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7 月３日（土）に第 21 回東
京反核平和マラソンが開催
されました。被ばく 71 年が経
過した今年、平和の大切さを
再認識し、二度と戦争をしな
い、広島、長崎の悲劇を繰り
返さないとい う思いをこ め
「核兵器廃絶」「世界平和」を
訴えました。
例年より早い開催日とな
りましたが、気温も 30 度を超
える中での東京反核平和マラソンとなりました。
東西南北の各コースから約 50 名のランナーが参
加し、沿道の方々へ平和の大切さをアピールしま
した。昨年 9 月には、多くの世論の反対と違憲の
疑いのある安保法が、強行採決されました。その
ような中で戦争に対する市民の意識も高く感じ
られ、道行く多くの方々から励ましの声援や手
を振っての応援をいただき、この運動に、多くの
市民の共感を得られていると手ごたえを感じま
した。ゴール地点の代々木公園では、サポーターが迎える中、各コース

代々木公園での反核平和のつどい（中央が辻陽子さん）

の参加者が無事笑顔でゴールしました。ランナーがゴールした後は、け
やき並木で「反核平和のつどい」を開催。各コースのランナーから反核
へ平和の思いや、コースを走っての感想などを話してもらい、最後にラ
ンナーであり、東京のうたごえメンバーでもある辻陽子さんのリードで、
会場いっぱいに、平和への想いをうたごえにのせて、閉会しました。
平和の大切さや核兵器の恐ろしさ、スポーツするには平和でなくて
は、できないことなどを広くアピールできたと確信し、第 21 回反核平
和マラソンを無事終了することができました。
今後も、人類の願いである核兵器廃絶そして世界平和にむけた

白紙のゼッケンにそれぞれのランナーが想いをこめて

「反核平和」の運動を継続して行い、来年の運動へとつなげていきたいと思います。今回の参加費の中から第五福竜丸平和協
会へ 1 万円の寄付を行いましたことも報告致します。

平和とスポーツを考えて歩く

～東京反核平和ウォーキング～

7 月 17 日日曜日、初めて反核平和ウォーキングに参加しました。都
連盟理事 6 人、ウォーキング 6 人、ランニング 2 人、一般参加 1 人の
15 人で青梅線の拝島駅から横田基地第 5 ゲート付近のフレンドシップ
パークまで 6Ｋｍを歩きました。萩原理事長のアコーディオンの演奏で歌
いながら、参加者の思いを訴えながら歩きました。その後フレンドシップ
パークで開催されている「横田基地反対
集会」に参加して「スポーツは平和ととも
に」をアピールしました。
鉄線に囲まれた横田基地を歩きなが

横田基地撤去を求める集会にて

ら不思議な感覚がありました。日本の中にある基地、あたりまえでいいのか？そして沖縄の現実は
どのようなのか想像しました。私たちは、いろいろなことをあきらめ、なれてしまってはいないだろ
うか？スポーツをする場所がないことにも受け入れてしまってはいないだろうか？平和とスポーツ
要求は切り離して考えてはいけないことだと実感しました。 （東京都連盟 小林章子）

暑かった!! ２０１６反核平和スポーツのつどい in 広島
たった一発の原爆の投下で、広島の街を破壊し、１０
万人以上の人々が一瞬にして犠牲になってしまった。
アメリカが、開発した原子爆弾の威力を確認するた
めに、広島と長崎の市井の人々に向けて実験を行っ
たことは、永遠に許されるはずがないが、７１年たった
今も、地球上には１５７００発も原子爆弾が存在すると
いうことを学習しただけでも、恐ろしさと憤りに震え
る。
原爆が投下されて、１．４秒で放射線があらゆる方
向に放射され、あらゆる生物の体内を貫通し、その後

各地の反核平和マラソンの様子を報告（反核平和マラソン交流のゆうべ）

１０秒間で２０００度の熱風が爆心から放出され、半径２ｋ
ｍ以内の人々は一瞬のうちに焼殺された。そして、真空
状態になった爆心に向かって爆風が吹き寄せ、町のあ
らゆる建物は壊滅状態になった。
「２０１６反核平和スポーツのつどい in 広島」は、８月５
日から７日、被団協の語り部、松田久美子さんの案内
による碑めぐり、反核平和マラソン交流の夕べ、広島城
公園の反核マラソン＆ウォーキング、広島～長崎５００ｋｍ

広島から長崎に向かうランナーの見送り

反核平和マラソンの出発式、ピースウォーキング、平和大好き卓球大会と盛りだくさ
んの企画で行われました。碑めぐりに１９人、交流の夕べに２９人、ピースウォーキングに
１６人、平和大好き卓球大会に１７４人と集いに参加されたことになります。
来年は、スポーツ連盟の一大反核平和交流事業として広島の暑い夏を多くのス
ポーツ愛好者で集えるように今から頭をひねっています。
長崎～広島の国民平和大行進に通し行進者として参加された韓国体育市民連
帯の若きホープ、キムジョングンさんも一緒に碑めぐりや交流の夕べに参加していた
だきました。（萩原純一）

フリップを使って分かり易く解説（碑めぐり）

8 月 5 日～7 日 千葉県館山の北条海岸にて、第
45 回東京海の教室が開催されました。「カナヅチさ
んをなくし、みんなが水泳を楽しめるようにしよう」
という活動の一環であり、自然の海の中で泳ぎたい、
もっと長い距離を泳ぎたいなどの要望に応え、泳力
向上はもちろん、日本の伝統的文化である集団遠
泳を楽しんでいただいています。長年続けて参加さ
れている方、久しぶりに参加された方、初めて参加さ
れた方、様々な方々が集いました。
今年は「練習班の絆を深めよう」をテーマに取り組みました。集
団遠泳はチームワークが大切です。一人では難しいことを集団の
力で挑戦できます。集団の一人一人の力が一つになり、大きな力
となり遠泳の成功につながります。夕食は練習班ごとでとり、練習
中には聞けなかった話で盛り上がり、交流会でも班対抗のゲーム
に思わず熱が入りました。たった 2 日間の練習で本番を迎える訳
ですが、この２日で各班とも大変よい雰囲気ができあがりました。

浜辺での夜の交流会

さて、本番当日朝早く下見をした時点では、とても穏やかな海でした。８時には出発地点の沖の島へむかいました。浜で準備を
し、元気班・にこにこ班ともいよいよ入水です。例年だと、この沖の島から北条海岸に向かって風があり、後ろからその風を感じ
ての遠泳でしたが、今年は向かい風となり、三角波に悪戦苦闘しながら進みました。みんなで励まし合い、助け合いながら本当
に苦労しながら、両班とも３時間を超える遠泳となってしまいました。浜では泳力向上班の
かたが迎えてくれました。
ここ数年このコースで泳いでいますが、いつも同じ海ではありません。また、一緒に泳ぐ
メンバーも毎年ちがいます。自然を相手の行事の楽しさ、面白さ、そして怖さ。参加者のお
一人がおっしゃっていたのですが、「海を上から見たり、下から見たりしたことがあるので、
水面からの風景を楽しみたい」と。いろいろな楽しみ方、それぞれの楽しみ方、そしてそれぞ
れの目標。個々があり、集団があります。集団遠泳という文化、それはとても興味深くもっ
ともっと知りたい、そしてもっともっとたくさんの人と一緒に体験していきたいのです。
（東京水泳協議会 穴原康子）

2016 年８月１１日、埼玉県北本市体育センターで「第２
回東京都６人制男女バレーボール大会男子大会」が行
われました。９チームのエントリーで大会が行われ、初出
場のＧａｎｇが優勝し、１１月に開催される全国スポーツ祭
典バレーボール大会の出場権を獲得しました。
３チームによる決勝リーグでは、他にＢＩＴＴＥＲと東陵東
京クラブが決勝に進みましたが、熱戦を制して準優勝
となったのは、東陵東京クラブでした。この大会を観戦
していた埼玉の男性は「非常にレベルが高いね。見てい
てとても面白い」と試合の行方を楽しんでいました。Ｇａ
ｎｇと東陵東京クラブには、１１月１２、１３日の全国大会で思う存分に力を発揮して全国制覇をめざして下さい。応援しています。

東京都連盟スポーツカレンダー
卓球
・ラージボール卓球大会
10/５（水） 東京武道館
・ミックスペアマッチ＆女子ペアマッチ
10/20（木） 東京体育館
・第 31 回ハローレディース団体戦
11/28（月） 東京体育館

11/19（土）立川市 柴崎体育館

10/8(土)光が丘体育館

ランニング

バレーボール

・東京スポーツ祭典陸上競技大会

・北区スポーツ祭典ミックスバレーボール大会

10/8（土）町田市立陸上競技場

10/23（日）予選 1・２部 滝野川体育館

・月例多摩川ロードレース
10/9（日）国立市営河川敷グラウンド横
・月例赤羽マラソン

■板橋区

10/２3（日）荒川河川敷

・レディースシングルス大会

テニス

10/25（火）上板橋体育館
■北区

2016 年 10 月～11 月

・オータムオープンテニス大会
10/16（日）有明の森公園

・北区スポーツ祭典ペアマッチ大会
11/9（月）滝野川体育館

・駒沢オープンテニス大会
10/23（日）駒沢オリンピック公園

■世田谷区

■練馬区

・世田谷オープン卓球大会

・第 37 回秋のテニス教室

10/12（水）世田谷区総合運動場体育館

10/10(祝)16(日)23(日) 夏の雲庭球場

■大田区

■北区

・男子女子シングルスＰリーグ卓球大会

・第 54 回秋季大会

10/1４（金）大森スポーツセンター
■練馬区

10/15（土）光が丘体育館
■多摩

10/2（日）男子団体戦 新河岸コート

バドミントン
■新宿区
・新宿スポーツ祭典シングルス大会

・多摩レディース 3D 卓球大会
10/12（水）立川市 柴崎体育館
・多摩 ABC=XYZ 団体戦卓球大会

～ 編集後記 ～
リオでメダル４１個を獲得した日本選手団。
若い選手の台頭とリラックスして自分の最
高のプレイを本番で出し切る姿を見るにつ

11/20（日）予選 4 部 西浮間小・堀船小

バスケットボール
・北区スポーツ祭典バスケットボール大会
11/3（祝）桐ヶ丘体育館

野球
・北区スポーツ祭典野球大会
11/15（土）荒川野球場

サッカー
・北区スポーツ祭典フットサル大会
11/22（日）浮間子どもスポーツひろば

ウォーキング
・世田谷に残る田園風景を眺める

11/6（日）女子団体戦 桐ヶ丘

・年齢別ペアマッチ大会

11/6（日）予選 3 部 桐ヶ丘中・堀船小

11/3（木・祝）新宿スポーツセンター
■練馬区
・練馬秋季バドミントン大会

10/15（土）小田急線喜多見駅 9:45 集合
・日光街道粕壁宿史跡巡り
11/12（土）東武春日部駅 9：４５集合

水泳
・第 7 回オールエイジ水泳大会
10/２（日）東京辰巳国際水泳場

剣道
・東京スポーツ祭典剣道大会
10/30（日）東京武道館 第二武道場

第 6 回ゆりかもめリレーマラソン
日にち 2016 年 11 月 23 日（水祝）
会場 東京臨海広域防災公園（ゆりかもめ有明駅前）

け、「自分のために楽しむ」という環境がで
きてきたなと、５０年前に金メダルを取れなか
ったと自殺に追い込まれた選手がいたこと
を知っているものは強く感じたのではない
か。
森喜朗組織委員会会長が「君が代を歌
わないのは、日本の選手として資格がない」
というような発言をしたそうだが、もはや、
ガラ携ならぬ、ガラパゴス人間に陥ってお
り、チェンジ！が望まれます。（H）

周約１．３ｋｍの距離を４人から１０人のチームで４２．１９５ｋｍ走ってタ
スキをつなぎます。ランニング仲間や卓球や水泳、テニス、野球、サッ
カー等々のスポーツ仲間でエントリーして楽しい思い出を♪
お問合せ先 東京都連盟 ＴＥＬ03-3981-1345（平日 10 時～18 時）

