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第１回東京ビビチッタを５月７日（日）に荒川河
川敷（ふれあい赤羽駅伝のコース）で開催しまし
た。当日は好天に恵まれ、１㎞、３㎞、12 ㎞の３種目
に計 27 名のランナーが参加しました。
以前から東京でもぜひビビチッタを開催しては
との声がありましたが、会場問題など東京ならで
はの課題もあり実現に至りませんでした。今回、
チラシ作成、会場の選定、要員の確保などを春
先から進め、なんとか開催にこぎつけました。
急ごしらえの大会ではありましたが、要員の方
の協力や神奈川ランニングセンターからの応援
もいただき、無事終了しました。手作り感満載（？）の大会が参加者には好評でした。
レースの後は土手の上で交流会。ハモニカ演奏や歌も飛び出し、役員と参加者が賑やかに楽しく交流しました。参加した
加盟クラブの女性から「走ることが何かの役に立つなんて、こういう大会もいいですね」との嬉しい言葉をいただきました。
（東京ランニングクラブ・小林一美）

Vivicitta (ビビチタ)とは
イタリアスポーツ連盟（UISP）によって開催される、
重要なマススポーツのイベントです。
29 年の歴史があり、毎年 7 万人の市民が参加し
て行われています。参加者は同時刻に世界各地の都市で走ります。
イタリア国内の開催都市はミラノ、ナポリ、ローマは言うに及ばず全国 73 ヶ所で開催されています。
ビビチタはその平和のメッセージを世界中に運んでいます。ガザ、ベイルート、エルサレム、コロゴッチョ(ケニア・ナイロビ)な
ど紛争地を含む世界 150 都市で行われています。ビビチタは単に走るだけのイベントではありません。
平和を愛し、相手を思いやる心を持ち、健康の促進を望み、そして環境保全 のために世界各地と連帯して走ります。

東京反核平和マラソンの季節が近づいてきました。被爆、終戦から７０年以上経ちました。しかし依然として、世界各地では紛
争は絶えません。戦争、核兵器の悲惨さに警鐘を鳴らし、「二度と戦争
を起さない」、「非人道的な核兵器は廃絶を」と声をあげ平和を求め
る運動は、「スポーツは平和とともに」を掲げるスポーツ連盟の重要な
活動の 1 つです。今年も「スポーツは平和とともに」「核兵器廃絶」の
スローガンを掲げ、７月 22 日（土）に開催することが決定しました。夢
の島、杉並区役所、大田区役所、北区役所の都内 4 か所から出発し
て代々木公園を目指します。反核平和マラソンは、競走ではなく、参加
者みんなで、約 18 キロのコースを「反核平和」をアピールしながらゆっ
くり走ります。東京都連盟主催行事として、全組織で参加者、サポー
ターを募り、第２２回東京反核平和マラソンを成功させましょう。

東京反核平和ウォーキングは７月１６日（日）に開催！！
７月１６日（日）には、JR 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、約 5ｋｍのコースを「反核平和」を訴えて歩く東京
反核平和ウォーキングを開催します。フレンドシップパークでは、毎月第
３日曜日に横田基地の撤去を求める集会が開かれており、ウォーキン
グ終了後に参加します。走るのはちょっと・・・という方、歩いて「核兵
器廃絶」と「スポーツは平和とともに」をアピールしてみませんか？
東京反核平和マラソン・ウォーキングのお問い合わせは東京都連盟までお気軽にどうぞ（TEL：03-3981-1345）

2017 年 5 月 27 日（日）「第１４回東京春季スポーツフェスティバル」
として、第１６１回例会「江戸川土手から水元公園」10 ㎞のウォーキングを
行ないました。参加者１８名でした。
水元公園は、総面積約９３万㎡で小合溜という準用河川を中心とした
都内最大の水郷公園です。園内には多様な植物が育っていて、今の時
期はメタセコイア並木など、あふれんばかりの緑の樹木が林立し茂って
おり、素晴らしい景観でした。
参加者は、JR 総武本線金町駅に集合し、葛西神社から江戸川土手を歩き、水元公園入口から公園に入りました。ハナショ
ウブ園の花はこれからでした。水元大橋を渡り、右手に広大な水郷を眺めながら、「メタセコイヤの森」へと歩みました。水
元かわせみの里へを経て閘門橋から公園を出ました。そこから JR 金町駅へと戻りました。
水産試験場跡地には、「葛飾区金魚展示場」があり、珍しい金魚が観れました。銀魚もいました。水郷から吹いてくる涼や
かな風が、汗を吹き飛ばしてくれて、清々しいウォークができました。バードサンクチュアリでは水鳥が小魚を狙っていました。
今では都心からの交通の便もいいのでぜひ訪れてみてください。（東京・ウォーキングクラブ 青嶋繁太郎）

東京都オリンピック・パラリンピック準備局にスポーツ施設の要請へ
5 月 9 日火曜日、都連盟理事（萩原・北川・宮内・
佐藤正美・板垣・小林）と東京卓球協議会運営委員
長の岩本さん 7 名で都庁のオリパラ準備局スポーツ
推進部施設管理課と懇談しました。対応したのは織
田課長と小野塚課長代理でした。懇談の目的は、オリ
ンピック・パラリンピック開催のために東京体育館や
有明テニスコート、辰巳水泳競技場が使えなくなるの
は困るので代替を要望しました。オリンピック・パラリン
ピックのための改修で 2018 年度の優先予約ができ
ない東京体育館は、武蔵野の森スポーツアリーナの予
約をしてほしいといわれました。しかしながら指定管理
者が決まっていないので料金や大会規模が確定していません。有明や辰巳は自分たちで代替えを探さなくてはなりませ
ん。オリパラ準備局は縦割り行政で、私たちスポーツをする人の立場にたっているように感じられませんでした。やはりアス
リートファーストはトップアスリートファーストなのでしょうか？（小林章子）

☆都民のスポーツ要求に応えて奮闘するオリパラ都民の会
△東京五輪競技施設計画変更で都民のスポーツ施設が守られた
オリンピック招致の当初計画は、都民が利用している公共スポーツ施設の役割を無視するオリンピック至上主義ともいうべき
整備計画でした。都議会の「オリンピック推進特別委員会」で、「すでに決まっていることを今更何を言っているんだ」とヤジが飛ぶ場面も。
「都民が利用する公共のスポーツ施設を壊して競技場を整備するのは、本末転倒だ」と署名たり東京都や大会組織委員会へ要請、
懇談を行ってきました。
その結果、いくつもの競技施設の整備計画の変更が行われ、都民のための公共施設は守られてきました。また競技施設の
計画変更が経費節約にもなり、約２０００億円もの整備費用縮減につながりました。

<計画変更で守られた施設の一覧表>
開催種目 当初の整備予定計画

⇒

変更後の計画

ホッケー

大井埠頭中央海浜公園野球場６面

⇒

同一公園内で配置変更

（野球場６面は存続）

夢の島陸上競技場と野球場

⇒

馬事公苑に整備計画変更

（現状通り存続）

夢の島公園内に新設

⇒

武蔵野の森総合スポーツプラザ

（公園内の東京スポーツ文化館が存続）

バスケット 夢の島公園内に新設

⇒

埼玉スーパーアリーナ

（公園内の東京スポーツ文化館が存続）

⇒

大会後に１４面を復活させる

⇒

葛西臨海公園の外側都有地に

（葛西臨海公園の自然が保護される）

⇒

配置変更、２分の１は仮設

（夢の島公園の樹木が保護される）

馬術
バドミントン

テニス

有明テニスコート14面を削減

カヌースラローム 葛西臨海公園
アーチェリー

夢の島公園内に新設

2020 オリンピック・パラリンピックを考える都民の会は、今後も２０２０東京五輪が都民スポーツの発展に寄与するよう運動
し、誰からも歓迎される五輪となるよう、東京都をはじめ大会組織委員会、IOC へと懇談、要請を行って行きます。

東京都連盟スポーツカレンダー
卓球
・第 32 回ハローレディース卓球大会
7/5（水）東京体育館
・全国大会/女子一般団体戦 都予選
7/22（土）大森スポーツセンター
・全国大会/女子年代別団体戦 都予選
7/22（土）大森スポーツセンター
・全国大会/男子年代別団体戦 都予選
7/29（土）柴崎体育館
・ＭＩＸ団体卓球大会
8/19（土）稲城市総合体育館
・関東オープン中高生卓球大会
8/29（火）30（水）東京体育館
・第 14 回ハッピーカルテット団体戦
9/11（月）東京体育館
■北区
・北区スポーツ祭典 ダブルス大会
8/6（日）滝野川体育館
■板橋区
・板橋オープンダブルス大会
7/17（日）赤塚体育館

■町田
・町田オープンダブルス P リーグ
9/21（木）町田総合体育館

ランニング
・月例多摩川ロードレース
7/9（日）国立市営河川敷グラウンド横
・月例赤羽マラソン
7/23（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
・北区・水泳初心者教室
7/20,27,8/3,10,17（木）王子プール
・東京・海の教室
8/4（金）～6（日）館山市 北條海岸

バレーボール
・東京都６人制男女バレーボール大会
女子 8/26（土）北本市体育センター
男子 9/18（月祝）北本市体育センター
■北区
・春季バレーボール大会ミックス大会

■大田区

１部予選 7/9（日）桐ヶ丘体育館

・大田スポーツ祭典 MIX 団体戦

２部予選 7/9（日）滝野川体育館

7/23（日）大森スポーツセンター

３部予選 7/16（日）赤羽体育館

■新宿区

４部予選 7/16（日）堀船小学校

・トリオマッチ卓球大会

１～３部決勝 7/30（日）赤羽体育館

7/23（日）新宿スポーツセンター
■中野区
・ハッピーカルテット大会
9/16（土）中野体育館
■世田谷区
・第 71 回世田谷オープン卓球大会
9/2（土）世田谷区総合体育館
■城南
・城南ブロック男女シングルスＰリーグ
7/14（金）大森スポーツセンター
■多摩
・多摩ハッピーカルテット団体戦
7/7（金）立川市 泉市民体育館
・第 12 回多摩ジュニア団体戦
8/2（水）立川市 柴崎市民体育館

2017 年７～９月

４部決勝 8/27（日）滝野川体育館

テニス
・2017 年サマーオープンテニス大会
7/1（日）有明テニスの森公園
・2017 年サマーオープン団体戦
7/9（日）有明テニスの森公園
■北区
・北区スポーツ祭典女子ダブルス大会
9/3（日）新河岸川コート
・北区スポーツ祭典男子ダブルス大会
9/17（日）新河岸川コート
■練馬区
・練馬スポーツ祭典テニス大会
7/22（土）23（日）30（日）土支田庭球場

サッカー
■北区
・北区スポーツ祭典サッカー大会
8/6,20,27（日）荒川サッカー場他

バドミントン
・第 10 回ＮＪＳＦクラブ対抗ミックスリーグ戦
7/8(土) 北区桐ヶ丘体育館
・第 20 回東京夏季高校生オープン
7/25(火) 大森スポーツセンター
7/26（水）赤羽体育館
■新宿区
・第 38 回新宿団体リーグ戦
7/17（祝）新宿スポーツセンター
■荒川区
・第６回荒川スポーツ祭典混合ダブルス
8/12（土）荒川総合スポーツセンター
■練馬区
・練馬スポーツ祭典バドミントン大会
8/13(日)8/19(土)光が丘体育館

ウォーキング
・中野をブラ散歩
7/9（土）大江戸線新江古田駅 9:45 集合
・反核平和ウォーキング
7/16（日）西武線拝島駅 10:45 集合

～ 編集後記 ～
先日、オリンピックパラリンピッ
ク会場問題でスポーツ連盟理事
と東京都庁職員との懇談に参加
しました。行政の対応は、まあこ
んなもんだろと予想した通り、自
分達の立場の枠を越えないよう
な対応で、消極的な印象です。
色々な所に働きかけていかない
と時間もかかるしお金もかかる
んですが、これが行政の問題で
あると思うが、、、（佐藤正美）

