
２０１６年４月２２日に新日本スポーツ連盟東京都連盟は創立５０周年を迎えます。理事会では５０周年企画部会を立ち上げ、５０周

年記念事業をどのように行っていくか意見を出し合い、東京都連盟に関わる皆さんが楽しめるような内容を検討中です。今号

では、今までに決定した内容を皆さんにお知らせ致します。 

１、２０１６年４月～２０１７年３月までを東京都連盟５０周年記念期間とします 

   ２、５０周年記念期間中に使用するスローガン、ロゴを公募します 

３、５０周年記念レセプションを２０１７年３月１８日（土）に開催します 

 その他、期間中に５０周年記念を掲げた冠大会を各種目組織で開催したり、毎年開催している「ゆりかもめリレーマラソン」を 

５０周年記念大会として例年以上に盛り上げる企画、東京都連盟に関係する若手を集めた懇談、懇親会の実施のほか、記念

グッズや SNS 等を駆使して世間に広くアピールし、５０周年期間を盛り上げ、さらにその先の時代へ大きく飛躍していくきっか

けとなるよう計画を進めてきたいと考えています。 
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１０月号 

 

５０周記念のスローガンおよびロゴの大募集！！ 

１、50周年を盛り上げ、さらに東京都連盟が発展し今後の羅針盤となるようなスローガンとロゴを募集！ 

２、募集期間   2015年 12月 7日（月）必着 

３、採用と扱い スローガンおよびロゴに採用となった作品の制作者にそれぞれ 1万円を贈呈します。 

             スローガン・ロゴの権利等は新日本スポーツ連盟東京都連盟に属します 

４、申込み方法 メールまたは郵送、FAXで受付ます。書式は自由 

５、申し込み先 〒１７０－００１３ 東京都豊島区東池袋２－３９－２ 大住ビル４０１ 

             新日本スポーツ連盟東京都連盟 50周年企画部会 

 FAX ０３－３９８１－８３１５    （TEL０３－３９８１－１３４５ 平日 10時～18時） 

 Email njsf@tokyo.email.ne.jp 

  ご不明な点等ありましたらお気軽にお問合せ下さい。 

 

～東京都連盟創立 50周年に向けて～ 

2016年 4月から 50周年記念期間がはじまります！！ 

 



 

 

 

 

9 月 7 日（火）、大塚のラパスホールにて第 5 回提言

討論会「戦争とスポーツを考える」をテーマに開催され

ました。約 60名が参加し、スポーツが戦前にどのように

利用されたかの歴史から、今国会で審議し世論も注目

している安保法制についてにも議論が及ぶなど、内容

ある、タイムリーな討論会となりました。 

講演１の武蔵野美術大学教授で新日本スポーツ連

盟スポーツ科学研究所事務局長の青沼裕之氏は「戦

時期にスポーツは国家にどう扱われたか」と題し、1940

年東京オリンピック招致の歴史から軍事のための国民体力の一元管理の過程、最終的には戦時国策によってスポーツは消

滅した歴史を述ました。戦時下にあっては、国民スポーツは花開かず、平和で自由な社会においてでしか、スポーツは存続で

きず、スポーツ権の実現もありえないとし、スポーツは人間的自由によって花

開くと締めくくりました。 

講演２では、弁護士で元東京都知事候補者の宇都宮健児氏が、「戦争法

案を考える」と題し講演しました。オリンピック精神は人間の尊厳と人権の尊

重、平和な世界の確立をうたっており、戦争への緊張を高める戦争法案を批

判し、生命、生存の危機をもたらす戦争は重大な人権侵害であると述べまし

た。憲法違反は明らかで、米国追従のこの法案は廃案にするべきであると述

べ、これからの 2週間の国民運動は非常に重要であると語りました。 

フロア発言では、参議院議員の田村智子氏が、新国立競技場は白紙撤回されたが、整備計画の変更はなく、結局巨大建造

物を作ってしまうことを指摘。国会でも追及すると述べました。また戦争法案審議の様子も報告しました。 

横田基地撤去を求める西多摩の会の高橋美枝子氏からは、オスプレイの危険性についての報告がありました。 

また都議会からは吉田信夫氏が東京都の動きを報告。最後にオリンピックパラ都民の会事務局長の萩原純一氏が「オリン

ピック・パラリンピックを開催する国の国民として、戦争法案を断固拒否する」との声明を読み上げ閉会となりました。 

 

 

 

 

オリンピック・パラリンピックを考える都民の会が指摘してきた過大な施設計画は、カ

ヌー競技場、バドミントン・バスケット会場や馬術競技場、セーリング会場等見直しや中

止が行われ一定の成果を得ることができました。しかし、莫大な税金を投入することに

なる海の森水上競技場や有明テニスの森、選手村など、まだまだ課題は残されていま

す。今回、見直しとなった施設やまだ見直しが必要と思われる施設をめぐり問題点を考

えてみたいと思います。どなたでも参加できます。是非お申込み下さい！！ 

開催日   10月 18日（日） 
集合場所 JR千駄ヶ谷駅前 9時   解散 １６時頃（新橋駅） 

参加費   3,000円（弁当代別途８００円） 

＜お申込み・問い合わせは東京都連盟まで＞ 

TEL:０３－３９８１－１３４５（平日10時～18時） Email:njsf@tokyo.email.ne.jp 

戦時期のスポーツについて話す青沼裕之氏 



 

 

 

 

 

 

東京スポーツ祭典の各種大会が、めじろ押しのなかで、７つの地域組織のスポーツ祭典が熱く展開されています。全国大会の

予選大会として開催される大会もあれば、地域の交流種目としての大会まで、幅広く地域のスポーツ愛好者が参加できる大会

が行われています。これから１２月の中旬まで、繰り広げられます。 

開催種目数の多い地域祭典は、なんといっても「第５２回北区スポーツ祭典」です。全部で２２種目の競技大会と２つの初心者

教室と１つの交流種目（ハイキング）。なかでも、夏に行われる「初心者水泳教

室」と秋口から開催される「太極拳

教室」は、大変ユニークで地域祭典

ならではの企画となっています。１２

月に行われる「初心者のためのテ

ニス大会」は普段はあまりテニスに

かかわっていない隠れテニス愛好

者たちが参加する大会として年々

規模を広げています。 

板橋スポーツ祭典と中野スポーツ祭典もその歴史は古く、今年で５２回を数えています。板橋祭典は６種目の競技大会と「カポ

エイラ体験教室」が行われています。カポエイラがちびっこに好評で継続した運動になっています。中野祭典は、卓球大会が４００

名を超える大会に発展し、テニス大会やバドミントン大会が区民に定着して継続しています。 

練馬区連盟では水泳記録会、テニス大会、バドミントン大会、野球大会、

卓球大会の５種目の大

会と「着衣泳教室」が開

催され、今年で 47回目

を迎えました。中でも練

馬区連盟が 14 年前か

ら取り組みを行っている

着衣泳教室は中々体

験することができない貴重な場として毎年好評です。今年は 5 月 10 日に練

馬区立光が丘体育館温水プールで開催されました。 

杉並スポーツ祭典は、卓球大会、バレーボール大会、バドミントン大会、バスケットボール大会の４種目の開催ですが、バスケットボ

ール大会は、スポーツ連盟では希少な大会のひとつ。関東では中心的な存在で、今、全国にバスケットボールを広げる運動にか

かわった中心的な役割を担っています。 

新星荒川区連盟が主催する「荒川スポーツ祭典」は、今年で４回目です。切り札は「バドミントン大会」です。スポーツ施設が少

ない荒川区の中で、施設が確保できれば「フットサル大会」も開催を予定しています。昨年からは、バドミントン大会とフットサル大

会に荒川区教育委員会の名義後援を受けることができ、運動に弾みがついて、今後の活動に期待が集まります。 

老舗の新宿スポーツ祭典は、今は、「バドミントン大会」と「卓球大会」に限定した地域祭典となっており、愛好者の期待に応え

ています。 

地域のスポーツ祭典が、継続した運動を繰り広げる中で、行政からの講演名義や助成金、施設の優先予約の拡大などが少し

づつ進んで今日に至っています。東京都連盟は、地域組織づくりも視野に入れて、知己のスポーツ祭典を応援しています。 

 

 

初心者にも好評の太極拳教室 

大の字になって背浮きの状態で救助を待つ（着衣泳教室） 

祭典の最後を飾る北区ナーレ 

ペットボトルを抱えると浮きやすい（着衣泳教室） 



 

東京都連盟スポーツカレンダー   2015年 11月～12月 
 卓球                    

・多摩 ABC＝XYZ団体戦 

 11/7（土）立川市・泉市民体育館 

・多摩年令別ミックス＆女子ダブルス 

 11/28（土）エスフォルタアリーナ八王子 

・第 30回ハローレディース 

 11/30（月）東京体育館 

■北区   

・北区スポーツ祭典ペアマッチ卓球大会 

 11/9（月）滝野川体育館 

■板橋区   

・板橋オープン卓球団体戦 

 12/5（土）板橋区立上板橋体育館 

■中野区   

・第 53回中野スポーツ祭典個人戦 

 11/21（土）中野体育館 

■杉並区   

・第 1回杉並方式トリオマッチ卓球大会 

 11/22（日）大宮前体育館 

・メリークリスマス卓球大会 

 12/23（日）上井草スポーツセンター 

 ランニング               

・月例多摩川ロードレース 

11/8（日）国立市営河川敷グラウンド横 

・月例赤羽マラソン 

 11/22（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 

・検見川クロスカントリー大会 

 12/20（日）東京大学検見川総合運動場 

 テニス                   

・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   

・ウィークデイマッチ 

 12/3（木）12/10（木）夏の雲庭球場 

■北区   

・第５３回北区スポーツ祭典ミックスダブルス 

 11/22（日）桐ヶ丘体育館コート 

シングルス 

 12/13（日）桐ヶ丘体育館コート 

■板橋区   

・板橋スポーツ祭典秋季レディース大会 

 11/6（金）新河岸川庭球場 

 壮年女子ダブルス大会 

 11/28（土）新河岸川庭球場 

 バドミントン               

■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   

・板橋スポーツ祭典高校生オープン大会 

 12/22（火）24（木）上板橋体育館 

■荒川区   

・第４回荒川高校生オープン大会 

 12/26（土）荒川総合スポーツセンター 

■北区   

・北区スポーツ祭典バドミントン大会 

 12/23(祝) 桐ヶ丘体育館 

 サッカー                 

■北区   

・第 53回北区スポーツ祭典サッカー大会 

 11/8（日）15（日）19（日）荒川サッカー場 

 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 

 11/8（日）15（日）29（日）戸田野球場 

■北区   

・第５3回北区スポーツ祭典野球大会 

 11/15（日）荒川野球場 

 ソフトボール              

・第 52回東京スポーツ祭典剣道大会 

 11/1（日）駒沢総合公園軟式野球場 

 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・西浮間小 

決勝 12/27（日）桐ヶ丘体育館 

4部予選 11/1日（日）教育未来館 

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 

 水泳                    

・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 

・中長距離水泳大会 

 12/20（日）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 

 予選 11/3（火祝）桐ヶ丘体育館 

 決勝 12/7（日）十条台小体育館 

 ウォーキング              

・五日市鉄道廃線跡 

11/15（日）JR拝島駅北口 ９時 45分集合 

 スキー                   

・第 23回クラブ交流平和駅伝 

 11/1（金）都立狭山自然公園 

・山スキーのつどい 

 11/13（金）18：30豊島区生活産業プラザ 

・テクニカルフェスタ／指導員研修会 

 12/18～20（金～日）志賀高原 

 

 

 

 

 
暑かった夏が過ぎ去り、時は秋へと。マ

ラソンシーズン到来となり、各地方にも

マラソン大会が花盛りです。ランニング

ブームが少し陰りが出たように思うが、

月例マラソンを見ると、速く走ることも

大事ですが、仲間・友人と話しながらゆ

っくりと走るのも人生を豊かにするので

は……？（佐藤正美） 

～ 編集後記 ～ 


