングクラブを作り、ウォーキング協議会を立ち上げたい。
・中高の学校が統廃合により学校体育館等のスポーツ施設が削減されている。
代替え施設確保も難しく区民スポーツの縮小が懸念される。
・初心を受け入れる企画や体制づくり、新しい分野への取り組みが会員数を増やすには必要。

～官邸前行動へのお誘い～

国会議事堂前 A4 出口 １８時３０分集合

東京都連盟では脱原発を訴える運動に賛同し、毎月第 2 金曜日に反原連が
主催している官邸前行動に参加しています。お問い合わせは東京都連盟まで。
参加しています。

東京都連盟スポーツカレンダー
卓球
・2015 年度東京リーグ前期 男子５部
5/2（土）隅田総合体育館
・第２回多摩シングルスＰリーグ
5/2（土）柴崎体育館 第 1
・2015 年度東京リーグ前期 女子１・３部
5/6（祝水）小豆沢体育館
・2015 年度東京リーグ前期 女子 5 部
5/8（金）東京体育館メイン・サブ
・2015 年度東京リーグ前期 男子 4 部
5/16（土）中野体育館
・2015 年度東京リーグ前期 男子１～３部
5/17（日）上板橋体育館
・大田スポーツ祭典 MIX 団体・女子団体
5/17（日）大森スポーツセンター
・第 3 回多摩ハッピーカルテット
5/29（金）泉市民体育館 第 1
■北区
・第 40 回春季シングルスｐｒｏｇｒｅｓｓLeague
4/11（日）桐ヶ丘体育館

4/11（土）、12（日）、19（日）土支田庭球場
■北区
・第４０回春季硬式テニス混合ダブルス大会
4/19（日）新河岸川庭球場
・第４０回春季硬式テニス団体戦（混合Ｄ）大会
5/3（日）桐ヶ丘体育館コート
・第 40 回春季硬式テニス 男子団体戦大会
5/5（祝火）新河岸川庭球場

バドミントン
・第 12 回東京春季スポーツフェスティバル
多摩バドミントン大会
4/12（日）東大和市民体育館
■中野区
・第２７回中野春季大会男・女Ｄ、混合１～３部、シニア
5/2（土）中野体育館

スキー
・栂池高原山スキー入門教室
4/4（土）～5（日）栂池高原スキー場
・大原ＧＳ＆ＳＬポールレッスン
4/11（土）～12（日）大原スキー場
・東北「鳥海山」山スキー教室（第 5 回）
5/3（日）～5（火）鳥海山
•春の八甲田山・山スキー教室（第 6 回）
5/2（土）～5/5（火）八甲田山
•立山剣沢・山スキー教室（第 7 回）
5/22（金）～24（日）室堂周辺
・かぐらスプリングフリーレッスン

剣道

4/18（土）北区桐ヶ丘体育館

・第１２回春季ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃﾊﾞﾙ 剣道大会

■練馬区

5/24（日）東京武道館第二武道場

・第 11 回春季バドミントン大会

空手

バレーボール

4/12（日）中村南スポーツ交流センター

5/16（土）東部ｽｶｲﾂﾘｰﾗｲﾝ竹ノ塚駅集合

・第 9 回 ＮＪＳＦ Ｔｏｋｙｏ Ｃｉｔｙ Ｏｐｅｎ

・2015 年度前期杉並リーグ

・第３９回春季卓球大会男女別シングルス

・オーストラリアへ行こう 足立区のベルモント公園

5/23（土）～24（日）かぐらスキー場

4/5（日）光が丘体育館

■練馬区

5/10（日）JR 青梅線奥多摩駅集合

■板橋区

■杉並区

4/29（祝水）上井草スポーツセンター

2015 年 4 月～2015 年 5 月

・第１２回春季ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃﾊﾞﾙ 空手競技大会
5/31（日）東京武道館第二武道場

■北区
・第 40 回北区春季バレーボール大会
6 人制男女オープン大会予選

～ 編集後記 ～
花粉を感じるこの季節、目

4/5（日）滝野川体育館

には見えない小さな敵と、目

■中野区

6 人制男女オープン大会決勝

と鼻の中では体内に侵入しな

・第 29 回中野オープン大会一般年代別Ｓ

5/4（祝月）桐ヶ丘体育館

いように闘いが繰り広げられ

水泳

ています。くしゃみ、鼻水、かゆ

5/3（日）中野体育館

ランニング
・月例多摩川ロードレース

・技術講習会兼認定指導研修会
4/19（日） 東京スポーツ文化館 BumＢ

みと、ありとあらゆる方法で
身体の外へ追い出しますが、

4/12（日）、5/10（日）

■練馬区

この機能が放射能なんかに

国立市営河川敷グラウンド横

・第 47 回練馬スポーツ祭典水泳記録会

も反応して体外へ排出してく

・月例赤羽マラソン
4/26（日）、5/24（日） 荒川河川敷

テニス
・多摩春季テニス大会 男子 女子 混合
4/5（日）都立小金井公園テニスコート
■練馬区
・第 39 回春季テニス大会

5/10（日）光が丘体育館プール

れたら、原発も怖くはないで

ウォーキング

すよね・・・。（細野）

・町田・名所旧跡めぐり
4/18（土）JR 横浜線町田駅北口集合
・越谷タウンウォーキング
4/25（土）東部ｽｶｲﾂﾘｰﾗｲﾝ越谷駅東口集合
・巨樹に癒される奥多摩森林セラピー

