
第４５回千葉県スキー祭典は昨年同様、志賀高

原を会場にしての開催となりました。

今年の参加者は２９歳の女性から７７歳の熟年

の男性まで幅広い年代の方々が参加、昨年より４

名多い３２名の参加がありました。

２月１９日

（金）の夜千

葉市役所及び

津田沼駅前を

出発し、早朝

現地に到着、

仮眠・朝食後

ゲレンデでの

開校式、各班

に分かれて教

室を行いまし

た。

１日目は午

後４時に教室を終了、夕食後各班に分かれて

ミーティングや交流。

２日目は更にいろいろなゲレンデを回りな

がらの講習と参加者の技術の向上に努めまし

た。夜は全体交流会と言う事で、本田氏の司会で

クイズや歌で大いに盛り上がりました。

３日目はフリーでの滑走となりましたが、更に

技術アップを目指し、コーチと一緒に滑る参加者

も多く見られました。

このスキー教室には全国スキー協議会の福田洋

吾氏も栃木から特別講師として参加、スキー教程

に基づく指導が各班で行われました。

昨年は吹雪に見舞われたましたが、今年は３日

間とも好天に恵まれ志賀高原のゲレンデを満喫す

ることができました

教室の開始に先立

ち受講者とコーチの

全員が揃いました

（広いゲレンデを自由に滑ることが出来ました）
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参加者の声を紹介します（アンケートより）

ミーティング

にも熱が入り

ます

大村さんのマ

ヂック？

（交流会で）

「若者たち」

を大きな声

で歌いまし

た。

（いつまで

も若い！）

特別コーチの福田さんより千葉県スキー協議会

への熱きメッセージも寄せられました。

千葉県スキー祭典の歴史は古く、1975年の新日

本スポーツ連盟（当時新体連）の再建時からとな

ります。かっては千葉県にも４つのサークルがあ

りバス２～３台で祭典を企画したこともありまし

た。残念ながらそれらのクラブをまとめる事務局

体制が確立できず現在となっています。

昨年新たに《素喜人》が創立し現在２つのサー

クルがあります。地域でスキーサークルを立ち上

げていただける人を歓迎します。３つのサークル

が無いと正式なスキー協議会が出来ません。

たくさんのゲレンデがあり楽しかったです。

食事は質、量共に良かったと思います。２４

時間入浴が出来るのが良かったです。

スキー教室では全体のすべりの目標が明確

に指示されていたので私のような未熟者への

適切なアドバイスが具体的でありがたかった

です。いろいろなゲレンデに行けたのが良かっ

たです。

佐藤先生への感謝は言葉では言い尽くせま

せん。「この辺のゲレンデで自分の課題で自

由に滑ってみよう」という自由時間が３日目

にあり楽しかったです。

技術の習得という点では、遠くのゲレンデ

へ行くのはロスがあるかも知れませんが、お

楽しみ日として、奥志賀や丸池や熊の湯、横

手山などレッスンとしては行きづらいところ

にも連れて行ってもらえたら楽しさが増える

ような気がします。

事務局の方々、お世話して下さって方々、

本当にありがとうございました。（一部省略）

鎌ヶ谷から参加の山口さん

気温が上がった３日目を除けば日本一のスキー

場、とても良かったです。食事もお風呂も満足

でした。

横滑り、体軸の移動が良く分かりましたが、

まだまだ出来ません。１０人以上の教室でした

が十分に滑ることができました。交通機関のバ

スについては行きも帰りも気持ちよく運んでい

ただきました。主催者のみなさんありがとうご

ざいました 千葉市から参加の東條さん

早く３番目のクラブをつくり、千葉県スキー

協議会の結成を望みます。千葉の新日本スポー

ツ連盟の組織力、エネルギーを感じました。

参加者にネームプレートを着けてくれると

講師は助かります。ビデオ撮影をし、夜の交

流会の時に写し、相互評価し合えるともっと

良かったと思います。 ２人の補助がついて

くれたのは助かりました。（途中略）



一年ぶりのスキーサークル紹介です。

昨年新しく発足したサークルで、今年のスキー

祭典にはクラブこぞって参加していただきました。

①クラブ名 素喜人（スキーじん）

②代表者 鶴岡富彌

③連絡先 〒262-0032

千葉市花見川区幕張町2-2468

（事務局 真庭 宅）

④クラブの概要（名前の由来・クラブの特徴等）

「スキークラブをもう一つ作りたい」とのスキー

準備会からの声を伺い、それではもう一つ作ろう

と、今まで越年スキーやスキー祭典で知り合った

友達に声をかけ、結成しました。

（2010年 １月の合宿にて）

まずは楽しい集まりにしようと、みんなで楽しく

飲む・語る会を開き、年間計画を作りました。

それぞれの行事に担当者を決め、なるべくみん

なで会のために働くようにしています。

素喜人はみんなで作り上げていくものを基本に、

楽しく、飲み、語らい、滑る、素敵に喜ぶ人達の

集まりです。

④クラブのアッピール（１０年度の抱負等）

楽しいクラブを基本に全員の技術アップを計る

ため今年は指導員資格を複数で受験、合格を目標

にしています。そしてそれを刺激に後に続くよう

全員のレベルアップに繋げたいと考えています。

（スキー祭典にて）

前号に引き続き鈴木杯の残り、混合ダブルスの

結果をお知らせします。

１位トーナメント

優 勝 中村・中村組（フリー、フリー）

準優勝 安藤・秋山組（テニコミ千葉テニコミ千葉）

第３位 大場・菊池組（フリー、ラ･フェット）

同 大森・黒川組（フリー、ラ･フェット）

２位トーナメント

優 勝 板垣・向組（フリー、フリー））

準優勝 八谷・日向組（ラ・フェット）

第３位 稲垣・橋本組（生浜テニス・フリー）

同 山口・戸川組（フリー、フリー）

３位トーナメント

優 勝 畠山・畠山組（HIYAMIZUテニス団）

準優勝 秋庭・菅野組（フリー、フリー）

クラブ紹介

素喜人
千葉県スキー協議会（準）

鈴木杯テニス大会
混合ダブルスの結果



卓球協議会では年に１回、加盟しているクラブ

の大会を開催しています。

今年も２月１１日（祝）に幕張勤労市民プラザ

にて行ないました。今年はダブルス・シングスル・

シングルスの１ダブルス２シングルスのトリオマッ

チ形式で実施しました。

今年は男子１０チーム、女子３０チームが参加、

加盟している顔見知りのクラブ同士の対戦とあり

和やかな大会となりました。

この日は全員に参加賞として干支のタオルが配

られました。またリーグの最下位になったチーム

には全員くじ引きで景品も出されました

（１２台のコートを使いました）

結果は以下の通りです。

男子団体戦
Ａブロック

優 勝 翼の丘ＴＴＣ（弓場 国立 森田）

準優勝 船橋卓友会（松崎 五十嵐 出口）

Ｂブロック

優 勝 フェニックス（緑川 香川 浦川）

準優勝 中央クラブ（澤井 渡部 内海）

女子団体戦
Ａブロック

優 勝 西船レディース（和地 吉田 矢野）

準優勝 富士ＡＥクラブ（吉田 中村 近藤）

Ｂブロック

優 勝 幕張シェルＡ（樋口 河西 佐藤）

準優勝 フォルテ （三浦 永沢 鈴木）

Ｃブロック

優 勝 フリージア（簗田 小林 佐々木）

準優勝 幕張シェルＢ（川口（か）石原 秋庭）

Ｄブロック

優 勝 幕張シェルＣ（藤田 川口(安）菅原）

準優勝 青卓会Ａ （堀 榎本 古谷）

Ｅブロック

優 勝 あすなろ （園田 神田 座間）

準優勝 ラッキーズＢ（荒川 樺澤 中村）

Ｆブロック

優 勝 青卓会Ｂ（内藤 渡辺 田子）

準優勝 かずさ（山本 細谷 関）

１０回目を迎えました
加盟杯卓球(トリオマッチ)大会

最後までみんなで頑張って、３チーム同点

でしたが１位になれてとても嬉しかったです。

怪我もせず１日楽しく過ごさせていただき

ました。（かずさ卓球クラブ）

シングルスとダブルスの両方出来て良かっ

たです。２つのブロックで３台使うとき1･3

2･3は使いづらかったです。（あすなろ）

楽しい試合でした。皆様レベルが高いの

でもっと練習してまた参加させていただき

ます。３人の団体戦でしたが、４人にして

頂きたいと思いました。（菊間卓球クラブ）

試合数は多くありませんでしたが、どの試合

も盛り上がっていてとても楽しかったです。

来年もまた出たいです。（翼の丘ＴＴＣ)



第２８回全国スポーツ祭典は関東ブロックが主管

するということで、２００８年１１月１日（火）

に第１回祭典実行委員会を立上げて取り組んでき

ました。実行委員会のメンバーは都県連盟（東京・

神奈川・千葉）種目組織（陸上・卓球・バレーボー

ル・ミックスバレー・ソフトボール、バドミント

ン、野球、ソフトボール、ウォーキング・バスケッ

トボールなど）開催種目のメンバーを随時追加し

てきました。その後２～３ヶ月に１度の割合で実

行委員会を開催、祭典趣旨の検討、会場の確保状

況の確認等を行なってきました。

２００９年１２月１２日の第６回実行委員会で

正式に以下の役員体制を確立しました。

東京都へ補助金を申請しました。
２００２年の関東ブロック主管の全国祭典には

東京都から１３５万円の補助金を貰うことができ

ました。本来ならば０９年度のうちに申請をしな

ければならなかったのですが、諸事情のため申請

が遅れてしまいましたが、先日和食・伊賀野・萩

原・井上・吉成の各委員が都庁に出向きあらため

て申請をしました。

結果は近日中に決まるとのことですが、補助金

のある予算と補助金なしの予算の両方を考えるこ

とになりました。

第７回実行委員会より
２０１０年に入り１月３０日（土）第７回実行

委員会を開催、冒頭、萩原実行委員長から下記の

決意が表明されました。

第２８回全国スポーツ祭典は
関東ブロックが主管します

全国祭典ニュースから

決定しました！
祭典実行委員会メンバー

実行委員長 萩原純一（東京都連盟理事長）

副委員長 石川正士（神奈川県連盟理事長）

副委員長 浅沼義明（千葉県連盟理事長）

副委員長 吉野良司（埼玉県連盟理事長）

事務局長 吉成克実（神奈川県連盟事務局長）

財政担当 吉越悦子（全国ウォーキング事務局長）

ニュース担当金子泰夫（千葉県連盟事務局長）

上記の委員及び地域・種目祭典実行委員

東京都連盟 井上 宣・伊賀野 明

埼玉県連盟 加藤洋夫 神奈川連盟 田口二郎

陸上 佐藤靜雄・斉藤美樹江 テニス 村田 博

ウォーキング 吉野 勉・吉越悦子

バレー（6人制）田中邦雄（神奈川）卓球 岩波道子

ミックスバレー 萩原純一 スキー 石川正三

野 球 杉本博之・森本外光

水 泳 谷口 博・掘村和子

ソフトボール 中村章次・五十嵐 修

サッカー 佐藤哲宏・及川久男

バドミントン 村上知也・歌野原 洋

祭典参加選手に「さすが関東だ」と感じてく

れる大会にしたい。このためには、いつも通

りの競技会ではなく内外に「スポーツ祭典こ

こにあり」と知らしめるような大会にしたい。

ともするといつもやっている大会運営の流

れですませてしまうおそれがあるので、それ

を払拭する祭典にしていきましょう。よろし

くお願いいたします。

次回祭典実行委員会
期日 ４月２４日（土）１８時～２０時



２月２７日（土）千葉県野球協議会は千葉県青

少年女性会館で総会を開催し、２００９年度活動

の総括及び２０１０年度の活動方針を決定しまし

た。また第３４回全国軟式野球大会千葉県大会の

開会式及びキャップテン会議を行いいよいよリー

グ戦が始まりました。

（挨拶をする 小柴 晃理事長）

この大会は今秋１１月１３日・１４日東京で開

催される第２８回全国スポーツ祭典・関東大会予

選会の出場権をかけて行われます

今年の大会には昨年より１チームすくないもの

の４８チームが参加します

このコーナーではリーグ戦の結果を報告してい

ます。

今年は以下のチームが１部リーグとして戦います

栄町クラブＺ ＷＩＬＤＷＯＬＦ

福井電機 千葉北ＢＵＬＬＳ

Ｂ．Ｇ．Ｓ ＢＲＯＴＨＥＲ マイナーズ

リコー販売 京葉スターズＢＢＢ

アルティメッツ ＳＡＮＳ

尚この日は審判講習会（座学）も開催、加藤祥

夫関東審判部長がルールの解説や間違いやすいジャッ

ジなどについて講義を行いました

（ルールの解説をする加藤審判部長）

３月 ４日（木）レディース卓球大会

３月 ７日（日）野球協議会リーグ戦開始

３月１３日（土）シニアテニス大会 （天台）

なのはなテニス大会（稲毛）

３月１４日（日）野球協議会リーグ戦

３月２０日（土）なのはなテニス大会

３月２１日（日）なのはなテニス大会

３月２２日（日）野球協議会リーグ戦

３月２２日（祝）内房卓球連絡会結成大会

交流大会

３月２７日（土）春季バドミントン大会

３月２８日（日）鈴木杯テニス大会（予備日）

３月２８日（日）野球協議会リーグ戦

４月 ４日（日）春季卓球大会

野球協議会リーグ戦

サッカー協議会リーグ戦

４月１１日（日）野球協議会リーグ戦

４月１８日（日）野球協議会リーグ戦

４月２５日（日）野球協議会リーグ戦

４月１７日（土）卓球協議会総会

サッカー協議会総会

４月２３日（金）バレー協議会総会

４月２４日（土）テニス協議会総会

３・４月行事予定

第44回全国軟式野球大会千葉県大会が開幕
新日本スポーツ連盟千葉県野球協議会


