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厳しい暑さもようやくひと段落。第５４回東京スポーツ祭典が９月２日のｳｫｰｷﾝｸﾞから始まり、来年２月３日のスキー大会
まで９種目の競技で１４行事が開催されます。今回はウォーキング、テニスの様子をお伝えします。

江戸の水不足を救った玉川上水に歴史を知ろう

～東京・ウォーキングクラブ～

羽村・多摩川から取水四谷大木戸まで４３キロの玉川上
水。１６５３年、人口が増えた江戸の飲料水不足を解消するた
めに命を受け、玉川兄弟が多摩川の羽村から四谷大木戸ま
での標高差約１００ｍ、武蔵野台地の稜線を素掘りで８ヶ月余
りで作り上げた話は、皆さんもご存知と思う。これまでのウォ
ークで多摩川の堰を見たり、玉川上水緑道を歩いたりしてい
るが、今回改めて上水の歴史を意識して歩く。
前日からの雨も駅に集合した頃には上がり、羽村駅を１０名
で出発する。多摩川羽村堰の横に上水の取水口があり轟轟と音をたてている。玉川兄弟の銅像を見て改めて偉大さを知
る。しばらくは上水を眺めながら木々も多い緑道を行く。福生駅近くの宮本橋からは上水から離れ奥多摩街道を行くしか
ない。拝島駅近くの公園で昼食。上水を掘っても掘っても砂利の地層が水を吸い込んだことから由来した水喰土（みずく
らいど）公園だ。拝島駅からは反核ウォークでも歩く道。上水に泳ぐ鯉を見たり、緑道に咲く花を見たり楽しく歩く。が暑さ
もあり、参加者に疲れが出てくる。途中の上水案内看板で後○㌔後○㌔といいながら、やっと玉川上水駅に着く。約１４キ
ロ２万歩。喉を潤す店を探すが見つからず解散となる。参加者の提案でこの後も玉川上水を辿りたいという事で第２弾を９
月２３日に計画した。（東京・ウォーキングクラブ 板垣美和子）

11 月開催の全国大会出場者が決定！！

～東京スポーツ祭典テニス大会～

2017 年 9 月３日（日）駒沢オリンピック運動公園のテニスコートで東京スポーツ祭典を開
催しました。この大会は 11 月に埼玉で行われる全国テニス選手権大会に出場する代表選
手を選抜する大会で、各区テニス協議会（板橋、北、練馬、中野）から推薦を受けた選手及
び東京都テニス協会主催の大会上位者が参加しました。種目は全国大会と同じ７種目（男
子 D、女子 D、Mix D、壮年女子 D、男子 S、女子 S、壮年男子 S）で、それぞれの種目ごとに
リーグ戦或いは、リーグ戦の後トーナメント戦で試合をしました。晴
天に恵まれ、まだまだ気温が高い中、東京都からの代表権を得る
ために、選手の方々は汗を流して奮闘されました。
今年は関東での全国大会開催であり、東京から各種目 2 組の

男子 S 優勝の中村裕基選手

エントリーということで、1 回負けても、希望をつないで皆さんがんばっていたようです。大会の結
果は、東京都テニス協会のホームページに載せていますので、ご覧ください。（天川有美）
http://t-njsf.net/tennis/
MixD 優勝の竹中選手（左）・八田選手（右）

初出場の JOY と三井住友海上が全国大会出場権を獲得！！
９月１８日、第３回東京都６人制バレーボール大会（男子大会）が、８月
の女子大会に続いて、埼玉県の北本市体育センターで開催されまし
た。
この大会は、１１月に金沢市で行われる全国バレーボール大会の予選
大会として、行われたもので、出場９チームの中から、優勝、準優勝チ
ームに、全国大会の出場権が与えられる予選大会として位置づけら
れています。
予選リーグの組合せは、試合当日の朝に、抽選によって決定します。
常連チームも、初参加のチームも高い技術レベルの試合展開で、運
営に携わる東京ウォーキングの板垣さん、ミックスバレーボールセンターの宮本さんらは、「迫
力あるプレイの連続で、見ているだけでも面白い」という感想を述べていました。
全国大会出場権を獲得した２チームには、東京の代表として、是非、大活躍を期待して欲しい
ものです。
次の第４回東京都６人制男女別バレーボール大会は、２０１８年の４月７日（土）、８日（日）の２日
間、駒沢オリンピック運動公園屋内球技場で開催することが決まっています。４月からは、加
盟クラブを募って、新たに東京都連盟に加盟するバレーボールクラブが増えることを期待して、
活動を継続します。応援してくださいね。運営に当たった板垣さん、宮本さんお疲れ様でした。
優勝した JOY の選手

（萩原純一）

知っていますか！？２０２０東京五輪選手村土地投げ売り問題
２０２０東京五輪の選手村となる中央区晴海 5 丁目
の広大な都有地を、周辺地価の 10 分の１の価格で東
京都は大手デベロッパーに売却してしまいました。売
却価格はなんと 1 平方メートルあたり 9 万６７００円！！
東京の１等地銀座にも近いこの都民の貴重な財産を
土地開発法の解釈を捻じ曲げ半ば違法、脱法的手
法で業者に売り渡してしまったことは、厳しく正してい
かなくてはなりません。この件で、都民が都に対して
住民監査請求をしましたが、却下され、新たに住民訴

学習会には新聞社やスポーツライターなど多くの方が参加しました

訟を起こし、「晴海選手村土地投げ売りを正す会」を発足させました。このことは多くの新聞、テレ
ビ等マスコミでも取り上げられ、森友問題よりも桁違いの金額であることが、広く世間に知られ
るようになりました。８月３０日（水）には、新日本スポーツ連盟が構成団体として活動している「２０
２０オリンピック・パラリンピックを考える都民の会」が「投げ売りを正す会」と共催で、弁護団の淵
脇みどり弁護士を招いて学習会を開催しました。その中で、「土地を所有する東京都」が、自ら「施
行者」として再開発を計画し、「自分で認可」するという１人３役を演じているという異例の構図と
の解説がありました。今後の訴訟では、土地価格決定の経緯と内容の開示をもとめ、官製談合
の立証を進めていくことが報告されました。

淵脇みどり弁護士の講演

選手村は、五輪後には５０階建てマンションが２棟などの５６５０戸の住宅を整備する予定となっています。オリパラ都民の
会でも、１平方メートル当たり約１０万円の売却価格見直しを求めるとともに、ロンドン五輪のように一部を公共住宅として
整備するよう運動を行って行きます。
晴海選手村土地投げ売りを正す会では会員を募集しています！！ １口 1000 円 申込み、問い合わせは東京都連盟まで
TEL：０３－３９８１－１３４５ Email：njsf@tokyo.email.ne.jp

２月に開催された全国連盟の評議員会で加盟員を１０％
増の４５００人に増やすことが確認されました。組織の拡大
に向けて大きな流れを作り出そうと６月に組織拡大交流会
議が開かれ、それぞれの組織の課題や問題点などをあぶ
り出しました。その中で東京サッカー協議会の加盟が５チー
ムまで減少したことも話題となりました。東京都連盟理事
会では、サッカー協立て直しの手がかりはないかと、９月の
理事会にサッカー協議会から金沢陽さんを招いて懇談を
行いました。金沢さんからは、リーグ戦を行う会場確保が厳
しいことや年齢的、社会的な問題からチームを維持できなくなって退会が進んでいること、加盟チームでリーグ戦の会場
確保をすることや審判研修などをすることが負担となり、新規加盟にブレーキがかかっていること等様々な要因で減少し
ていると現状の報告がありました。東京都連盟には地域組織である北区連盟にサッカー協議会があり、今後、北区サッカ
ー協議会と会場の融通や交流試合等を行ってみてはどうかとの意見が出ました。また、人材不足でホームページの更新が
できず、外部への発信が困難であるとのことで、だれでも更新可能な FaceBook の立ち上げを、東京都連盟事務局が行
ってはどうかとの提案もありました。他にも新規事業等に最大 30,000 円が出る補助制度の活用で財政面でのバックアッ
プ、区外のグラウンド確保の協力など、多様な意見が交わされました。12 月に開催予定の大会に都連盟理事が足を運び、
加盟クラブの生の声を聞いてみようとの話もなされ、理事会全体で応援することが確認され、東京サッカー協への立て直
しに向けた小さな一歩を踏み出しました。

♪ 種目・地域を越えた交流を楽しもう ♪
東京都連盟には、１０の種目組織と７の
地域組織が日々活動しています。種目を
越えた横の繋がりを深めようと浮間公園
テニスコートで東京都連盟と北区連盟の
共催でテニス交流会を開催します。東京
テニス協にコーチをお願いしていますの
で、テニス経験ゼロの方も基本から教え
てもらえます。もちろん経験者もご参加
下さい。自身のスポーツとは異なる種目
で新たな発見や人との交流でスポーツの
楽しさを更に深めてみませんか？
お問い合わせ、申し込みは東京都連盟事
務局までお願いします。
（TEL：０３－３９８１－１３４５）

テニス交流会参加者募集中！！

東京都連盟スポーツカレンダー
卓球
・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
・2017 年度後期プログレスリーグ
12/5（火）東京体育館
■北区
・レディースペアマッチ大会
11/13（月）滝野川体育館
■板橋区
・初冬ダブルス大会
12/9（土）上板橋体育館
■中野区
・中野スポーツ祭典 個人戦
11/23（祝）中野体育館

2017 年 11～12 月

水泳
・第 33 回東京年齢別水泳大会
11/3（祝）東京辰巳国際水泳場
・第 18 回中長距離大会
12/23（祝）東京辰巳国際水泳場

テニス
■北区
・北区スポーツ祭典男子団体戦
11/5（日）新河岸川コート

■多摩
・多摩ＡＢＣ=ＸＹＺ団体戦
11/18（土）立川市 柴崎市民体育館

11/10（金）新河岸コート
■練馬区
・第 24 回ウイークデイマッチ
11/30（木）12/7（木）夏の雲庭球場

バレーボール

11/18（土）12/3（日）赤塚体育館
・Mix バレーボールオープンリーグ大会
12/16（土）赤塚体育館
■北区
・北区スポーツ祭典ミックス大会
（予選）
１部 11/5（日）西浮間小・十条台小

■町田

２部 12 月 3 日（日）赤羽体育館

・お楽しみ交流大会

３部 12 月 17 日（日）赤羽体育館

11/18（土）町田総合体育館（サブ）

４部 11 月 19 日（日）西浮間小

ランニング

（決勝）

・月例多摩川ロードレース
11/12（日）国立市営河川敷グラウンド横
・月例赤羽マラソン
11/26（日）荒川河川敷
・第 16 回検見川クロスカントリー大会
12/17（日）東京大学検見川総合運動場

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♪

12/23（祝) 新宿スポーツセンター
■北区
・北区スポーツ祭典バドミントン大会
12/23（祝) 桐ヶ丘体育館

バスケットボール
・北区スポーツ祭典バスケットボール大会

・レディースバレーボールオープンリーグ大会

12/12（火）世田谷区総合体育館

・第 39 回新宿団体リーグ戦

・女子ダブルス大会

・のりのり大会プログレスリーグ

・男子・女子ペアマッチ大会

11/3(金) 新宿スポーツセンター

■北区

■板橋区

■世田谷区

・新宿スポーツ祭典シングルス大会

■板橋区

■大田区

11/22（水）大森スポーツセンター

■新宿区

1~4 部 12/24（日）赤羽体育館

野球
■北区
・北区スポーツ祭典野球大会
11/12（日）中央公園野球場

バドミントン
■荒川区
・荒川スポーツ祭典バドミントン大会
11/4(土) 荒川総合スポーツセンター
■板橋区
・板橋スポーツ祭典高校生オープン大会
12/26(火) ２８(木)上板橋体育館

11/3（祝）桐ヶ丘体育館

サッカー
■北区
・北区スポーツ祭典サッカー大会
11/5,19(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
・三鷹の街から緑豊かな神代の森・調布へ
11/12（日）JR 三鷹駅 9:45 集合
・和紙の里小川町
11/25（土）東武東上線小川町駅 9:45 集合

スキー
・山スキーの集い
11/10（金）19 時 豊島区生活産業プラザ

～ 編集後記 ～
東京五輪招致の賄賂疑惑
が、疑惑ではなく事実だった。
褪めるよな。プレゼンでは、「放射
能は完全にブロックされて」など
と言っていたけど、その後のなり
ゆきは大変に深刻な状態だ。
そして、晴海の選手村土地を
投げ売りして、１０００億円も値引き
して建築業者を大儲け させ る。
「都民の財産を投げ売った責任
とってよ」と叫びたい。東京五輪
が持続可能なオリンピックのモデ
ルになるのか心配。（萩原）

