
 沿道からの声援・ハイタッチも多かった！！ 第 20 回東京反核平和マラソン 

7 月 11 日（土）に第 20 回東京反核平和マラソ

ンが開催されました。今年は、福島～東京、東京～

広島・長崎1800km反核平和マラソンが7月下旬

に開催されたため、日程を例年より繰り上げ、また

ゴールも代々木公園から宮下公園に変更しての

開催となりました。好天の中、東（夢の島）、西（杉

並区役所）、南（大田区役所）、北（北区役所）の４

つのスタート地点から「核兵器廃絶」と「スポーツ

は平和とともに」を訴えてランナー61 名がゴールの宮下公園まで走りました。今夏の東京反核平和マラソンは、国会で安全保障

法案（戦争法案）が審議されているためか、声援もいつにも増して多く、道行く人やバス待ちの人からの「ハイタッチ」でランナー

にエールを送る場面も多かったと

の報告がありました。ゴールの宮

下公園では、閉会式として「反核

平和スポーツマンの集い」を開催

しました。初めて参加したランナ

ーに感想を聞くコーナーでは、直

接、道行く人に反核平和を語り

かけ、アピールすることができてとても良かったとの話がありました。最後に東

京水泳協の佐藤正男さんがリードして平和の歌声を会場いっぱいに響かせて閉会となりました。 

反核平和そして基地のない平和な社会を！！ 反核平和ウォーキング   

7 月 19 日（日）に東京反核平和ウォーキングが開催されました。コース

は拝島駅から玉川上水脇を通って国道 7号～16号に入り横

田基地の第 5 ゲート前に。少し住宅街を歩いたあと、ゴー

ルのフレンドシップパークに向かいました。２５名が参加し

『スポーツは平和とともに』『核兵器廃絶』『基地のない平

和な社会を』を訴えて歩きました。トランペットのファンファ

ーレで、開会式は華々しく行われ、道程ではアコーディオ

ンの演奏で平和の歌声を響かせ、また参加者がそれぞれマイクを握り、平和への思いや国会審議中の「戦争法

案」への憤りなどを車や道行く人たちにアピールしました。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」が中心となって集会を毎月第 3 日曜日に開いており、ウォーキング後に集会に参加し、平和への思いをアピールする

とともに、「折り鶴」をアコーディオンの伴奏で会場の参加者全員で合唱しました。 
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例年以上に沿道からの声援！！反核平和への思いをこめて 

～第２０回東京反核平和マラソン・反核平和ウォーキング～ 

 



 

 

 

今年は全国連盟 50 周年記念事業の一環で、東

京～広島・長崎 1500ｋｍ反核平和マラソンが、福島

～長崎までの 1800km 反核平和マラソンとして 7 月

24 日から 8 月 9 日にかけて開催されました。7 月 24

日 14 時 46 分に福島県浪江町の立ち入り禁止ゲー

ト前を出発して福島県庁へ走るプレランを実施。翌

25 日から壮大な 1800ｋｍマラソンがはじまりました。

長崎までの通しランナーは大阪泉北RC所属の園生

一行さん。東京から長崎までは韓国体育市民連帯

からキムドクチンさんが通しランナーとして加わり、

長崎まで多くのランナー、そして地域ごとのサポータ

ーとともに、「核兵器のない世界」、「スポーツは平和とともに」を訴え、連日の猛暑の中走りぬきました。 

東京都連盟は7月26日に足立区役所と小村井で定点給水を実施。翌日からは関東ブロックの一員として横浜まで給水サポ

ート。また事務局スタッフとして東京～豊橋までを細野事務局次長、藤枝～明石までを宮内事務局長が同行し、ランナーのサポ

ート、また「1800ｋｍ反核平和マラソンのフェイスブック」でタイムリーにランナーの様子を常時、発信し、ネット上でもアピールを行

いました。 

8 月 5 日～6 日にかけては「反核

平和のつどい in 広島」が開催され、

広島～長崎を走るフランス FSGT

から 5 名、ES スタン（陸上競技クラ

ブ）から 25 名、韓国体育市民連帯

から 3 名を迎えました。特に ES スタ

ンのメンバーの多くは高校生から

大学生。非常にエネルギッシュなパ

ワーと若さに多くの日本の参加者

は、圧倒されました。交流の夕べは 100 名を超える参加者で盛大に行われ、日仏韓の国際交流の場となり有意義な集いとなり

ました。8 月 6 日、8 時 15 分の黙とうの後、ランナーは広島を出発、8 日に 19 時過ぎに無事長崎へ到着しました。 

1800km反核平和マラソンの詳細はこちらから      公式フェイスブック https://www.facebook.com/2015peacerun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島～東京～広島～長崎 1800ｋｍ反核平和マラソンが無事終了 

 

番外編！！若さみなぎるフランス・ES スタンの 25 名が東京の事務所に来所 

8月 14日（金）に広島～長崎まで反核平和を訴えて走った ESスタンの皆さんが来所し歓迎懇親会を開催しました。

全国連盟永井会長の挨拶、代表団エルベさん挨拶、伊藤顧問の乾杯とはじめこそ静か？に会は進んでいきましたが、

時間がたつにつれ、若さとラテンの血が全開に！！歌と楽しい踊りで非常に楽しい交流の場となりました。二次会

は先方の希望でカラオケに。そこでもマラソンの疲れや旅の疲れも何のその。全員が歌って踊って大はしゃぎ♪ 

あっという間の 2時間でした。 

100 名を超える参加者での交流の夕べ 

7 月 27 日、第五福竜丸展示場前の出発式にて 

エルベさんの挨拶 ゆかたのプレゼント！！ 楽しい踊りを披露♪ 

https://www.facebook.com/2015peacerun�


 

 

 

 

11 月 23 日（月祝）に第 5 回ゆりかもめリレーマラソンが開催されます。

このゆりかもめリレーマラソンは、東京反核平和マラソンと並び、東京都

連盟が主催・主管する行事です。普段はそれぞれの地域や種目で活躍さ

れている皆さんに協力していただき、ランナーのみならず、多くのスポーツ

愛好家が「参加して良かった！！」と思える大会づくり

を行っています。今年も各組織の皆さんととも

にリレーマラソンを成功させたいと東京都連

盟は考えております。 

 8 月上旬より各所へチラシの配布、告知を

開始しており、ただいま参加者絶賛大募集

中！！です。ランニング仲間はもちろん、職場や

学校、スポーツクラブでの仲間、ご一家や親戚

同士等々、大人から子供までみんなで楽しく 1 周

約 1.3km のコースで４２．１９５ｋｍを仲間とタスキでつないでみませんか？会

場はゆりかもめ「有明駅」徒歩 1 分のというアクセス抜群の東京臨海広

域防災公園です。

大会終了後には

隣接するバーベキ

ュー場で打上げも

できたり、防災体験学習施設のある「そなエリア」で防災に対する知識を

深めることもできます。スポーツの秋がはじまります！！たくさんの方のご参

加お待ちしております！！定員は 150 チームです。お申込みはお早目に。申

込み締め切りは 10 月 31 日（土）です。また当日、走路誘導や周回確認等

のお仕事をしていただくボランティアも同時募集中です！！ 

リレーマラソンについては、東京都連盟事務局（TEL 03－3981－1345）までお気軽にお問合せ下さい。 

 

 

初参加者が 10 名！！海の楽しみ方を多くの人に！！ ～第４４回東京海の教室～ 

夏のイベント「海の水泳教室」に参加して、５キロ遠泳を楽しんできました。７月３１日から８月２日まで館山

市北条海岸で行われたこの教室、私にとっては５回目の参加。今回は、 

参加者３０人のうち１０人が初参加者という珍しい陣容。指導員も１０人 

のうち４人が新人指導員という、若返り？の指導体制かと思われました。 

ベテランのふんどし軍団も健在で、初めて参加した女性は、「ネットで見 

たので男子は全員ふんどしなのかと思いました」という感想を述べていま 

した。遠泳本番の８月２日の天候はやや曇り空。沖ノ島からの５キロ遠泳と 

沖ノ島から鷹ノ島までの３キロ遠泳のふた班に分かれて泳ぎ始め、それぞれ３時間１分と１時間５８分のタイム

で、遠泳を泳ぎきりました。 

 来年は、もう一回り輪を広げ、海ならではの感動をみなさんにお伝えしたいですね（萩原純一） 

種目や地域連盟の力で成功させよう！！ 

第 5 回ゆりかもめリレーマラソン 



 

東京都連盟スポーツカレンダー   2015年 10月～11月 
 卓球                    

・第 20回ラージボール大会 

 10/9（金）東京武道館 

・多摩レディース３ダブルス大会 

 10/21（水）柴崎体育館 

・プログレスリーグ（ダブルス） 

 10/17（土）東京武道館 

・プログレスリーグ（シングルス個人戦） 

 10/29（木）東京体育館 

・第 30回ハローレディース 

 11/30（月）東京体育館 

■北区   

・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   

・板橋シングルス大会 

 10/16（金）小豆沢体育館 

■中野区   

・第 53回中野スポーツ祭典団体戦 

 10/4（日）中野体育館 

■練馬区   

・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               

・第 52回東京スポーツ祭典陸上競技大会 

10/3（土）駒沢オリンピック公園陸上競技場 

・月例多摩川ロードレース 

10/11（日）国立市営河川敷グラウンド横 

・月例赤羽マラソン 

 10/25（日）荒川河川敷 

・第 5回ゆりかもめリレーマラソン 

 11/23（月祝）東京臨海広域防災公園 

 サッカー                 

■北区   

・第 53回北区スポーツ祭典サッカー大会 

 10/4（日）18（日）25（日）荒川サッカー場 

 テニス                   

・東京祭典テニス大会 

 10/18（日）有明テニスの森公園 

・多摩秋季オープンテニス大会（ダブルス） 

 11/1（日）小金井公園 

■練馬区   

・秋のテニス教室 

 10/25（日）11/1（日）8日（日）夏の雲庭球場 

■北区   

・第５３回北区スポーツ祭典女子団体戦 

 10/4（日）新河岸 

・北区選手権 ミックスダブルス 

 10/4（日）桐ヶ丘体育館コート 

■板橋区   

・第 52回板橋スポーツ祭典壮年ダブルス 

 10/17（土）新河岸川庭球場 

 男女団体戦 

 10/31（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 10回バドミントン教室 

 11/29（日）中村南スポーツセンター 

■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 

■荒川区   

・第４回荒川祭典ダブルス大会 

 10/24（土）荒川総合スポーツセンター 

■新宿区   

・第３１回新宿スポーツ祭典男女シングルス 

 10/10(土)新宿スポーツセンター 

 野球                    

■練馬区   

・第４７回練馬スポーツ祭典１ＤＡＹ大会 

 11/29（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 

 10/4（日）18（日）25（日）戸田野球場 

 バレーボール             

■北区   

・第 53回北区スポーツ祭典ミックス大会 

 1部予選 10/18（日）十条台小・西浮間小 

決勝 12/26（土）桐ヶ丘体育館 

2部予選 11/15（日）堀船小・西浮間小 

決勝 12/27（日）桐ヶ丘体育館 

3部予選 11/1（日）堀船小校・西浮間小 

決勝 12/27（日）桐ヶ丘体育館 

4部予選 調整中 

決勝 12/26（土）桐ヶ丘体育館 

■板橋区   

・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 

 11/8（日）赤塚体育館 

 Mixバレーボールオープンリーグ 

 10/4（日）赤塚体育館 

 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 

・第３１回東京年齢別水泳大会 

 11/3（火祝）東京辰巳国際水泳場 

 バスケットボール  

■北区   

・第 53回北区祭典バスケットボール大会 

 11/3（祝）桐ヶ丘体育館 

 ウォーキング             

・長州藩士が残した江戸市中の足跡を辿る 

 10/10（土）東西線九段下駅 9：45集合 

・今はディズニーランドの漁師町を歩く 

 10/17（土）JR新浦安駅 9：45集合 

 スキー                 

・山スキーのつどい 

 11/13（金）18：30豊島区生活産業プラザ 

 剣道                 

・第 52回東京スポーツ祭典剣道大会 

 10/25（日）東京武道館第二武道場 

 

 

 

 

 

新国立競技場白紙撤回、その他の競技

会場は見直しが進んだものの、依然とし

て建設費の高騰問題という爆弾を抱え、

東京五輪エンブレムの疑惑、また今夏の

酷暑で開催時期についての異論も再燃

等々あげたらキリがないほどの課題山

積。そもそもが、臨海部救済、神宮外苑

再開発が目的、アスリートのスポーツは

二の次、国民のスポーツ振興など頭にな

かったから・・・では済まされない！！

（宮内） 

～ 編集後記 ～ 


