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9 月 3 日（土）から 4 日
（日）にかけて、千葉県佐倉
市の草笛の丘で関東ブロッ
クセミナー（千葉県連盟主
管）が開催されました。東京
都連盟からは 12 名が参加
しました。初日の第 1 講義は
「メンタルトレーニング」。国
士舘大学大学院スポーツシ
ステム研究科、スポーツメン
タルトレーニング指導士の
資格を持つ秋葉茂季先生
を迎えて、試合前の緊張感
を解くこと（リラックス方法）など、実際に体を動かす
実技も交えて講義が行われました。1 日目後半は、
ソフトトバレーとウォーキングに分かれてスポーツ交流
を行いました。ソフトバレーには 12 名が参加し、4 人 3
チーム作っての総当たり戦を実施しました。ボールが
ゴムのように柔らかい素材でできているため怪我の
心配もなく、バレー経験のない参加者でもゲームが
楽しめ、盛り上がりました。ウォーキングには 20 名が
参加。草笛の丘から印旛沼周辺まで、散策し楽しみ
「今日の日はさようなら」を全員で歌って交流会はお開きに

ました。

夕食後には交流会が開かれ、東京、埼玉、神奈川、千葉の各組織全員がスポーツ連盟での活動状況や出会いなどを語
り合いました。その後、東京都連盟の萩原理事長のアコーディオン伴奏による、うたごえライブと
なり、10 曲以上を参加者全員で歌い、予定時間をオーバーするほど盛り上がり楽しい交流会
となりました。
セミナー2 日目は「スポーツ権の時代の新日本スポーツ連盟を考える」と題して新日本スポー
ツ連盟の和食昭夫会長による講義が行われました。「スポーツ権」「スポーツ基本法」について、
非常に分かりやすく解説がありました。私たちがスポーツを行うときはもちろんのこと、スポー
ツ環境を前進させる運動でも「スポーツ基本法の基本理念にのっとる」ことがキーワードであ
り、私たちスポーツ連盟の運動を前進させるためにも、今後の指針となるような内容の講義とな
りました。 講義終了後、千葉県連盟の園川理事長から修了書が参加者全員に手渡され、あっという
間の第 2 回関東ブロックセミナーが終了しました。次回は 2018 年夏ごろに開催予定です。

全国祭典の出場権を獲得! 東陵東京クラブと MAX ～6 人制女子バレー大会～
第 31 回全国スポーツ祭典 6 人制
バレーボール大会の出場権獲得を目
指して、9 月 24 日（土）に、女子大会
が、埼玉県北本市体育センターで開
催された。東京都連盟主催の大会と
しては、今回が 2 回目、第 1 回に続い
て 10 チームのエントリーを予測して
いたが、土曜日であることや他の大
会とのバッティングなどがあり、出場
チームは 7 チームにとどまった、
しかし、どの試合も全国大会を目
指して参加するだけあって、なにか緊張が走る試合経過でした。決勝トーナメントは、上位四チームで行われ、優勝は東陵東京ク
ラブ、準優勝は MAX という結果となった。この 2 つのチーム予選のブロック大会対戦しており、予選では、MAX が勝ちをおさめ
たが、地力のある東京東稜クラブが、決勝戦では流れを引き寄せて２－０で勝利をつかんだ。3 位は光陽とわっしょいの 2 チームと
なりました。（萩原純一）

60 代 70 代が熾烈なゲーム!!～卓球女子年代別個人戦～
9 月 24 日（土）八王子エスフォルタアリーナで、卓球女子年代別個人戦東京都予選が開催されました。30、40 歳代は少なめ
ですが、50L（25 人）、50H（25 人）、６0L（32 人）、60H（48 人）、70L（32 人）、70H（17 人） と参加者が 218 人の参加がありま
した。60 歳後半から 70 歳前半が多くなっています。レベルも年々アップして熾烈なゲーム内容でした。全国大会が石川県の金
沢で開かれるのも人気のようです。平均年齢が上がってきているのは一般大会でもみられます。若い層は仕事や子育てに追わ
れ、スポーツを楽しむ余裕がなくなっていると思われます。これが世界一を目指す国の実情とはお粗末ですね。予選会を突破し
た皆さんの健闘を祈ります。(小林章子)

9 月 28 日（水）に都議会の開会日に合わせて都庁
前で市民団体や労働組合等が集まって開会日行
動を行いました。スポーツ連盟は 2020 年に開催さ
れる東京オリンピック・パラリンピックの問題につい
て訴えました。この日は東京都連盟萩原純一理事
長が、オリパラ都民の会の事務局長として登壇し、
東京都が整備する施設の見直し、特に建設費が約
500 億円まで膨れ上がっている「海の森水上競技
場」の建設中止を求め、アスリートファースト、アジェ
ンダ２０２０に則り五輪憲章に立ち返った五輪開催を
と訴えました。小池百合子都知事となり、膨れ上がった競技施設建設で、更なる見直しが期待される中での開会日行動となり
ました。

２０２０オリンピック・パラリンピックを考える都民の会は、小池新都知事宛に２０２０オリンピック・パラリンピックに関する要請書を
提出。要請書をもとに現在、都知事との面談を求めています。内容としては、要請①としてオリンピック憲章とアジェンダ２１及びア
ジェンダ２０２０に則った開催を求め、１、世界平和と貧困根絶のために、２、簡素でコンパクト、都民に負担をかけさせない大会をめ
ざすこと、３、都民のスポーツ要求に応えること、要請②では大会組織委員会の人事の刷新、要請③では利権の徹底追及、要請
④では大会開催日程の変更、個別の課題として新国立競技場の陸上競技場としての存続、選手村の後利用を都民本位のもの
とすること、海の森海上競技場の再検討等を求めています。現在関係部局で回答とを調整中とのことで、近く知事との面談が
出来る事を期待しています。

～オリパラ都民の会 第 7 回提言討論会（東京自治研プレ企画）のお知らせ～
日時

2016 年 11 月 19 日（土） 13 時 30 分～

会場

エデュカス東京（麹町駅徒歩 1 分）

講師 佐伯年詩雄 氏（日本ウェルネス大学教授）
「2020 東京五輪・パラリンピックを成功させるための条件とは」を考えます
その他、リオ五輪取材記者や都議団からの報告、自治体での現場からの声など、リオ五
輪の教訓をもとに東京五輪の成功に必要なものは何かを皆さんと共に探ります
お問い合わせはオリパラ都民の会へ
TEL ０３－３９８１－１３４５（新日本スポーツ連盟東京都連盟内）
Emai njsf@tokyo.email.ne.jpl

東京都連盟スポーツカレンダー
卓球

2016 年 11 月～12 月

・月例多摩川ロードレース

・2016 年度卓球技術講習会
11/26（土） 上板橋体育館
・第 31 回ハローレディース団体戦
11/28（月） 東京体育館
■北区

11/14（日）国立市営河川敷グラウンド横
・月例赤羽マラソン

11/14（月）滝野川体育館

水泳

バレーボール

11/3（木祝）東京辰巳国際水泳場
・第 17 回中長距離水泳大会
12/23（金祝）東京辰巳国際水泳場

・第 53 回中野スポーツ祭典 個人戦

テニス

■大田区

■練馬区
・ウイークデイマッチ

・男子・女子個人戦プログレス・リーグ
11/22（火）大森スポーツセンター
■多摩

12/1（木）8（木） 夏の雲庭球場

11/19（土）立川市 柴崎体育館
・多摩 ABC=XYZ 団体戦卓球大会
11/19（土）立川市 柴崎体育館
■町田

・北区スポーツ祭典ミックスバレーボール大会
11/6（日）予選 3 部 桐ヶ丘中・堀船小
11/20（日）予選 4 部 西浮間小・堀船小

ウォーキング
・日光街道粕壁宿史跡巡り
11/12（土）東武春日部駅 9：４５集合
・もろやまゆずの里
12/4（土）東武生越線東毛呂駅 9：４５集合

■北区
・第 54 回秋季大会

・多摩 ABC=XYZ 団体戦

・年末混合ダブルス大会
12/25（日）31（土）荒川総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

■中野区

12/17（水）中野体育館

■荒川区

11/28（日）荒川河川敷

・第 32 回東京年齢別水泳大会

・レディースペアマッチ卓球大会

11/27(日) 中村南スポーツ交流センター

関東ブロック交流ウォーク in 千葉
「手賀沼の水辺と文人たちの足跡を

11/6（日）女子団体戦 桐ヶ丘

訪ねて」 約 10ｋｍ

12/11（日）シングルス 桐ヶ丘

12/10（土）我孫子駅 9：45 集合

バドミントン

武者小路実篤邸跡、白樺文学館、手賀

・関東オープン団体戦

沼遊歩道など

11/12（土）桐ヶ丘体育館

・年忘れ神奈川・町田オープン ABC=XYZ
12/20（火）町田総合体育館

ランニング
・検見川クロスカントリー大会
12/18（日）検見川総合運動場

～ 編集後記 ～

知事が新しくなり、五輪施設整備の
見直しにも意欲的な事は歓迎。今
回の施設見直しは前々からオリパラ

■新宿区
・新宿スポーツ祭典シングルス大会
11/3（木・祝）新宿スポーツセンター
■練馬区
・バドミントン教室

スキー
・山スキーの集い
11/11（金）豊島区生活産業プラザ 18：30～
・2016 テクニカルフェスタ
12/16～18（金～日）志賀高原スキー場

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）

都民の会が要望していたものと一
致。都民ファーストを掲げているが、
我々の運動の後押しとなるか!?
（宮内）

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）

