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５４名が志賀高原を滑走
千葉県スキー協議会（準備会）
千葉県スキー祭典が昨年に引き続き２月１１日
（金）～１３日（日）長野県・志賀高原スキー場

教室は１６時３０分までとし、班毎にホテルに
帰り、１８時から夕食、その後班別の交流を行な

で開催されました。

いました。

前シーズンの反省から昨年の９月、１回目の役
員会を開催し、スキークラブだけでなく商工団体
などにも宣伝を行なうことにしました。。
その結果今回は指導員・事務局を合わせ５４名

２日目
７時３０分朝食、教室は班毎に行動開始。１６
時３０分までにはホテルに帰るとの事でゲレンデ
に向かいました。

の参加がありました。昨年より１０名の増加です。
１０日（木）２０時３０分に千葉市役所を出発、
２１時にＪＲ津田沼駅モリシア横で津田沼からの
参加者を乗せ志賀高原へと向かいました。
途中の渋滞もあり、現地には朝３時３０分に到着。
各自部屋にて就寝し、朝からのスキー教室に備え
ました。
第１日目
８時朝食、９時にホテル前にて開校式。１０時
から各班に分かれてスキー教室を開始しました。
（本田班の皆さん）
１８時から夕食、その後全体で交流会を行ない
ました。

（開校式の後、全員で写真を撮りました）

初めての志賀高原ですごく広くて雪質も良
かったです。コブが沢山あり、初心者には大
変でした。食事は美味しく量もちょうど良かっ
たと思います。スキー教室はカービングスキー
の基礎をみっちり教えていただき勉強になり
ました。少しは上達できたようです。
楽しくけがなく、２日半を過ごすことがで
きました。

事務局の方々、いろいろお世話

になりました。（本田班）
（クイズで盛り上がりました）
３日目
朝食後フリータイムとし、午前中は各自でスキー
を楽しみました。もちろん単独で滑走することの
ないよう複数で行動してもらいました。
１２時３０分、ホテルに戻り、昼食・入浴後、
１４時にホテルを出発し、千葉に向かいました。。
ＪＲ津田沼駅モリシアを経由し、２１時に千葉
市役所到着、それぞれ家路につきました。
なお、第１日目に体調を崩した参加者も直ちに
入院・加療し、順調に回復、｢来年も是非参加し

ゲレンデは良く滑りやすかったです。
スキーヤー、ボーダーが多くて危なかった
です。動く歩道が動いてなかったですね。
リフト券が高いようなので、団体割引とか
交渉して安く出来ないものでしょうか。次
回は是非お願いします。食事もスキー教室
も良かったです。カービングスキーができ
るようになりました。
バスの座席が決められていました。次回
再検討をお願いします。（鳴海班）

たい｣と話してくださいました。
参加者の声を紹介します。
今年は雪が多く、どのゲレンデもとても良
かったです。食事は内容も多く、味も満足で
した。スキー教室は基礎的なことをキチッと
教えていただき、こちらも満足でした。
板の立ち位置を決めること、足裏の使い方で
丸くなる背中も少し伸びた気がします。あり

（志賀高原山頂から）

がとうございました。
今回の参加者では２番目に高齢者でしたが、
滑っている間は年齢を忘れました。来年も参
加できるよう日頃から健康に気をつけること
を心がけたいと思います（佐藤班）

座面が材木そのもののリフトは懐かしく良
かったが早く替えて欲しいと思いました。
高速リフトが多いのは良かったですね。連休
なのに営業していないレストランがあるのに
は驚き。宿の食事は良かったです。風呂が２
４時間入れるのも良かったと思います。ロビー
に新聞があると良い。スキー教室ではまだま
だ練習が足りないと思いました。スキー用語
の勉強も必要と思いました。略 （伊藤班）
ゲレンデは短時間でいろいろな場所に行け
てよかったです。食事は魚とか鍋とか美味し
かったですねー。（本田班）

（第４５回千葉県スキー祭典から）

千葉県野球協議会
総会・審判講習会を開催
２月１９日（土）千葉県野球協議会は他の協議
会より一足早く２０１１年度の総会を千葉県スポー

審判員の心得を強調

ツ科学センターで開催しました。
小柴 晃理事長の挨拶に続き、脇村事務局長が

総会後、直ちに審判講習会を開催しました。

２０１０年度の活動報告と２０１１年度の方針を

この日は研修室内で加藤祥夫関東ブロック審判部

提案しました。そして会計報告とともに承認され

長を講師に座学を行いました。

ました。

加藤氏は審判員に関する心得として
①ボールから目を離さずプレイに正対すること。
また、総会に先立ち浅沼義明県連盟理事長が、
４０年間の連盟活動を基に、今年から新たな連盟

②プレイは止まって見ること
③大きな声で、力強くコールすること

づくりに取り組む決意を表明しました。

強調しておられました。

を特に

承認された役員は下記の方々です。
理事長
小柴 晃
副理事長 赤坂富士美

翌日は美浜ふれあい広場にて実技の講習を行い
ました。参加した受講者からは｢審判の大切さを

副理事長

あらためて感じ、大変勉強になった。｣との感想

三上昭二（兼審判部長）

副審判部長 佐藤孝男
事務局長
理事

審判部事務局 福田勝明

脇村元夫 事務局次長
槙かがり
郡司国重（兼管理担当）徳田 稔（全国担当）

を頂きました。

加者がもっと多ければと残念に思われました。

伊南恵介（会計監査）田久保孝一（会計監査）

スト ラ イ ク
の判定

総会後第４５回全国軟式野球大会千葉県大会の

しっかり立っ

キャプテン会議をおこないました。
初めに前年度優勝チーム栄町クラブＺから優勝

てから

旗の返還があり、試合の進め方の確認後、各部毎
に抽選をし、対戦相手を決めました。最後に選手
宣誓があり、キャプテン会議が終了しました。
優勝旗を
返還する
栄町クラブZ

折角の審判講習会だったので参

ファ ールのジェ
スチャー はっきり
手を挙げて

加盟杯大会に３５チーム
千葉県卓球協議会

千葉県卓球協議会に加盟しているクラブによる
恒例の加盟杯大会は２月１１日（祝）幕張勤労市
民プラザで開催されました。
卓球協議会は通常加盟・非加盟にかかわらず誰

第３位

Team浦安

第３位

だけ加盟クラブの会員のための大会を行っていま

Ｄブロック

す。今回は男子１０チーム、女子２５チームが参
加しました。日頃からよく顔を合わせているチー
ある大会でした。

平田

村田）

第１位 千城クラブ（B)（五十嵐 犬伏 吉田）
第２位 あすなろ
（園田 神田 座間）

でも参加できる大会を開催していますが、年１回

ムによる大会とあって、和やかで楽しい雰囲気の

（栗田

Ｃブロック

ラッキーズ

（荒川

樺澤

中村）

第１位
第２位

千城クラブ（A)（岩瀬
蘇我プラザ
（新田

湯本
柳沢

金子）
梶山）

第３位

フォルテ

永沢

鈴木）

（三浦

Ｅブロック
第１位
第２位

ＡＯＫクラブ（大島
さざんか
（渡辺

第３位

富士AEクラブ②（滝口

能瀬
佐藤
矢代

青木）
石原）
斎藤）

結果は下記の通りでした。

男子団体戦

加盟杯に出て初めて勝つことができました。
楽しかったです。また出たいと思いますので

Ａブロック
第１位 Ｃｈｉｓｓｏ（前川

吉田 豊田）

第２位

船橋卓友会①（渡辺

益子 横山）

第３位

ＡＯＫクラブ（堀田

鈴木 雫石）

Ｂブロック
第１位 なのはな君津（熊谷

上村 山口）

第２位 エリア２２（片野 河村 安永 松本）
第３位

船橋卓友会②（竹村

田中 松崎）

女子団体戦

よろしくお願いします。（ＡＯＫクラブ）

加盟杯は年々高齢化しているので、①ダブ
ルス②シングルス③ダブルスか、全てダブル
スの方が良いと言う意見もあります。人数は
４名で検討をお願いします。一日楽しかった
です。（船橋卓友会）

Ａブロック
村元 高月）

おかげさまで、３人のチームワークで勝つ

第２位 ユーカリクラブ（石埜 月野木 矢嶋）
第３位 西船ﾚﾃﾞｨｰｽ（津村 和地 矢野 吉尾）

ことが出来ました。お世話になりありがとう
ございました。（スマイルクラブ）

第１位

スマイル

（小川

Ｂブロック
第１位

富士AEクラブ（吉田

中村 近藤）

第２位 幕張ｼｪﾙ①（河西 藤田 川口 秋庭）

加盟杯の参加賞は干支のタオルと決まっています。
また全員何らかの賞品を貰うことができます。

クラブ紹介

チーム飛鳥

千葉県テニス協議会

②テニスの仲間の輪を広げることです。
チーム対抗や個人戦が終わりコートが開放になっ
たら、各チームの皆さん、我チームのメンバー
と遊んでください。楽しみにしています。

久々にテニス協議会加盟チームを紹介します。
１月に開催されたクラブ対抗テニス大会会場の高
浜コートにお邪魔しました。
①

クラブ（チーム）名

②

代表者

チーム飛鳥

③
④

連絡先
千葉市花見川区作新台
チームの概要（名前の由来・チームの特徴・

庄司秀則

練習日程・人数等）
名前の由来はチーム発足時のメンバーのAriga
Shoji Kimeta の頭文字をとってチームＡＳ
Ｋ⇒チーム飛鳥としました。当初４名の中で残っ
ているのは庄司夫妻のみです。
チームのメンバーは千葉市のグリーンウッドＴ
Ｃ、船橋市の習志野台ＴＣ、印西のスピンＴＣ
から試合好きな人を集めました。
２０～６０才の年齢構成。平均４５歳です。

（試合が終わってからも楽しんでいます）
⑥ その他（スポーツに関する情報・スポーツ連
盟に期待すること）
安いエントリー費用で沢山試合ができて、新
日本スポーツ連盟の役員の方にとても感謝して
います

テニス協議会の2011年度の
年間計画が出来ました。
第３０回春季テニス大会
４月２日（土）～３０日

５月１日（日）

※輪番停電のため中止を予定
第４７回千葉県スポーツ祭典（予選会）
８月６日（土）・１４日（日）・２０日（土）
９月４日（日）・１７日（土）・１８日（日）
（試合後コートに集まっていただきました）
練習は週末朝８：００～夕方まで一日中テニ
スができる環境です。相手がいない時は、球出
しマシンで遊んでいます。
メンバーの人数は２０名。発足時は４名でした
が、テニスの仲間の輪を広げました。
⑤ クラブのアッピール（２０１１年度の抱負等）

９月２３日（祝）天台庭球場他
第４７回千葉県スポーツ祭典（一般）
10月１日（土）・２２日（土）・２３日（日）
11月１３日（日）１９日（土）・12月４日
（日）・１１日（日）天台庭球場他
第１７回鈴木杯テニス大会
１月９日（祝）１５日（日）・２１日（土）

他のチームに比べると平均年齢が高いチーム
です。でもテニスをやり始めたのが遅いので、

２月４日（土）・１９日（日）・２５日（土）

現在テニスが楽しくて仕方ないというメンバー

３月４日（日）・１０日（土）・１８日（日）
３月２５日（日）高浜庭球場他

が大半です。２０１１年の抱負は①２０１０年
より各メンバーが一つ勝ち星を増やすこと。

第３回なのはなテニス大会

３・４月行事予定
３月 ３日（木）スリーダブルス卓球大会

４月

２日（土）第30回春季テニス大会

３月 ５日（土）第17回鈴木杯テニス大会

４月

３日（日）春季卓球大会

３月 ６日（日）野球協議会リーグ戦開始
サッカー協リーグ戦決定戦

野球協議会リーグ戦
４月１０日（日）野球協議会リーグ戦

３月１２日（土）第3回なのはなテニス大会

４月１７日（日）野球協議会リーグ戦

千葉県連盟総会

４月２４日（日）野球協議会リーグ戦

３月１３日（日）野球協議会リーグ戦
３月１９日（土）第3回なのはなテニス大会

第30回春季テニス大会
４月２９日（祝）野球協議会リーグ戦

３月２０日（日）野球協議会リーグ戦

４月３０日（土）第30回春季テニス大会

第3回なのはなテニス大会
３月２１日（祝）野球協議会リーグ戦
３月２７日（日）春季バドミントン大会

第４５回全国軟式野球大会

参加チーム一覧

千葉県野球協議会

１ 部
福井電機
ＢＧＳ

栄町クラブＺ

ＷＩＬＤＷＯＬＦ

千葉北ＢＵＬＬＢ

東日本大震災・福島原発爆発のため３・４
月行事に大幅な変更があります。

第４５回全国軟式野球大会
千葉県大会について
期

日

２０１１年３月６日～９月２３日
優勝チームは関東大会に出場

会

場

千葉公園球場

有吉公園球場

美浜球場
企業庁球場

犢橋球場
青葉の森球場

ＳＡＮＳ

マイナーズ
リコージャパン千葉
ＣＣＲ
ＣＫＧファイターズ
ポンキーズ

古市場公園球場

中田スポーツセンター

２ 部
京葉スターズ

アルティメッツ

ＢＲＯＴＨＥＲＳ
ＡＳＡＨＩＪＡＰＡＮ
アクティヴズ

ＫＡＤ

花見川デンジャラス
ヤングバンブー

ＦＣ

シャープ幕張

スクラッチ
３ 部
太陽電設

放医研

海浜ブラザーズ
アクセルズ
謹医協

ホーネッツ クレパレ

コート

京三

ＺＥＵＳ

バース
レインボー

方

法

天台球場

佐倉球場
天台軟式球場
１０試合のリーグ戦方式
（１０試合保障）
2011年度公認野球規則アマチュア内規

参加費

１チーム
９０,０００円
ボール代は別途（使用球は内外Ａ球）

関東ブロック大会
１０月４日

神奈川県を予定

全国大会
１１月１２日～１３日

愛知県を予定

関東から２チーム

４ 部
ＢＯＳＳ

宮野木公園球場

黒猫 シーホークス

隼

花見川Ｃａｔｓ
テルク
虚人スターズ
パインズ ジョニー 新スワップ
闘球会
東熱ダイナマイツ

主
主

催
管

新日本スポーツ連盟全国野球協議会
新日本スポーツ連盟千葉県野球協議会

後

援

ちば民報社

申込先

新日本スポーツ連盟千葉県野球協議会

問合せ

郡司
脇村

０４３－２５９－４３９４
０４７－４４７－６８５２

