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年末年始をスキー三昧で過ごす恒例行事

～越年スキーin 田沢湖～

12 月 29 日夜、各地のスキー場で雪不足が伝えられる中、一行 28 名は池袋から秋田田沢湖スキー場に向けて出発、ニ
ュース等で北海道・東北は大雪と報じられていたが、田沢湖スキー場は 29 日の午後からオープン、雪が有るか不安を抱え
てのスタート。スキーが出来なければ乳頭温泉めぐりも良いか。
30 日の早朝、宿へ到着、広間で待機と思いきや部屋に入れていただき暫時休憩。リフトは 2 本しか動いていないがスキー
が出来る、所々草が出ていたり石が顔を出して、多少いたが傷付いたが十分に滑りを楽しむ。
31 日、前夜の降雪でリフト稼働数も増え、スキー場の最上部まで上がることができた。最上部から新雪の斜面を楽しく滑
降、雪が少ないながらパウダースノーを堪能。
山スキーで秋田駒ケ岳を目指した面々は積雪不足でブッシュが埋まっていず、行く手を阻まれ目的を達せられなかったが、
ゲレンデの新雪滑降に方向転換、新雪・深雪を求めゲレンデを飛び回り、当初の目的とは違ったがそれなりに楽しめた。
1 月 1 日は元日なのでフリーの日、スキーを滑りに行く人、乳頭温泉巡りに行く人、「わらび座」のミュージカル鑑賞と温
泉・地ビールを楽しむ人など 3 コースに分かれ、スキーをはじめ温泉巡りは 3～4 ヶ所の宿で露天風呂を含め 8～10 ケの
温泉につかり温泉三昧。「わらび座」は豪華な昼食に地ビールに舌づつみ。温泉につかって温まりビールの酔いでミュージ
カル鑑賞は寝てしまう心配があったが、内容が面白くて寝るどころではなかった。
2 日、越年スキーの最終日、天気はあまり良くないがこれまでの講習のまとめ、また思う存分にスキーを楽しむ。スキー場
は上級者から初級者まで楽しめる変化にとんだ斜面が有ってそれぞれが滑りを楽しんだ、宿の温泉も心地よく東京に出
発の前に稲庭うどんで腹ごしらえをしてバスに乗り込み、振動に眠りを誘われ目がさめれば早朝の池袋に到着して田沢湖
越年スキーの終了。楽しいことはあっという間に終わってしまった。（東京スキー協 吉田）

８３名がエントリー

2 年ぶりのスキー競技大会!!

～第４１回東京スキー競技大会～

例年 2 月の第 1 土日に行われている競技大会は、1 月初旬まで雪不足で開催が危
ぶまれたが、中旬にまとまった雪が降りじっしできました。昨年は雪不足で中止とな
ってしまったので 2 年ぶりの大会だ、舞子スノーリゾートの雪は 2 月 3 日に降ったと
はいえ、気温が高く柔らかい。
83 名のエントリーがあった今大会は、入門クラスが最初のスタート、男女・年齢別
にクラスを分け 9 クラスで最終は男子 1 部で 、1 日 2 回滑りタイムを競う 2 日間の
大会だ。レース開始の前にインスぺクション（下見）を行いコースを頭に入れシュミレ
ーションを行い本番に臨む。さて、入門クラスはレース経験が無いか、少ない人で、ク
ラブ対抗なので慎重に滑りコースを間違えないように滑るが、中には頭が真っ白に
なってコースを間違え、旗門不通過で失格となってしまう人も出てしまう。これは慣
れた人でも果敢に攻めたりして旗門不通過になることもある。スタートは電子音の
ピッピッピと合図があり、バーを切って時間が図られる。ゴールすると電光掲示板に
タイムが表示され一喜一憂する。気分はワールドカップ並みだ。
今大会は、小学生から最高は 84 歳と幅広い年齢層の参加者だが、それぞれライバルがいたり、自分の目標タイムに挑戦、さ
らにクラブ対抗なので同じクラブの声援、励ましがあり、勝負にこだわりつつも仲間と楽しいスキー競技を楽しんでいる。また、1
日目の夕方はその日のクラス別の表彰、1・2・3 位には副賞として民宿などから提供された交じりっ気なしの魚沼産コシヒカリが
もらえる。中には家族で６㎏もゲット。作り手が違うので家で食べ比べをするとのこと。副賞はお米が一番喜ばれる。クラブ対抗
の中間発表もあって翌日の期待もあって盛り上がる。
２日目の表彰は個人表彰と共にクラブ対抗の結果発表もされ、今年は練馬ヒューマン SC が優勝、前回に引き続きのれんぱで
あった。表彰式も終り次回の大会を楽しみに三々五々帰途に就いた。ちなみに、新潟は日本酒が美味しいところ有名では無くと
もやはり地元のお酒は美味しい。（東京スキー協 吉田）

区連盟「スポーツ祭典」のフィナーレを飾る「北区ナーレ」が今年も赤羽会館大ホールにて開催されました。
北区スポーツ振興課からの来賓、過去最多の１３０名を越える参加者があり会場は熱気に包まれました。
ゲスト歌手の「kimiyo」さんが今年も式典に華を添え、表彰式のあとは恒例の「オークション」でも大いに盛り上がりました。
（北区連盟 明石太基）

2 月 26 日（日）に新日本スポーツ連盟東京都連盟が構成団体である
「２０２０オリンピック・パラリンピックを考える都民の会」（以下オリパラ都民
の会）が 4 回目の会場調査バスツアーを開催しました。新都知事の下で
2020 東京五輪施設の見直しが提起され、4 者協議で当初の予算の 2 倍
以上の 1 兆 8000 億円の開催経費で決着となりました。しかし、まだまだ
多くの点が不透明で「都民ファースト」とは言えない状況です。今回は、東
京体育館～新国立競技場建設予定地とその周辺～アクアティクスセン
ター～海の森水上競技場～豊洲新市場予定地～選手村を都民目線で現状を見て、五輪憲章やアジェンダに則った状況である
かも確認しつつ会場を回りました。参加者からは、報道では取り上げないこととばかりで、このようなツアーに参加して初めて知
ったことが多々あった、実際に目で見ると準備が、どんどん進んでしまっていることが実感できたとの感想が有りました。

＜新国立競技場＞ 景観地区の条例が取り外された結果、周辺

＜アクアティクスセンター＞ すぐそばに辰巳国際水泳場が隣接する。

にはホテル建設の計画や再開発も次々と進んでいく

敷地外の公園の一部にも柵があり、五輪関係の工事で都民憩いの
場が奪われている現状

＜海の森水上競技場＞ ２９８億円かけての整備。着々と工事は進ん
でいた。海風の影響を受ける土地柄。アスリートファーストはどこへ?

＜豊洲新市場＞ 五輪招致決定で移転へと大きくも加速したが、
有害物質検出で移転が足踏み。五輪招致といい、歪んだ都政
の一端がかい間見える。

＜有明アリーナ・有明体操競技場＞ 有明アリーナは、床をコンクリート

＜選手村＞ 東京とは盛り土して大手デベロッパーに破格の坪約

の予定。一般の市民がスポーツでは使えない。初めから後利用はス

１０万円で売却。大会後は高層マンションに。都民ファーストとは一

ポーツではなくイベント目的??

体何なのか?

東京都連盟スポーツカレンダー
卓球
・前期プログレスリーグ
4/4（火）東京体育館
・全国大会/一般男女個人戦東京都予選
4/30（日)上板橋体育館
・全国大会/一般団体戦東京都予選
5/6（土）中野体育館
・全国大会/年代別個人戦東京都予選
5/6（土）荒川総合スポーツセンター
・ABC＝XYZ 団体戦（女子）卓球大会
5/8（月）東京体育館（メイン）
・前期プログレスリーグ
5/29（月）東京体育館
・綾瀬レディースーストリオマッチ
6/5（月）東京武道館
■北区
・春季シングルスプログレス大会
4/2（土）桐ケ丘体育館
■新宿区
・女子Ｄ・ミックスＤ P リーグ
5/29（月）新宿コズミックセンター
■町田
・町田オープンペアマッチ卓球大会
4/25（火）町田市立総合体育館
■多摩
・多摩ジュニアシングルス
4/3（月）立川市 泉市民体育館
・多摩スプリング団体戦
5/6（土）東久留米スポーツセンター

ランニング
・第 36 回春季陸上競技大会
4/8（土）駒沢オリンピック公園陸上競技場
・ふれあい赤羽駅伝
4/16（日）荒川河川敷
・月例多摩川ロードレース
4/9（日）国立市営河川敷グラウンド横
・月例赤羽マラソン
4/23（日）荒川河川敷

水泳
・東京辰巳水泳大会（長水路）
6/4(日) 辰巳国際水泳場

2017 年 4～６月

バドミントン
・春季フェスティバルバドミントン大会
4/9(日) 北区赤羽体育館
・東京オープン団体戦
4/16(日) 北区赤羽体育館

決勝 4/30（日）桐ヶ丘体育館
・北区春季大会（シニア）
予選 5/3（祝）滝野川体育館
決勝 8/27（日）滝野川体育館

バスケットボール

■北区

■北区

・春季ダブルス大会

・北区春季バスケットボール大会

5/3（祝）桐ヶ丘体育館

予選 5/5（祝）桐ヶ丘体育館

■中野区

決勝 5/21（日）十条台小体育館

・春季バドミントン大会

スキー

4/22(土）中野区立体育館
■荒川区
・春季団体戦バドミントン大会
4/30(日）荒川総合スポーツセンター

テニス
・2017 多摩春季テニス大会
4/2（日）都立小金井公園テニスコート

・大原ＧＳ＆ＳＬポールレッスン
4/8～9（土～日）大原スキー場
・鳥海山・山スキー教室
5/3～5（水～金）
・八甲田山・山スキー教室
5/3～5（水～金）
・立山剣山・山スキー教室

■北区

5/19～21（金～日）

・初心者教室

ウォーキング

4/1,8,15,22,29（土）桐ヶ丘コート
・春季混合ダブルス大会
4/16（日）新河岸川コート
・春季団体戦（混合ダブルス）

・高尾の里山をあるこう
4/16（日）京王線高尾山口駅 9:45 集合
・武蔵国分寺歴史めぐり
4/22（土）JR 西国分寺駅 9:45 集合

5/3（祝）桐ヶ丘コート
・春季男子団体戦
5/5（祝）新河岸川コート

野球
・駒沢公園ワンデー大会
4/23（日）5/7（日）5/21（日）

ソフトボール
■北区
・春季ソフトボール大会
5/21（日）中央公園野球場

サッカー
■北区
・春季フットサル大会
4/2（日）浮間子どもスポーツひろば

バレーボール
■北区
・北区春季大会（オープン男女別）
予選 4/2（日）滝野川体育館

～ 編集後記 ～
今年２月、新日本スポーツ連盟・日
本勤労者山岳連盟が共同で、スポー
ツ庁に「スポーツ施策・予算に関する要
望書」を提出したときの話。「スポーツ
連盟の事業への名義後援・財政支援
をしてほしい」という要望に対して、「ス
ポーツ庁が定める要領の条件にあえ
ば後援名義は可能。財政支援につい
ては、toto（サッカーくじ）の助成金を申
請してほしい」という回答があった。ス
ポーツ連盟は、サッカーくじに反対して
いる団体なんですけど…。強気な発言
に一同ビックリポン ！

（佐藤信樹）

