
 7月２２日（土）に第２２回東京反核平和マラソンが開催されまし

た。7月 7日に国連で核兵器禁止条約が採択され、核兵器廃絶に

向けて歴史的な一歩を踏み出した直後での反核平和マラソンとな

りました。朝からじりじりとした日差しと厳しい暑さの中、東西南北

各コースから 73名のランナーが、「核兵器廃絶」「スポーツは平和と

ともに」を訴えてゴールの代々木公園まで走りました。東京都連盟

の全組織挙げての取り組みとして開催される反核平和マラソンは、

宣伝カーや給水車、救護班、また各コース約 2km置きに給水ポイン

トで、地域組織や種目組織のスタッフが、ランナーをサポートします。

沿道からは、道行く人やバス待ちの人からの「ハイタッチ」でランナー

にエールを送る場面もいつにも増して多かったとの報告がありました。

ゴールの代々木公園では、閉会式として「反核平和スポーツマンの集

い」を開催しました。初めて参加したランナーに感想を聞くコーナーで

は、直接、道行く人に反核平和を語りかけ、アピールすることができ

てとても良かったとの話がありました。最後に東京のうたごえから毎

年参加している辻陽子さんのリード、橋本静修さんのハーモニカ、東

京都連盟の萩原理事長のアコーディオン、集いにかけつけてくれた

東京のうたごえの大熊啓さんのギター演奏で、ランナー、スタッフ皆で平和の歌声を会場いっぱいに響かせて閉会となり

ました。（宮内泰明） 
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国連で核兵器禁止条約採択！！大きな前進のなかで 

～第２２回東京反核平和マラソン～ 

 



 平和、そして基地のない社会を！！ ～東京反核平和ウォーキング～    

7月16日（日）、猛暑の中拝島～フレンドシップパークま

でおよそ6キロを歩き反核平和をアピールしました。もとも

と反核平和マラソンを走ることができないけれど、反核平

和運動に参加したいという目的で始められ 5回目となり

ます。今回参加 12人の中の千葉から参加の鈴木さんは、

チラシをみて参加してくれました。スポーツ連盟千葉で、理

事でも運営委員でもないけれどアピール活動に同調した

のだそうです。そのような参加者が増えるといいと思いま

す。 

7月７日に国連で核兵器廃絶条約が採択された記念すべ

き年です。フレンドシップパークでの「横田基地撤去」を求

める集会も 100回ということでたくさんの参加がありま

した。私たちもデモに参加して平和を訴えました。 

ぜひ来年はたくさんの方の参加を期待します。  （小林章子）      

 

OUVCが初優勝！！ ～第３回東京都６人制男女別バレーボール大会～ 

８月２６日、東京都連盟が主催して３回目のバレーボール大会を埼玉県

北本市体育センターで開催しました。出場回数３回が３チーム、２回が１チ

ーム、そして初出場の３チームの合計７チームによって、競技が行われまし

た。１１月に行われる全国大会（金沢市）の予選という性格のこの大会で、

白熱した試合が多く、大会を盛り上げました。 

 決勝戦は、予選リンク戦で一度対戦したカードとなりました。周囲の期

待は、予選の結果を覆してくれるのかというところでしたが、初出場のＯ

ＵＶＣが危なげなく初優勝を飾りました。ＯＵＶＣは、町田市からの出場で、

メンバーの平均年齢が２３．７歳と若いチーム。身長１７０ｃｍを超える選手

が３人いて、攻撃力が１枚上でした。準優勝の東陵東京クラブも大変若

いチームで、はつらつとしたゲーム運びは、応援の人たちを巻き込んで、大いに盛り上がった大会となりました。 

 ＯＵＶＣと東稜東京クラブには、全国大会での活躍を期待しています。 

 大会のスタッフは、東京水泳協議会の須山さん、ミックスバレーボールセンターの宮本さんと萩原が担当しました。 

（萩原純一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フレンドシップパークの集会で連帯の挨拶 

優勝チーム OUVCの選手 



 

 

 

第６回荒川スポーツ祭典 フットサル大会 ～荒川区連盟～ 

8月12日（土）荒川総合スポーツセンターで行いました。一般

の部 2チーム、シニア＋女性ミックスの部で 4チームが参加。各

チームとも1ゲーム20分を4試合実施。一般の部ではFC BEE、

シニア＋女性ミックスの部では尾久六シニアが優勝しました。フ

ットサルは、重くて弾まないボールなので思いっきり蹴っても

中々遠くまで飛びません。狭いコートの中ですが、常に動いてい

ないといけないのですぐに汗が出てきます。素早くパスを回す

ことが大事で良いパスがつながると、とてもいい気分です。（荒

川区連盟 及川久男） 

第 46回東京海の教室 ～東京水泳協議会～ （千葉県・館山市、北条海岸） 

 今年の夏は天候不順で、夏休みに入っても日照時間

が少なく、海の教室もコンディションをとても心配してい

ました。 

 8 月 4 日、雨模様の中始まった練習は、一通りの泳力

チェック、多少の泳ぎ込みをしましたが、寒さもあり、早

めに切り上げることにしました。すっかり後片付けをし、

お風呂で暖まり、夕食前のくつろぎの頃、海は夕焼けに

染まってきました。 

 2 日目、雲は多いものの水温はどんどん上昇、温水プ

ール並の 30 度。遠泳班は遠泳技術の習得はもちろん、

集団での泳ぎ方を確認して泳ぎ込み、初級班は呼吸法

をしっかり習得して、泳ぐ距離を伸ばしていきました。 

 3 日目、朝から素晴らしい天気。遠泳班は早めの朝食

を済ませ、タクシーで出発地の沖の島海水浴場に向か

います。元気班はここから北条海岸を、にこにこ班は鷹

の島をそれぞれ目指して出発です。このコースは途中、

きれいな魚がたくさん見られるとあって、まわりの景色

より水中を覗いている方がほとんどでした。 

 にこにこ班は 2 時間で鷹の島に上陸、元気班も少々

の潮の流れに逆らいながら北条海岸に上陸しました。2

時間 58 分かかりました。水温が 28～29 度とかなり高

かったので、それほど冷えることもなく、泳いだ方全員が完泳をする事ができました。 

 オープンウォータースイミングはオリンピック正式競技にもなり人気もありますが、集団遠泳という独特な、この日本古来

の文化もまた、経験した人でなければわからない魅力があります。プールでは味わえない自然との関わりが面白いのです。

たくさんの人と一緒に泳ぎたい、そう願っています。（東京水泳協議会 穴原康子） 

 

 



～ 編集後記 ～ 

  最近、息子（5歳）とプールに行

くことが多い。まだ泳げないの

に、ヘルパーや浮き輪なしでもぐ

りたがる。もぐっては、溺れそうに

なり、助けるとまたもぐる、の繰り

返し。「もぐるのはいいけど、溺れ

ないでね」「『溺れる』って何？」

「・・・」  溺れることを知らずに、

もぐっていたのか…。（佐藤信樹） 

 

 
 卓球                    

・東京スポーツ祭典後期プログレスリーグ 

 10/11（水）駒沢体育館 

・第 29回 ＭＩＸ＆女子ペアマッチ 

 10/30（月）東京体育館 

・第 34回ハローレディース団体戦 

 11/1（水）東京体育館 

・第 1回ＭＩＸ＆女子ペアマッチ P リーグ 

 11/13（月）駒沢屋内球技場 

■北区  

・北区スポーツ祭典シングルス大会 

 10/1（日）赤羽体育館 

■板橋区  

・レディースシングルス大会 

 10/24（火）上板橋体育館 

■中野区  

・中野スポーツ祭典 団体戦 

 10/7（土）中野体育館 

・中野スポーツ祭典 個人戦 

 11/23（祝）中野体育館 

■大田区  

・のりのり大会プログレスリーグ 

 11/22（水）大森スポーツセンター 

■練馬区  

・第 35回年齢別ペアマッチ大会 

 10/14（土）光が丘体育館 

・練馬スポーツ祭典 男女別団体戦 

 10/21（土）光が丘体育館 

■多摩  

・多摩レディース ３ダブルス大会 

 10/11（日）柴崎市民体育館 

・多摩ＡＢＣ=ＸＹＺ団体戦 

 11/18（土）立川市 柴崎市民体育館 

■城南  

・城南ブロックＰリーグ 

 10/18（水）大森スポーツセンター 

■町田  

・2017年度卓球講習会 

 11/18（土）町田総合体育館（サブ） 

 ランニング               

・月例多摩川ロードレース 

 10/8（日）国立市営河川敷グラウンド横 

・月例赤羽マラソン 

 10/22（日）荒川河川敷 

・東京スポーツ祭典陸上競技大会 

 10/1（日）駒沢公園陸上競技場 

 

 

 

 

 

 

 

 水泳                    

・第 8回オールエイジ水泳大会 

 10/1（日）東京辰巳国際水泳場 

 テニス                   

■北区   

・北区スポーツ祭典女子団体戦 

 10/1（日）新河岸川コート 

・北区スポーツ祭典男子団体戦 

11/5（日）新河岸川コート 

■板橋区   

・男子団体戦 

 10/14（土）新河岸コート 

・女子団体戦 

10/28（土）新河岸コート 

■練馬区  

・秋のテニス教室 

10/15,22,29（日）夏の雲庭球場  

 ソフトボール              

■北区   

・北区スポーツ祭典ソフトボール大会 

10/22（日）中央公園野球場 

 バドミントン               

・第 4回赤羽オープン団体戦 

 10/14(土) 北区赤羽体育館 

・第６回城北オープン団体戦 

 10/21(土) 北区立桐ヶ丘体育館 

・第 54回東京スポーツ祭典バドミントン大会 

 10/28(土) 荒川総合スポーツセンター 

■練馬区  

・練馬秋季バドミントン大会 

 10/28(土) 練馬区立総合体育館 

■新宿区  

・新宿スポーツ祭典シングルス大会 

 11/3(金) 新宿スポーツセンター 

■多摩区  

・第 14回多摩バドミントン団体戦 

 10/14(土) 稲城市総合体育館  

 サッカー                 

■北区   

・北区スポーツ祭典サッカー大会 

 10/1,15,22（日）荒川サッカー場 

・北区スポーツ祭典フットサル大会 

 11/12（日）浮間子どもスポーツひろば 

 ウォーキング             

・森林公園 ケイトウの花がいっぱい 

10/8（日）森林公園駅 9:45集合 

・妙正寺川を行く 

10/14（土）JR高田馬場駅 9:45集合 

・集中ウォーク 赤坂迎賓館前広場 

10/28（土） 集合 14時 30分 

 スキー                  

・2017プラスノー講習会 

10/14（土）15(日)丸沼高原スキー場 

・山スキーの集い 

11/10（金）19時 豊島区生活産業プラザ 

 剣道                   

・第 54回東京スポーツ祭典剣道大会 

10/22（日）東京武道館 第二武道場 

 

 

東京都連盟スポーツカレンダー 2017年 10～11月 

第 7 回ゆりかもめリレーマラソン 

11/23（祝）東京臨海広域防災公園 

４～10 人のチームを作り、一周約

1.3km の周回コースをタスキリレー

で 42.195km を走ります♪ 


