
      
 

 

 

3 月 18 日（土）に、北とぴあ第二研修室で、東京都連盟

第 50 回定期総会が開催されました。来賓として「障害者と

家族の生活と健康を守る連絡会」から市橋博さん、全国連

盟会長の和食昭夫さんに出席いただき、冒頭にご挨拶を頂

きました。  

４６期活動のまとめでは、50周年記念の年として１５０００人

の組織を目指して各組織が、旺盛に活動を行ってきました。

５０周年記念事業の一環としてロゴやスローガンを公募した

ことや、各大会で「５０周年記念大会」との冠大会を開催す

る等、全組織を挙げて東京都連盟５０周年を内外にアピール

する活動を行ってきました。 

今期の取り組みとして以下の９つの提起がありました。 

１、15000人の組織を目指して、次の 50周年に向けて都民スポーツの要求に応える魅力ある連盟組織を発信し、構築しよう。 

２、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催を、契機に「スポーツ基本法」の理念が人々の生活に根付く活動を展開しよう 

３、全組織で新たな人材の発掘と世代継承の準備を行おう。 

４、すべての種目組織、地域組織が、その組織を代表する会議を定期的に開催し、会員の多様な要求に応えた旺盛な活動がき 

るよう、民主的な運営体制を整えましょう。 

５、スポーツのひろばは、「500名の読者獲得」という目標を合言葉に全組織を挙げて普及しましょう。 

６、多摩地域でのスポーツ活動を意欲的に引き上げましょう。 

７、東京反核平和マラソン、ゆりかもめリレーマラソンを継続して育てていくとともに、新しい企画にも挑戦し、様々な愛好者の要 

求に応え、旺盛に活動していきます。 

８、理事会をより充実し、各組織間の意思疎通をはかり活発な運営体制をめざします。 

９、SNSの積極的活用でより多くのスポーツ愛好者に発信しよう。 

各組織からは施設確保が厳しい現状や、新たな地域での 

活動が始まろうとしている報告など２２名から発言が有りまし 

た。その後議案は全会一致で採択され、閉会となりました。 

役員選挙では山縣智矢理事（荒川区連盟）、石井文紀理 

事（東京バド協）、川上咲子理事（中野区連盟）、上野敏夫 

理事（東京野球協）が新たに理事として加わりました。今まで 

東京都連盟の活動を担ってきた岩本理事（東京卓球協）、竹 

折理事（東京卓球協）、工藤理事（東京バド協）は退任され 

ました。 ５０年の節目を迎え、これからの５０年をより大きく前進していくために新体制のもと、都民スポーツの要求に応え奮闘し 

たいと思います。 
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全会一致で全ての議案が採択されました 



 

 

 

３月１８日（土）の定期総会開催後、東京

都連盟は５０周年記念事業の締めくくりと

して、北とぴあ飛鳥ホールで５０周年記念レ

セプションを開催しました。創成期の都連

盟関係者をはじめ、地域、各種目から１００

名を超す参加がありました。全国連盟初

代理事長の伊藤高弘さん、東京地評の森

田稔議長、青沼裕之全国連盟副理事長

から来賓のご挨拶を頂きました。森田議

長の挨拶の中では、有明テニスコート整備

の際に、スポーツ連盟と共闘した市民運

動で大きな成果を勝ち取った思い出話にも花が咲きました。開会

あいさつで、萩原純一理事長は、「東京都連盟は都民スポーツの

発展のために、いつでも、どこでもだれもがスポーツできる環境

を作ろうとの思いで今日まで活動し、今日からまたこの活動の歴

史を新たな世代への受け渡すセレモニーとしたい」と述べました。

オープニングを始め、レセプションのなかで、都内各所で演奏活

動を行っているフォークソンググループ「エバーグリーン」の演奏が、

一層の華を添えました。終盤では、東京ディズニーシーのペアパ

スポートが貰える全員参加のクイズ大会を行いました。スポーツ

連盟にまつわる問題や、なじみのあるスポーツに関する問題など思わず「そうだったのか!!」と唸ってしまう問題もありました。見

事優勝したのは、東京卓球協所属で東京都連盟の理事でもある佐藤信樹さん。準優勝は東京ランニングクラブ所属の鳥井健

次さんでした。鳥井さんにはサンシャイン水族館のペア入場券が贈られました。また上位 5 人全員にはスポーツのひろば読者拡

大へつながればとの思いから、1年間の購読無料券が贈られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

演奏で盛り上がったエバーグリーンの皆さん 

～ 50周年記念レセプションでのクイズ大会で出題された問題 ～ （一部より抜粋） 

１、東京都連盟のスポーツのひろば購読者数は 500部を超えている、〇か×か? 

２、卓球のサーブは１５ｃｍ以上上げなくてはならない、〇か×か? 

３、1964年の東京オリンピック馬術障害飛越競技の金メダリスト、バロン西こと西竹一が、 

府立一中（現・日比谷高校）時代に同期だった作家は？ A、三島由紀夫 B小林秀雄 

４、エースの語源は? A実在した野球ピッチャーの名前が由来 B トランプのエース由来 

５、水泳の北島康介の実家は何屋さん? 

６、近代五輪第 1回アテネ大会で正式種目として行われた唯一の球技は? 

（答えは次ページ下にあります） 

  

 

永井博さんからの差し

入れの樽酒で鏡開き 

 

左から和食全国会長、 

鈴木春香さん（卓球協） 

萩原純一理事長 お祝いメッセージ 亀田進さん（東京水泳協）と吉田巳蔵さん（練馬区連盟） 

優勝した佐藤信樹さんと息子の信一郎君 



 

 

＊創立 50周年おめでとうございます。平和

あってのスポーツ。これからもその精神で頑

張ってください。（ポポロＡＣ 大槻静夫） 

 

＊都民のスポーツ振興のため、半世紀にわた

り努力されたことにリスペクト、と同時に貴連

盟の充実・発展を祝います。 

創立 50周年おめでとうございます。「2020

東京オリンピック・パラリンピック」を機に物質

的なレガシーに止まることなく‘バリアフリー‘フェアプレーなど心の

持ちようの遺産が残るようご尽力を！  

（新日本スポーツ連盟全国連盟顧問 長尾正二） 

 

＊祝、心から創立 50周年記念おめでとうございます。 

 （北区連盟元理事長 松島悟 ） 

 

＊50周年おめでとうございます。これからの 50年展望がひらける

ように頑張りましょう。 （山崎一彦） 

 

＊50周年おめでとうございます。「オリパラ都民の会」の活動によりアーチェリー会場やホッケー

会場などの会場変更や再検討に貢献されていることに敬意を表します。東日本大震災・原発

事故や熊本地震の復興が先だ！と思いつつも、決まってしまった「2020東京五輪」、私たちが待

ち望む「五輪」となるよう更なる活動に期待しています。 

都連盟役員と各種目運営委員の方達の、日ごろの活動、奮闘に感謝し、3月 18日の 50周年

パーティーが盛会でありますよう祈っています。 震災・原発事故から 6年目を迎えた福島県い

わき市より （新日本スポーツ連盟東京水泳協議会 個人連盟員 宗形三代子） 

 

＊都連盟創立 50周年記念レセプションのご案内をいただき恐縮です。スポーツ連盟の永きにわたる歴史的な活動を牽引する都

連盟の益々の発展を祈念いたします。 （森 朗） 

 

＊都連盟創立 50周年おめでとうございます。都連盟そしてスポーツ連盟は、私の青春そのものでした。 

豊島区連盟づくりや柔道クラブ柔志会の結成、そして東京や全国のスポーツ祭典柔道大会の開催など、伊賀野さん、和食さん

には本当に鍛えられました。この連盟での経験や実績が、いまの私の子どもの活動に大いに生きており、とても感謝しています。 

お互いに頑張りましょう。 （ＮＰＯ法人あそびの学校校長 山崎茂） 

 

＊５０周年おめでとうございます。まわりのみんなは「新体連」の卓球大会と大変好評です。ますますレベルが高く底辺が広く活

躍される事を祈念いたします。 （武蔵野市卓球連盟 佐藤照雄） 

 

＊創立 50 周年おめでとうございます。これからも幅広い民衆のためにスポーツをより身近に感じさせる取り組みを期待しており

ます。 （空手 五井野良雄） 前頁の答え　１、×（434部）２、×（16cm以上）３、B
　４、A（アーリー・ブレーナードのニックネーム）５、肉屋６、テニス

来賓の伊藤高弘全国連盟顧問（左）と森田稔東京地評議長（右） 

司会の鈴木春香さん（左）と宮内泰明さん（右） 



 

一年一年の単位では、変化に気づ

かずにやり過ごしてしまうが、５０年半

世紀を振り返ると、明らかな変化を実

感できる。今、日本のスポーツに対する

基本理念は「スポーツを通じて、豊かで

幸福な生活を送ることは権利」です。

「権利なんてとんでもない」と行政の

担当者から一蹴された時代をしている

ので、「スポーツ基本法」の基本理念

に、確実な変化を実感しています。これ

からは、国や自治体が、国民に対する

「責務」として、施策を施すように、ひと

頑張りです。東京では、まず、公共スポ

ーツ施設の整備状況ワースト４７を脱す

ることかな。（Ｈ） 

 

 
 卓球                    

・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 

・ラージボール大会 

6/6（火）東京武道館 

■北区  

・春季シングルスプログレス大会 

 6/18（日）赤羽体育館 

■練馬区  

・夏季卓球大会 MIXダブルス 

 6/4（日）中村南スポーツ交流センター 

■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 

■中野区  

・中野ダブルス大会 

 6/17（土）中野体育館 

■大田区  

・第 15回のりのり大会 

 5/22（月）大森スポーツセンター 

■世田谷区  

・男子・女子シングルス P リーグ 

 6/2（金）世田谷区総合体育館 

■町田   

・町田オープン ABC=XYZ大会 

 6/20（火）町田市立総合体育館 

■多摩  

・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               

・月例多摩川ロードレース 

 5/14（日）国立市営河川敷グラウンド横 

・月例赤羽マラソン 

 5/28（日）荒川河川敷 

・第 19回ナイター陸上競技大会 

 7/8（土）江東区夢の島競技場 

 水泳                    

・東京辰巳水泳大会（長水路） 

 6/4(日) 辰巳国際水泳場 

■中野区  

・水泳記録大会 

 6/4(日) 中野区立鷺宮体育館 

■練馬区  

・「ういてまて」講習会 

練馬スポーツ祭典水泳記録会 

 5/7(日) 光が丘体育館プール 

 バドミントン               

・第 16回関東オープン団体戦 

 5/27(土) 北区滝野川体育館 

・第２回赤羽オープン団体戦 

 5/7(日) 北区立桐ヶ丘体育館 

■北区  

・春季ダブルス大会 

 5/3（祝）桐ヶ丘体育館 

 テニス                   

・2017皐月オープンテニス大会 

 5/14（日）有明テニスの森公園 

■北区   

・春季団体戦（混合ダブルス） 

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 s 

■中野区  

・もえぎテニス大会 

 5/14(日) 哲学堂庭球場 

 野球                    

・駒沢公園ワンデー大会 

 5/7（日）5/28（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   

・サッカーリーグ戦 

 5/14（日）28（日）荒川サッカー場 

 バレーボール             

■北区   

・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   

・北区春季バスケットボール大会 

予選 5/5（祝）桐ヶ丘体育館 

 決勝 5/21（日）十条台小体育館 

 スキー                  

・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 

5/19～21（金～日） 

 ウォーキング             

・ととろの森と花菖蒲 

5/14（日）西武線東村山駅 9:45集合 

東京都連盟スポーツカレンダー 2017年５～７月 

～ 編集後記 ～ 


