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3 月 16 日（土）に豊洲文化センター第二研

修室で第 51 回定期総会が開催されました。４

７期の東京都連盟の活動の総括に続き、４８期

の方針を宮内事務局長が提起しました。４８期

の活動では、12000 人の組織を目指して都民

スポーツの要求に応える魅力ある組織を構築

し、仲間づくりを広げて行こうと訴えました。ま

た全組織を挙げて人材発掘と世代継承の準

備するよう呼び掛けました。ひろば読者拡大に

ついても 500 名の目標を掲げ、理事会でも定

期的に話題にすることが方針となりました。

2020 年には東京五輪が開催されますが、都

立施設をはじめ区立の施設も利用制限による

影響が予想されます。東京都連盟として、都民

スポーツに影響が極力出ないよう関係各所へ

要請を行っていくことも提起されました。また

新設のスポーツ施設の後利用についても、情

報収集を行い都民が利用しやすい状況となる

よう活動していこうと呼び掛けました。 

今回の定期総会は今までとはスタイルを変

え、午前中に総括、今期の活動方針、予算決

算、理事会からの提起を行い、午後からは分散

会を実施しました。より多くの代議員に発言を

沢山してもらい、東京都連盟の課題を一緒に

考えようとの思いで分散会としました。分散会

では「魅力あるクラブづくり、仲間づくりをすす

めていくには」をテーマに約８人を１グループとし

て５つの班で話し合いました。（詳細は次ページ

に掲載）  

４８期の理事会は、新理事長に小林章子さんが就任しました。竹折冨美子さん（新宿区連盟）、守重智弘さん（板橋区連

盟）、中根良光さん（東京都テニス協）、出崎福男さん（東京スキー協）が新理事として、監査に江川照子さん（練馬区連盟）

が加わりました。５期１０年理事長を務めた萩原純一さんは顧問に、理事の大平一夫さん（北区連盟）、監査の吉田巳蔵さん

（練馬区連盟）は退任されました。議案は代議員の全会一致で採択され閉会となりました。 
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３月１６日（土）に行われた定期総会では、午後から「魅力あるクラブづくり・仲間づくりをすすめるには」とのテーマで理事

を進行役として分散会を実施しました。分散会に先立ち新しいアイディアを１つ見つけようと題した「アイディアシート」を配

布し、「楽しく活動していくには?」「楽しくスポーツするには?またきっかけをつくるには」との設問にそれぞれ記入してもら

い、そのシートを基に５つのグループ（A 班～E 班）でテーマについて討論、意見交換を行いました。当日配布したアイデアシ

ートには沢山の発想、考えが記入されておりこの分散会での討論とともに、今期の東京都連盟の活動の指針にしていきた

いと思います。代議員からも非常に有意義な総会だったとの感想も多く聞かれ、初めての試みでしたが成功裏に閉会しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新任のごあいさつ 

新日本スポーツ連盟東京東京都連盟理事長 小林章子 

 

私は東京卓球協議会所属ですが、もともとは杉並卓球協議会で活動をしていました。ですから地域組織の困難と

種目組織の多忙さを経験してきました。東京都連盟の加盟が減少している課題があります。加盟クラブや仲間をど

うやって増やしていくか取り組まなくてはなりません。また身近にせまった2020東京オリンピック・パラリンピックの施

設問題についても都民の多くが利用しやすくなるよう活動をしていきます。私たちはスポーツ団体ですから、基本は

オリンピック・パラリンピックを応援していきたいです。でも、オリンピック・パラリンピックのために私たちのスポーツ活

動が低下することはオリンピック憲章にそぐわないと思います。 

オリンピック・パラリンピックのレガシーとは、施設やインフラの充実ではありません。スポーツの素晴らしさと国際交

流を国民のものとすることです。都連盟の理事会には新しいメンバーも加わりました。いろいろな意見が反映する理

事会にしていきたいです。 

各班の発表内容

魅力ある競技大会の工夫。新種目への挑戦（バイアスロン、平和マラソン+自転車等）

東京都連盟全種目がまとまって種目の紹介、体験会のような場を作る。

スポーツ連盟の活動を知ってもらうことが重要。組織をまたいで横の繋がりをもつ。

現会員が友人を誘って会員を増やしていく。SNSの活用も必要。

A

B

C

D

E

ひと言でキーワードは「集う」。人の輪が広がって楽しい活動が出来るような工夫を行う。

一人で黙々と練習している人に積極的に声かけ「ナンパ」を行って仲間を増やす。

「ハダカの付き合い」のできる関係づくり。

スポーツ連盟が独自のルールを発明して新しい競技を作るのもよいのではないか。

勝つこと、負けることを共有し、一緒に技術向上を目指す仲間づくりが出来る環境が必要。

リーダーシップを発揮できる人材の確保。いつでも出来る場所、人、仲間。

呑みニケーションが大事。楽しい行事の企画やクラブ運営を１人１役、みんなで運営する。

地域での利用料金格差があるので、他地域と意見交換が必要。

新宿区の利用料金は非常に高いので、交渉して減額を勝ち取りたい。

同じ時間、同じ場所での練習することが大切。クラブ活動を生活の一部にする。

コミュニケーションが取れる行事、企画を開催し仲間に会える楽しみができるクラブにする。

SNS等での発信力を強化する。

班ごとに配布された模造紙に工夫を凝らして記入して、代議員に発表してもらいました（左から、橋本百々子さん、江川照子さん、丸橋みちさん） 



 

 

 

 

 

 ３月２日（土）～３日（日）にかけて菱ヶ岳で山スキーを楽しんできま

した。１日目はキューピッドバレイのゲレンデで「ぶなの木スキークラブ」

浅井さんのご指導で翌日の山行に役立つようなスキー技術やスキ

ー場のコースの圧雪していない所でその場や雪の状態に適した滑り

方を試してみました。 

 1日目は幸い天気がよく早朝の 1本目は凍っていて、がりがりの雪

面でしたが、気温が上がると次第に板が滑るようになったので嬉し

くなってきました。浅井さんの要求する滑りはなかなかできませんで

したが、楽しく滑り終わりました。 

 2日目は、東京マラソンでは冷たい雨のため大迫選手が低体温症

になったくらいでしたが、上越は、最低気温３℃、最高気温７℃で曇り、風も弱く一部晴れ間もあり、上々の出だし。同行する

全国の方々と自己紹介の後、ビーコンチェック。ゴンドラリフトを降りた後、シールをつけて菱ヶ岳（標高 1129m）の南側の

沢から入山しました。前日下見をしていただいたそうで、トレースがついていて、前日よりも30分以上早く約50分で稜線に

着いてしまいました。３６０度の眺望で妙高山や黒姫山、ほかにもたくさん望むことができましたが、なにしろ新潟の山に来

るのも大学１年以来でしたので、わからない山ばかりでした。稜線上で、休憩場所を見つけ、シールをはずします。沸かしたお

湯で入れていただいた本格的なコーヒーをいただきながら、しばし、景色を楽しみました。そして休憩後、山をおります。樹林

帯といっても樹木の間が広く、雪が多いので灌木もすっかり埋まっています。雪質はふわふわがもう少し固くしまったよう

な状態で素人でも滑りやすく、あっという間に出発地に着いてしまいました。（宮澤敦子 スキーメイト３月号より抜粋） 

 

JOCへ招致をめぐる贈賄疑惑解明を求める申し入れを行う 
２０２０年東京オリンピック・パラリンピック招致をめぐる贈賄疑惑で、

招致委員会理事長を務めていたＪＯＣの竹田恆和会長にフランス司法

当局の捜査の手が及んでいることが明らかになりました。そこで、3月

8日（金）に新日本スポーツ連盟東京都連盟や市民団体で構成する「２

０２０オリンピックパラリンピックを考える都民の会」は日本オリンピック委

員会（JOC）を訪問し、招致をめぐる贈賄疑惑解明の申し入れを行いま

した。JOCからは細倉浩司事務局長が応対しました。 

 オリンピック憲章の重要な構成部分であるＩＯＣ倫理規程第 2 条にお

いて、オリンピック関係者は「常に最高レベルの高潔性を持ち行動しなければならない」「いかなる詐欺行為または不正行

為も慎まなければならない。また、オリンピック・ムーブメントの評判を傷付けることが予想される行動をしてはならない」と

明記しています。この点から見ても竹田会長および当時の招致委員会理事会の言動は、ＩＯＣ倫理規定違反の疑いが濃厚

であることから、以下の 3点について要請を行いました。 

１、シンガポールのコンサルタント会社の関係者およびディアク親子に直接コンタクトし、2億 2千万円の資金の使途を解明

すること。 

２、シンガポールのコンサルタント会社をはじめ契約したすべてのコンサルタント会社との契約内容を明らかにし、特に、契約

金の使途と支払った資金が不正に使われることがないよう契約上の適切な措置をとっていたかどうかを明確にするこ

と。 

３、こうした真実の解明を実現するため、客観的な性格を持つ特別調査委員会を設け徹底した疑惑の解明を進めること。  

２日目の稜線トップで 

JOCがはいっている岸記念体育館 



～ 編集後記 ～ 

  「令和」という元号がこれから出

回るのだが、元号を使う国は、もは

や日本だけと聞く。なにか、日本の

風習を重んじることに異論をさしは

さむことをためらう節があるが、こ

の機会に元号はなくして西暦で物

事が進むのが合理的かと思うね。

莫大なお金が絡むと思うとなおさ

らだね。また、数十年後に、同じこと

を繰り返すのかね。（萩） 

 

 
 ランニング       

・月例多摩川ロードレース 

4/1４(日）国立市営河川敷グラウンド横 

・東京ビビチッタ 

 4/20（土）荒川河川敷 

・月例赤羽マラソン 

 4/2８（日）荒川河川敷 

・第 44回ふれあい赤羽駅伝大会 

 5/12（日）荒川河川敷 

 

 

 

 

 

 

 

 水泳           

・第 27回東京辰巳水泳大会 

5/2（祝）東京辰巳国際水泳場 

・第 48回東京海の教室 

８/２(金）～４（日）館山北条海岸 

・第 10回オールエイジ水泳大会 

８/１８（日）東京辰巳国際水泳場 

 卓球          

・第 55回全国大会予選大会 

 4/27（土）年代別団体男女 エスフォルタ八王子 

4/27（土）一般団体男女 エスフォルタ八王子 

4/30（土）年代別個人 女子 大森 SC 

5/3（土）一般個人 男女 中野体育館 

8/3（土）年代別個人 男子 SUBARU SC 

・前期プログレスリーグ卓球大会 

 5/14（火）東京武道館 

■杉並区 

・杉並ペアマッチ大会 

  5/26（日）上井草スポーツセンター 

■中野区 

・第 33回中野オープン大会 

 4/28（日）中野体育館 

■新宿区 

・第 12回新宿 ABC-XYZ団体戦 

 5/2（祝）新宿スポーツセンター 

■大田区 

・大田スポーツ祭典 MIX団体戦 

 5/25（土）大森スポーツセンター 

■多摩 

・多摩シングルス P リーグ 

 4/14（日）柴崎市民体育館 

■町田 

・第 8回町田オープンペアマッチ 

 4/30（火）町田総合体育館 

 テニス         

・駒沢オープンテニス大会 

 4/21（日）駒沢公園 

・皐月オープンテニス大会 

 5/26（日）光が丘公園 

■練馬区 

・第 3回春季テニス大会 

4/6（土）土支田 男女初級ダブルス  

4/14（日）土支田 ミックスダブルス 

4/21（日）土支田 100歳 mixD/120歳 

■中野区 

・もえぎテニス大会 

5/12（日）哲学堂庭球場 

■北区 

・第 44回春季大会 

4/14（日）新河岸川 混合ダブルス 

5/3（祝）桐ヶ丘 ミックス団体戦 

5/6（祝）新河岸川 男子団体戦 

6/2（日）新河岸川 女子団体戦 

6/6（木）新河岸川 男女Ｓ 男女Ｄ 

6/23（日）桐ヶ丘 男女ダブルス 

 バドミントン      

・第８回赤羽オープン団体戦 

5/11（土）桐ヶ丘体育館 

・第 8回城北オープンシングルス大会 

5/12（日）赤羽体育館 

■板橋区 

・春季スポーツ祭典バドミントン大会 

 ５/１８(土）上板橋体育館 

■北区 

・北区春季バドミントンダブルス大会 

 ５/３(祝）桐ヶ丘体育館 

■練馬区 

・練馬春季バドミントン大会 

 4/6(土）光が丘体育館 

■中野区 

・中野春季混合ダブルスバドミントン大会 

 4/27(祝）中野体育館 

■杉並区 

・杉並春季バドミントン大会 

 6/23(日）妙正寺体育館 

■新宿区 

・第 34回新宿春季ダブルス大会 

 4/30(祝) 新宿スポーツセンター 

 ウォーキング      

・雑司が谷～坂の上と緑と消えた川～ 

4/14（日) 池袋駅西口広場前 9:45集合 

・府中用水・根川緑道の自然と歴史を巡る 

4/20（土) 南武線谷保駅 9:45集合 

・悠久の三輪の里山と古寺を巡る（町田市） 

5/18（土）小田急線鶴川駅 9:45集合 

・幕張新都心～稲毛海浜公園をあるく 

6/9（日) JR京葉線海浜幕張駅 9:45集合 

 スキー                  

・東北「鳥海山」 山スキー入門教室 

5/3（金）～5（日） 

・春の八甲田山 山スキー入門教室 

5/3（金）～5（日） 

・立山剣沢山 山スキー入門教室 

5/24（金）～26（日） 

 

東京都連盟スポーツカレンダー 2019年４月～８月 

第 24 回東京反核平和マラソン 

PEACE ランニング 

7/13（土）9：30 頃スタート 

東西南北４コース 

⇒神宮通り公園ゴール 


