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3 月 22 日に大田スタジアムでの野球大会から始まった「第１２回東京スポーツフェステバル（東京都後援）」は、６
月７日に行われた東京辰巳水泳大会で全行程が終了しました。１０種目の競技が行われ約 2,000 人が参加しました。
今号ではフェステバル最終種目の空手大会と水泳大会の 2 大会の様子をお伝えします。

若さ漲る攻防！！

強い！！尚影塾

初出場の慶應大学は善戦

第 12 回東京春季スポーツフェステバル空手競技大会が 5 月 31
日（日）東京武道館第二武道場で、12
団体参加のもと開催された。
運動会と重なり、少年の部の参加者が
少なかったのが残念。しかし競技内容は
手技の他に、ウラまわし蹴り等の多彩な
技が見られ、技術水準の高さを垣間見た。

各団体、競技前のウォーミングアップ

注目の一般団体組手の部は、常勝の尚影塾チームに初参加の慶應大学 B チームに決勝戦とな
り、互いに若さ漲るキビキビした攻防で、観客を釘づけにしたが、終わってみると、3－0
で尚影塾チームの圧勝。いつまで続くのかという思いと、早く常勝にストップをかけるチームが現れないかと次回に
期待を持たせる大会でした。第 52 回東京スポーツ祭典空手競技大会は 9 月 23 日（水祝）に東京武道館第二武道場で
開催します。子どもから大人までどなたでも参加できる大会です。空手愛好家の皆さん、奮ってご参加ください。
（五井野良雄）

自己ベストをめざして！！ 定員越えの東京辰巳水泳大会
6 月 7 日（日）に東京辰巳国際水泳場で第２
３回東京辰巳水泳大会が開催されました。今大
会は申込期間中に５００人の定員をオーバー
し、小学生から 80 代までの多くの水泳愛好家
が集まり、
各々自己
ベストを
目指した
り、日頃の
練習の成果を披露しました。参加者のレベルも年々上昇し 98 の大会新記録が生ま
れました。東京辰巳水泳大会は長水路大会ということもあり 1500ｍの種目も人気
1500ｍの折り返し監察員の打ち合わせ

です。男子は 30 分以内、女子は 35 分以内の参加資格がありますが、10 代から 60

歳代の参加者は全員失格することなく泳ぎ切りました。今大会でもっとも速かったのは 30 歳代区分の男性で、大会新
記録の 16 分 56 秒 10 でした。最終種目のリレーは、各チームの応援も最高潮に達し、非常に盛り上がって閉会となり
ました。
（宮内泰明）

組織拡大交流会議が開催されました！！
6 月 6 日、7 日豊島区生活産業プラザ
で全国連盟主催の組織拡大交流会議が
開かれました。創立 50 周年を「運動と
組織の前身で迎えよう」と全国の種目・
地域組織から 19 人、全国理事 29 人が参
加しました。報告は①兵庫県連盟の取り
組み②若手懇談会報告③全国ウォーキ
ング協議会の組織拡大④東京板橋のミ
ックスバレー協議会結成⑤愛知テニス
協議会報告⑥水泳のニーズに応えた活
動⑦フット・ア・セットの概要⑧バスケ
ットボールの組織化でした。2 日目には分科会方式で組織拡大について議論しました。
参加者の感想では、1）各組織の現状を分析する、2）次の世代をどう取り込むか工
夫する、3）参加者が成長できる大会運営、4）インターネット（SNS）などの活用
がありました。
日常的にこの課題に向き合っていくことが大切だと思います。そのためにはス
ポーツ愛好者のニーズを受け止める努力が欠かせません（東京都連盟

小林章子）

2 日目の分科会の様子

若手の発表から

～若手懇談会の報告・水泳のニーズに応えた活動を～

6 月 6 日の各組織からの発表では、スポーツ
連盟の若手である、大阪府連盟の関戸弘充さん
が「若手懇談会

成功裏に終えた若手の企画と

その中身」
、東京都連盟の宮内泰明さんが「水泳
ニーズに応えた活動で組織拡大を」と題し報告を
行いました。
関戸さんは、懇談会の導入部に行った「枠にと
らわれない発想を」との思いから行った頭の体操を
今会議でも紹介し、短い時間でのオリエンテー
ションで、打ち解けた状態をつくり懇談会を実施したと報告。日々の活動の中で、スポーツ連盟のファンにな
ってもらうことが大切であると述べました。関戸さんの報告からは若い力を終結させてより大きな組織を目指
していくという意気込みが感じられました。懇談会の第 2 回目以降、ライン等の SNS でメンバーがつながり、
各組織での情報共有も行っているとの報告もありました。
宮内さんは、現在の水泳を取り巻く現状を分析。大会参加者が増えていることや、日々トレーニングして記
録更新を目指すスイマーが多いことに着目し、競技志向の愛好家をいかに取り込んでいくかが、水泳協拡大の
カギであると報告しました。スポーツ連盟伝統の「ドル平泳法」普及で、
「かなずち」をなくす運動や健康志向
の愛好家を大切にしていくことも必要であると述べました。今後の水泳協議会の活動展開に期待したいと思い
ます。組織の成長、拡大には世代交代も重要なカギとなります。若い二人の発表から次世代への明るい希望が
見える会議でもありました。

反核アピールランの祭典！
反核平和マラソン・ウォーキングいよいよ始まる！
≪ 第 20 回東京反核平和マラソン

2015.7.11 ≫

7 月 11 日（土）に、いよいよ東京反核平和マラソンが行われます。「核兵器廃絶」
「スポーツは平和とともに」を２大スローガンに、夢の島公園、北区役所、杉並区役所、
大田区役所からランナーが出発し、今年は渋谷駅からすぐの宮下公園までアピールラン
を行います。1 区間（５ｋｍ程度）だけでもみんなで一緒にアピールをしませんか。お
申込みをされていなくても当日参加もできますので、お時間のある方は是非ご参加おま
ちしています！

≪ 反核平和ウォーキング

2015.7.19 ≫
東京反核平和マラソンの翌週 7 月 19 日（土）は、横田基地
周辺を歩いて、「核兵器廃絶」「スポーツは平和とともに」そ
して、「基地のない安心して暮らせる社会」を、ウォーキング
をしながらアピールします。コースは、青
梅拝島駅から横田基地をまわり、フレンド
シップパークまで約６ｋｍ。道中は、アコ
ーディオンの軽快な演奏にのせ、愉快に楽
しく歌いながらアピールします。ゴール地
点の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
会が行う集会にも参加できます。こちらも当日参加はできますの
で、お時間のある方は是非ご参加おまちしています！

【第 5 回ゆりかもめリレーマラソン・2015.11.23】
来る、11 月 23 日（祝月）は毎年恒例となってきた、ゆ
りかもめリレーマラソンを今年も開催致します。1 チーム
４～１０人以内で構成されたチームが、タスキを繋いで
42.195ｋｍ（フルマラソンと同じ距離）を完走する競技で
す。1 人最低 1 周走れば、同じ人が休憩をはさみながら何
度走ってもＯＫ！家族、同僚、友達、スポーツ仲間と気持
ちを一つに、フルマラソンを走りきろう！

各種お問い合わせは：東京都連盟事務局へ＞＞＞ ＴＥＬ：03-3981-1345 又は Email：njsf@tokyo.email.ne.jp まで

東京都連盟スポーツカレンダー 2015 年 8 月～2015 年 10 月
卓球
・全国大会予選会女子一般年代別団体戦
8/1（土）戸田スポーツセンター
・全国大会予選会男子一般年代別シングルス
8/2（日）戸田スポーツセンター
・第 18 回関東オープン中高生大会
8/5（水）、6（木）東京武道館
・ＭＩＸ団体戦
8/16（日）稲城市総合体育館
・多摩ペアマッチ大会
8/29（土）柴崎体育館第１
・第 30 回ハローレディースハッピーカルテット
9/3（木）東京体育館
・全国大会予選会男子年代別団体戦
9/23（祝水）大森スポーツセンター
・第 4 回町田オープンペアマッチ
9/26（土）町田総合体育館
・多摩レディース３ダブルス
10/21（水）柴崎体育館第 1

・月例赤羽マラソン

・第５３回北区スポーツ祭典

9/27、10/25（日）荒川河川敷

シニアミックス大会

テニス

決勝 8/23（日）桐ヶ丘体育館

・2015 オータムオープンテニス大会
9/27（日）有明テニスの森公園
・東京祭典テニス大会
10/18（日）有明テニスの森公園

オープン大会男女別
予選 8/23（日）滝野川体育館
■板橋区
・第５２回板橋スポーツ祭典

■練馬区

レディースバレーボールオープンリーグ

・第４７回練馬スポーツ祭典テニス大会

8/23（日）赤塚体育館

8/2（日）土支田庭球場
・第 2７回クラブ対抗団体戦
8/22（土）23（日）30（日）土支田庭球場
■北区
・北区選手権団体戦（男・女・ミックス）
8/16（木）桐ヶ丘体育館コート
・北区民体育祭 一般男子ダブルス
8/30（日）桐ヶ丘体育館コート
■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
8/2（日）小豆沢体育館

水泳
・第 6 回オールエイジ水泳大会
10/4（日）東京辰巳国際水泳場

ウォーキング
・２ｋ540＆ちゃばら アキオカへ行こう
8/1（土）JR 御徒町駅南口 9：45 集合
・１４０回例会 招福ご利益コース＆総会
8/8（土）西武池袋線椎名町 9：45 集合

野球

■北区

壮年男子ダブルス大会

・第５３回北区スポーツ祭典ダブルス大会

8/8（土）新河岸川庭球場

■練馬区

女子ダブルス大会

・第４７回練馬スポーツ祭典１ＤＡＹ大会

8/9（日）滝野川体育館
・第 53 回北区スポーツ祭典シングルス大会
10/4（日）十条台小学校体育館
■板橋区
・ダブルス大会（男子・女子）
9/5（土）上板橋体育館
・板橋シングルス大会
10/16（金）小豆沢体育館
■中野区
・ハッピーカルテット大会
9/5（日）中野体育館
・第 53 回中野スポーツ祭典団体戦
10/4（日）中野体育館

8/22（土）新河岸川庭球場

バドミントン
・第５２回東京スポーツ祭典ダブルス大会
10/3（土）荒川スポーツセンター
■練馬区
・第４７回練馬スポーツ祭典バドミントン大会
8/23（日）30（日）光が丘体育館
・第 10 回秋季バトミントン大会
9/19（土）練馬区立総合体育館
■板橋区
・第５２回板橋スポーツ祭典男女Ｄ・混合
10/24（土）上板橋体育館

8/30（日）、9/6（日）北大泉野球場
■板橋区
・第５２回板橋スポーツ祭典軟式野球大会
8/23（日）30（日）戸田野球場

サッカー
■北区
・第 53 回北区スポーツ祭典サッカー大会
8/2（日）荒川サッカー場
8/9（日）赤羽スポーツの森運動場
8/30（日）北運動場

～ 編集後記 ～
わが国では、戦争によってスポーツが

■練馬区

■荒川区

歪められ、多くのスポーツマンが戦争で

・第 47 回練馬スポーツ祭典男女別団体戦

・第４回荒川祭典混合ダブルス大会

命を落としています。もう二度と武器を

9/12（土）光が丘体育館
・第 33 回年齢別ペアマッチ大会（Ｄ・Ｓ・Ｓ）
10/17（土）光が丘体育館

ランニング
・月例多摩川ロードレース
9/13、10/11（日）国立市営河川敷グラウンド横

8/23（日）荒川総合スポーツセンター・小体
■新宿区
・第３１回新宿スポーツ祭典男女シングルス

持って人を殺し殺されるという行為をし
てはなりません。
「スポーツは平和ととも
に」がとても大切ですね。憲法９条は、
私たちのかけがえのない宝です。安倍政

10/10(土)新宿スポーツセンター

権の「戦争できる国づくり」の野望を絶

バレーボール

対にやめさせたいと思いつつ国会前集会

■北区

に足を運んでいます。（萩原）

