
 

【第４９回東京都連盟定期総会】 

2015年3月 7日（土）に全労連会館にて、第４９回定期総会が開催されま

した。代議員は、地域組織から18名、種目組織から２９名の計４７名の参加が

ありました。今年は、全国連盟から青沼裕之副理事長が来賓として駆けつ

けていただき、最大の地方組織、種目組織を目指し、手を取り合って活動が

前進することを願っていますと、激励のあいさつをいただきました。 

45期の活動のまとめでは、12,000名の組織に到達できなかった要因、都

民の期待に応える旺盛なスポーツ活動ができたか、多摩地域への活動の展

開など、現実と真摯に向き合い、課題に到達できなかったことについては、

今後どう改善するべきか、また、前進している活動は、それに留まることなく次期

も更なる活動を展開させよう ! と確認がされました。 

第 46 期の活動方針としては、東

京都連盟創立５０周年を史上最大の

連盟組織になって迎えることを 1 番

の大きな柱とし、45 期の方針でもあ

った多摩地域への展開や、スポーツ

のひろばの普及も継続することや、

団体種目の活動を活性化させて組

織の立て直しを図る計画など、全 13の柱を方針としてかかげました。 

東京都連盟は 2016 年 4 月 22 日に創立 50 周年を迎えます。第 46 期ではその節目の年を迎える期にあたることもあり、萩

原理事長より特別決議として、「新日本スポーツ連盟東京都連盟５０周年を記念する取り組み開始」の提案がされました。これは、

1０の種目組織（卓球・水泳・スキー・テニス・バドミントン・ランニング・ウォーキング・野球・サッカー・バレーボール）と７の地域組織

（荒川区連盟・板橋区連盟・北区連盟・新宿区連盟・杉並区連盟・中野区連盟・練馬区連盟）がそれぞれの分野で活動してきた

ことに確信を持ち、５０周年の節目の年に向けて、東京都連盟の組織を15,000人の組織にすることを共通の目標に掲げて活動し

ていこう ！ という提起で、「東京都連盟５０周年事業実行委員会」を設けて活動を開始することが確認されました。 

最後に、45 期をもって理事を退任されることとなった、宮久保加乃子さん（水泳）からは、「スポーツ連盟をやめるわけではない

のでこれからも活動に協力していきます」や「理事になって視野が広がりたく

さんのことを学ぶ事ができた」との話や、森良太さん（陸上）からは、「みんな

で支えあっていきましょう ！ 」と、心強い言葉をいただきました。そして、46 期

から新たな理事として、工藤弘明さん（ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ）、穴原康子さん（水泳）、須

山清さん（水泳）、根岸清和さん（理事会）の 4名が新たな都連盟の力として

加わりました。前期からの留任と合わせて、全 19名の理事で46期の東京都

連盟の活動が前進するよう、目標に向かって奮闘しましょう。（細野） 
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退任のあいさつをする宮久保さん（右）と森さん（左） 

激励のあいさつをする青沼さん 



【2015年新春地域交流団体戦】 

この大会は東京都内のテニスクラブに加盟の団体対抗戦

の交流会です。3 月 8 日（日）有明テニスの森公園テニスコー

トで小雨が降るとても寒いコンディションでしたが、1時間遅れ

で試合を始めました。 

男子ダブルス、女子ダブルス、各 1 チーム 4 名以上の団体戦として各８チームずつを

募集。申し込みは、男子ダブルス４チーム、女子ダブルス 2チームでしたので、リーグ戦の

総当りに変更し試合を行いました。 

男子は、1 位ＳＲＳ（北区）3 勝 0 敗、2 位サンスウィング（北区）2 勝 1 敗、3 位ロング

ショット（中野区）1 勝 2 敗、4 位 府中グリーンテニスクラブ 0勝 3 敗でした。女子は、1

位府中グリーンテニスクラブ 2勝 0敗、2位グレース（北区）0勝 2敗で 13時過ぎに試

合は終了しました。本戦後は混合ダブルスの交流試合等で一日を楽しまれておりまし

た。（中野区テニス協議会 市野沢 稔巳） 

【第 52回中高生卓球大会】 

3 月 26 日（木）、27 日（金）に東京武道館と駒沢体育館で中高生

卓球大会（団体戦・個人戦）が開催されました。高校生が延べ505人、

中学生が延べ 428人の参加でした。 

新日本スポーツ連盟が今年 50 周年を迎えます。スポーツ連盟とし

ては初期のころから取り組まれている事業です。公立中学の先生に

うかがうと、中体連の試合に出られない生徒がこの試合には出られ

るのでうれしいし、目標にしていますという声が聞かれました。 

通常はトーナメントの試合が多い中で、参加する生徒もリーグ後同

順位トーナメント方式に

慣れてきました。個人戦のフロアー運営にも今年は十分対応してスムーズな運営でし

た。そして年々レベルアップしています。 

今卓球界は試合球がセルロイドからプラスチックに変わろうとしています。新しい

プラスチックボールは、単価が高いうえに壊れやすいです。特に公立の学校では対応

に苦慮しています。なんでもトップダウンではなく、選手が主人公の精神が考慮され

ないのは残念です。（東京卓球協議会 小林章子） 



 

３月１４日（土）に京都で第２回若手懇談会が開催されました。８

都道府県で全１７名、東京都連盟関係者は卓球協から１名、ランニ

ングクラブから１名、全国と都連盟専従３名の計５名が参加しまし

た。１分間に１人１人全員と挨拶と握手をするユニークな自己紹介

から懇談会が始まりました。入門講座の「新日本スポーツ連盟と

は？」は、参加者でもある佐藤信樹さん（全国連盟副理事長）が、

紙芝居を使って分かりやすくスポーツ連盟の誕生から現在の活

動状況、そしてスポーツ権やスポーツ要求についてまで分かりや

すく解説。オリエンテーションでは、頭の体操や、参加者全体の意

思統一を試すフラフープを使っての実践、班ごとに分かれて「プラ

ス思考」、「マイナス思考」についての討論などを行い、次第に会

場全体が和んだ空気となっていきました。後半はグループディスカッションを行い、３班に

分かれ「スポーツ連盟は○○すれば、もっと広がる！！」を討論。各班の発表では、外に向け

ての発信の強化（HPや FaceBook等の活用）や内に向けての意識改革（加盟員向けア

ピール）、総合スポーツ団体としての強みを生かした行事、企画（運動会、スポーツ観戦ツ

アー）を行うことで、スポーツ連盟を知ってもらう機会を作り、人とのつながりを強化でき

るのではとの意見が出されました。その後のフリートークでは、「スポーツ連盟でやってみた

いこと」や「スポーツのひろばについて」を話題に参加者が思っている事を自由に発言しま

した。そのなかで、スポーツ連盟での大会結果を新聞（朝日新聞）に載せてもらっているとの取り組みや、スポーツのひろばで「ア

スリートが食べると良い料理」のレシピを連載してはどうかとの意見など色々なアイデアが出されました。物足りなさを感じるくら

い、あっという間に時間が過ぎましたが、参加者同士打ち解け、交流を深めることができました。外には魅力ある組織をアピール

し、内にはさらに魅力ある組織として研きをかけていくことが必要であるとの共通認識が生まれ、有意義な懇談会となりました。 

夜の部ではさらに懇親を深め、宿泊組のメンバーは午前３時頃まで語り明かしたとか・・・。 

この懇談会は今後も継続して行う予定です。「若手懇談会」の名称を変えてみては？との意見があり、当日配られたアンケート

に新名称案を参加者に書いてもらいました。（宮内泰明） 

＜若手懇談会の新名称案＞ （原文のまま掲載）  

○新日本スポーツ連盟未来若手部     ○Bud（芽）会           ○次世代スポーツ連盟懇談会        

  ○次世代の会                      ○NJSFプロジェクト会議  ○ルーキー懇談会 

○いきいき懇談会                   ○フレッシュ討論会       ○ヤングスポーツ連盟   

○若手ネットワークコミュニケーション    ○YONG FEDERETION FORUM (YFF)   

○Conference To the Next Stage (CTNS)  

○ヤング懇談会、U・・懇談会 ・・の中は年齢 

○ウィンター ミーティング（冬時期、勝利（ウィン）、ヤッター） 

○「どうする！？スポーツ連盟」会議 ←固いな。もっとやわらかい言い回しで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「スポーツのひろば」は、新日本スポーツ連盟の機関紙です。スポーツ連盟の活動、 

理念を多くの人に知ってほしい、またスポーツに役立つ情報を発信したいという想 

いのもとで発行しています。豊かなスポーツライフのお供に購読をお勧めします。 

 

 
年間購読料　２９００円（送料込３６００円）
お問合せ　TEL：03-3981-1345　東京都連盟まで

スポーツのひろばを是非購読ください！！



東京都連盟スポーツカレンダー 2015 年 5 月～2015 年 6 月 
 卓球                    

・東京リーグ前期 男子５部 

 5/2（土）墨田総合体育館 

・第２回多摩シングルスＰリーグ 

 5/2（土）柴崎体育館 第 1 

・東京リーグ前期 女子１・３部 

 5/6（祝水）小豆沢体育館 

・東京リーグ前期 女子 5部 

 5/8（金）東京体育館メイン・サブ 

・東京リーグ前期 男子 4部 

 5/16（土）中野体育館 

・東京リーグ前期 男子１～３部 

 5/17（日）上板橋体育館 

・関東オープンレディース３ダブルス 

 5/20（水）東京体育館メイン・サブ 

・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 

・東京リーグ前期女子２・４部 

 6/6（土）町田総合体育館 

・東京リーグ前期女子７部 

 6/10（水）東京体育館メイン・サブ 

・東京リーグ前期女子６部 

 6/11（木）東京体育館メイン・サブ 

・第１９回ラージボール大会 

 6/16（火）東京武道館 

・第１７回綾瀬オープンレディーストリオ団体戦 

 6/22（月）東京武道館 

・前期 P リーグ男女シングルス 

 6/23（火）東京体育館メイン・サブ 

■中野区   

・第 29回中野オープン大会一般年代別Ｓ 

 5/3（日）中野体育館 

■杉並区   

・３ダブルス団体戦 

 5/31（日）上井草スポーツセンター 

■北区   

・第 40回春季３ダブルス 

 6/21（日）十条台小学校体育館 

■練馬区   

・第３９回年齢別夏季卓球大会MIXダブルス 

 6/14（日）中村南スポーツ交流センター 

 ランニング               

・月例多摩川ロードレース 

５/１０（日）、6/14（日）国立市泳河川敷グラウンド横 

・月例赤羽マラソン 

 5/24（日）、6/28（日）荒川河川敷 

 テニス                   

■北区   

・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 

■中野区   

・もえぎテニス大会 

 5/17（日）哲学堂庭球場 

■板橋区   

・第 52 回板橋スポーツ祭典壮年女子ダブルス 

 6/13（土）新河岸川庭球場 

 バドミントン               

・第７５回クラブ対抗リーグ戦 

 6/6（土）大森スポーツセンター 

■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 

■板橋区   

・第 52回板橋スポーツ祭典シングルス・ダブルス 

 6/6（土）上板橋体育館 

■荒川区   

・第３回荒川春季団体戦 

 6/27（土）荒川総合スポーツセンター 

 バレーボール             

■北区   

・第 40回北区春季シニアバレーボール大会 

 5/10（日）桐ヶ丘体育館 

■板橋区   

・第 52回板橋スポーツ祭典 MIXバレーボールオープンリーグ  

 5/10小豆沢体育館 

・第 52 回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 

6/7(日)赤塚体育館 

 水泳                    

・第２３回東京辰巳水泳大会 

 6/7（日）東京辰巳国際水泳場 

■練馬区   

・第 47回練馬スポーツ祭典水泳記録会 

 5/10（日）光が丘体育館プール 

■中野区   

・中野スポーツ祭典第２３回水泳記録大会 

 6/7（日）鷺宮体育館プール 

 ウォーキング             

・巨樹に癒される奥多摩森林セラピー 

 5/10（日）JR青梅線奥多摩駅集合 

・オーストラリアへ行こう 足立区のベルモント公園 

 5/16（土）東部ｽｶｲﾂﾘｰﾗｲﾝ竹ノ塚駅集合 

・見沼東緑を歩く 

 6/13（土）JR南浦和駅集合 

 スキー                   

・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 

 5/23（土）～24（日）かぐらスキー場 

 剣道                    

・第１２回春季ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃﾊﾞﾙ 剣道大会 

 5/24（日）東京武道館第二武道場 

 空手                    

・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 

 

 

春になり暖かく桜の便りが

各地より届き、散歩にも良い

季節となりました。先日、競歩

大会が開催されました。競歩

は、早く歩く競技ですが、駆け

るに駆けられぬその厄介な制

約に耐え見事、世界新記録が

生まれました。夢を胸にかざし

て一歩ずつと人生のような競

技である。皆さんで応援しまし

ょう（佐藤正美） 

～ 編集後記 ～ 




