
３月１１日（金）の東日本大震災は１０００年

に１度とも言える未曾有の大被害をもたらし、１

万３千人もの死者そして現在もなお１万５千人の

方々の行方が分かりません。本当に心が痛みます。

千葉県では海浜地区を中心に液状化現象が起き、

これまた大きな被害となっています。

スポーツ連盟の事務所は幸いな事に、数年前に

亡くなられた大家さん（黒川さん）が普通のビル

の鉄骨の２倍の鉄骨を使用していたため書庫の本

が落ちることもなく、本棚に置いたピンポン球が

転げ落ちた程度で済みました。ただ、計画停電の

地域に当てはまり何度も停電となり、事務作業が

停止することがありました。

地震の翌日に計画していた第３９回千葉県連盟

定期総会は５月に延期しました。出席を予定して

いた代議員の方にはご迷惑をおかけしました。

また、地震の影響で公共施設の多くが損傷や計

画停電のために使用できなくなり、３月に予定し

ていたサッカー大会、バドミントン大会、テニス

大会、一部野球大会は中止といたしました。

４月に入ってからは、千葉県総合スポーツセン

ターをはじめ、点検作業が順次進行し、夜間は計

画停電も実施されないことからテニス、野球、サッ

カーの各大会が行われるようになりました。

テニスは高浜庭球場で、サッカーは県総合スポー

ツセンターで、野球は市内各地で予定されてる球

場での再開となります。

各地でロードレースが取りやめになっているた

め、５月２２日（日）開催の第９回青葉の森リレー

マラソンは開催するのかとの問合せがありました。

リレーマラソンについては青葉の森公園は地震の

影響がなく、電源もレンタルのバッテリーを使用

するため予定通りの実施となります。

連盟としては各会場で救援募金を訴えるのとに

していますので、ご協力をお願いします。

宮城県に支援に向かった和食昭夫スポーツ連盟

理事長の報告を掲載します。

石川正三副理事長（全国スキー協理事長）と私

は、３月２５日（金）新宿発２２時の仙台行き高

速バスに、東京都連盟や在京の連盟役員、各種目

の方々から寄せられた支援物資（ガスボンベ、水、

軍手、使い捨てカイロ、電池などなど）を持てる

だけもって乗り込んだ。仙台行き高速バスは私た

ちを含め６台が次々と仙台に向かった。

実家に帰る人、家族が宮城県にいる人たちでいっ

ぱいで緊張感がただよっていた。４人の女性の学

生グループに聞くと「家族はみんな無事だったが

とにかく直接会いたくて帰ることにした」と語っ

ていた。

＜１６年前の阪神大震災とは異なる様相＞

バスは仙台駅前に、午前５時０８分に到着。予定

の６時よりもずいぶん早く着いた。外は時雨模様

で寒く、何人かの人は迎えがまだ来ておらず困っ

ていたが、運転手さんが好意で６時まではバスの

中で待機しても良いとの便宜をはかってくれ、私

たちも大変助かった。

１６年前の阪神･淡路大震災の際、私は約２週間

後（１月３１日）に兵庫県連盟を訪問した。

この時は、三宮駅までやっと到着し周りを見渡
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さらに支援の絆を強めよう
＝宮城県連盟訪問記

新日本スポーツ連盟 理事長 和食昭夫

被害の現状と被災者の気持ちを胸に
未曾有の東日本大震災から１ヶ月



すとほとんどのビル・建物が倒壊あるいは大きく

傾き、ガラスはすべてくずれ落ちていた。

今回の仙台入りに当たっては、この１６年前の

記憶と今回の地震発生以来連日テレビで見てきた

大津波による鮮烈な惨状のイメージがあった。

仙台駅前は、信号は作動し、ある程度のネオン

や灯りもつき、ビルの倒壊はもちろん窓ガラスの

崩落も見えない。私の頭の中では、阪神の記憶と

今回の大津波の惨状と仙台の駅前のたたずまいの

間には大きな落差が生まれていた。

＜津波被災地を歩く＞

宮城県連盟の方々との約束の時間は午後１時。私

たちは、宮城県連盟の事務所までいって、持って

きた支援物資を事務所前に置き、身軽になって、

津波被災地を実際に見ておくことにした。事務所

のあるマンションは、よく見ると何カ所かの壁に

大きなヒビが入っていたり、エレベーターも故障

したままになっていた。しかし、建物そのものは

健在だ。事務所入り口には、すでに全国各地の労

山から寄せられた支援物資の段ボール箱が積み上

げられている。これは、明日（２７日）全国労山

と地元宮城労山の救援隊が被害の大きかった石巻

労山に届けるものだ。

＜海から５キロ地点で風景一変＞

私たち二人は、再び仙台駅に戻り、タクシーで津

波の被災地まで行ってくれるよう運転手さんにお

願いした。タクシーは仙台駅から海に向かってす

すみ、プロ野球・楽天のホームグランドのある宮

城野総合運動場を通過し、５キロ近く走った。こ

こまでは、屋根瓦が落ちている家はあっても仙台

駅前と同じく大きく破壊された建物は見えない。

ところがまもなくすると風景が一変した。津波

が襲った地域に入ったのだ。ここでタクシーを降

りて徒歩で海岸線に向けて歩いた。地図で見ると

ここ蒲生地区は農村地帯で、まわりは田んぼと畑

が広がっていたはずだ。ところが、田んぼには、

大量のガレキ、海岸にあったと思われる松の木が

根こそぎ流されて横たわっている。数え切れない

乗用車、トラックが田んぼの中に散乱し、田んぼ

ではなく「駐車場」だったかと思われるような状

況だ。

蒲生地区の海ぞいには大きな集落があるわけで

はないので、この田んぼにあるガレキ、車などは

どこかほかの場所から押し流されてきたものに違

いない。地図で確かめると蒲生地区の位置は、テ

レビでも繰り返し紹介された壊滅的な被害を受け

た「荒浜」地区のすぐ北隣である。ここのがれき

や車は、「荒浜」から流されてきたと思われる。

海水もまだ引いていない。今回の津波の恐怖を

実感させられた。蒲生地区には、海岸公園があり、

そこには、野球場、テニスコートがあった。しか

し、そのことを知ったのは、事務所に戻ってから

のこと。「海岸公園」の傾いた標識は確かに目に

はしたが、野球場もテニスコートもがれきの下に

なっていて、全く気がつかなかったのだ。

この大量のガレキと車、そして塩に浸かった田

んぼ、何から手をつけるのか、想像もつかない。

気が遠くなるようなくらしの再生と復興への道。



長期にわたる国民的な支援、それを支える人間

的な絆が試されているのかもしれない。

海岸の手前に水路がありそれを渡る橋が見あた

らず、引き返すことにした。海岸から仙台駅まで

は約１０ｋｍ。２時間５０分かけて仙台駅に戻っ

た。駅の近くのコーヒー店でしばらく休息。駅前

のアーケード街を散策。一見するといつもと変わ

らぬ「土曜日の繁華街」のようだ。

しかし、何かが違う。人出はあるのだが人々の

顔に「休日の開放感」がない。昼食を食べに入っ

たイタリアンレストランで食事をしている人も

「ランチを楽しんでいる」顔ではなかった。

昼食後再び宮城県連盟を訪れた。菊地理事長や

労山の仲間たちがいた。明日の石巻労山救援隊派

遣の準備をしていた。私たちが持参したささやか

な支援物資も直ちに支援物資として荷造りされ役

立ててくれた。

＜宮城県連盟拡大理事会＝安否の確認、被

災状況把握、必要な支援は＞

１時ちょっと過ぎから県連盟の拡大理事会がは

じまった。尾崎会長、菊地理事長はじめ８人が出

席。菊地理事長から今回の理事会について、「本

来今日（３月２６日）は県連盟総会が予定されて

いたが、今回の大震災をふまえ、全国各地からの

支援も受け、被災状況を出し合い全ぼうを把握し、

今後の県連盟の活動の見通しや検討課題話し合う

ことにある」という提起があった。私からは、

「今回の仙台訪問の目的は、被災されたみなさん

へのお見舞い、被災の実態を正しく知り全国の仲

間たちに伝えること、そのことを通じて、宮城県

連盟、岩手県連盟はじめ東北の各連盟のみなさん

への全国的な支援活動を強化する機会としたい。

そして、当面は最後の一人まで安否の確認と被災

状況の把握、今後どんな支援が必要か、さらには、

再び普通にスポーツが楽しめる暮らしの再建と地

域の復興まで全国的な支援を進める決意」を述べ

た。

＜安否・被災状況＞
各理事の皆さんからクラブや会員の安否状況が報

告された。この時点では、幸いにも県連盟理事、

クラブの会員に犠牲者は報告されていない。しか

し、全員が名簿で確認されているわけではない。

何人かの連絡がつかない人もいるとの報告もある。

また、会員本人は無事でも親や子ども、孫、兄

弟など親族に痛ましい犠牲者がいることも報告さ

れた。出席された方々も、水道、ガスが止まり、

移動手段の車を動かすガソリンがなく移動もまま

ならない。自分と家族の日々の暮しもままならな

い中で、仲間たちの安否の確認に懸命の努力をさ

れていることが伝わってくる。この時点での種目

ごとの安否の確認状況の概要は以下の通りである。

＊水泳協：会員の全員無事を確認。

＊卓球：同じく全員無事。

＊サッカー：理事本人は無事。まだクラブ一人一

人までは確認できていない。

＊野球協：役員で避難所生活を余儀なくされてい

る人がいる。犠牲者はいないといっている。し

かし、一人一人名簿で確認していない。

＊仙台ウォーキング：現在のところ会員、家族は

無事。何人か連絡がついてない人がいるが。

＊ランニング：会員の及川さん（名取市在住）の

娘さんご夫婦と１才と２才のお子さんが 不明。

大変心配している。

＊労山：石巻労山が心配。現在会員で確認された

犠牲者はいない。しかし、家族、親族が犠牲に

なった方は少なくない。また、まだ連絡が取れ

ていないひとが数人いる。明日救援隊が現地に

行き確認することになっている。家を流失した

人は何人もいる（その後会員は全員無事である

ことがわかった）。

＊空手：全員無事

＜その他の被災状況＞
＊名取のサイクリングセンターは全壊。しばらく

（来年の新春マラソンを含め）は使用不可能。

＊プールは当面は使用停止。まだ再開の見通し立

たず。

＊仙台市立の青葉体育館は、避難所、各地の自治

体からの支援部隊の宿舎となっていてしばらく

は使えない。その他の体育館も「安全確認」が

済まないと使えないが、人手がなく進んでいな

いようだ。



鈴木 守ニス協議会・会長の名前を付けた恒例の

大会も今年で１７回目を迎えました。

１月１５日（土）、１６日（日）・２２日（土）

２３日（日）・２９日（土）稲毛海浜コート及び

高浜コートで開催されました。

今回は男子シングルスに２９人、女子シングル

スに３２人、男子ダブルスに２７ペア、女子ダブ

ルスに３２ペア、混合ダブルスに４０ペアが参加

しました。 いずれも好天に恵まれ、熱戦が繰り

広げられました。

結果は以下の通りです。（シングルスを除く）

男子ダブルス

１位トーナメント

優 勝 奥田真也・鈴木啓之組（フリー）

準優勝 土田 勝・岡 俊之組（ラ・フェット、フレームショット）

第三位 石川 聡・大澤 剛組（フリー）

第四位 石川雄規・塚田明嗣組（ポケット、フリー）

２位トーナメント

優 勝 森田成司・芝田隆征組（フリー）

準優勝 中村大樹・桑野哲司組（フリー）

女子ダブルス

１位トーナメント

優 勝 酒井知代子・飯泉友梨子組（（ラ・フェット、フリー）

準優勝 西谷雅子・小林理沙組（ASKAテニス塾）

第三位 林 りえ子・小野礼子組（ラ・フェット）

第四位 佐竹明子・岡 三輪子組（フレームショット）

２位トーナメント

優 勝 八谷明美・平岡ひろみ組（ラ・フェット、グッピーズ）

準優勝 栗林幸枝・佐久間ゆかり組（ザウルス・フリー）

混合ダブルス

１位トーナメント

優 勝 高品由佳・村田寛彰組（SDTC,フリー）

準優勝 中村晶子・中村雅史組（グッピーズ）

第三位 葛西麻衣子・近藤淳輝組（SDTC,フリー）

第四位 竹越有美子・西賀新二組（SDTC,フリー）

２位トーナメント

優 勝 岩上なつき・大里達也組（ラ・フェット、フリー）

準優勝 藤原由布子・石井翔太組（フリー）

（）

（ ）

（

）

優勝奥田・鈴木組（フリー） 男子ダブルス
酒井・飯泉組（ラ・フェット、フリー）女子ダブルス
高品・村田組（ＳＤＴＣ，フリー） 混合ダブルス

第１７回鈴木杯テニス大会



前号に引き続き、千葉県テニス協議会加盟クラ

ブの紹介です。１月、高浜コートで開催されたク

ラブ対抗テニス大会にお邪魔しました。

明るい雰囲気の会員さん達の中でも一際目立っ

たクラブに、思わずカメラのシャッターをきりま

した。

① クラブ（チーム）名 ピンクパンサー

② 代表者 稲垣由里子

③ 連絡先 船橋市西習志野

④ チームの概要（名前の由来、チームの特徴、

練習日程、人数等）

アニメで流行しているキャラクターの名前が気

に入ったことと、ピンクのイメージがぴったりの

チームのためです。（はっきり言えば適当に！）

２年前に大会で知り合ったメンバーで結成しま

した。船橋、柏、市川と各自の住いはばらばらの

ため、決まった練習場や練習日はありません。

大会毎に集まってペア等を決め楽しんでいます。

テニス協議会への登録人数は５名ですが、大会

によっては友人・知人も入れて、参加しています。

普段は各地域の大会にも積極的に参加。それな

りの成果を挙げています。

⑤ クラブのアッピール（２０１１年度の抱負等）

明るさが一番のクラブです。年齢は平均すると

４０代で、テニスが好きでたまらないクラブです。

⑥ その他（スポーツ連盟に期待する事等）

沢山試合が出来ること、そして役員が親切なこ

とが魅力です。２０１１度も加盟しますよ！。

《クラブ対抗テニス大会での様子》

最初に各チームの代表者に集まってもらい試合

の仕方を確認しました。説明は木村さん（帽子を

被り背を向けている方）

男子ダブ

ルス・女子

ダブルス・

混合ダブル

スの準に進

行しました。

クラブ紹介
ピンクパンサー
千葉県テニス協議会

第３９回千葉県連盟定期総会について（再）

東日本大震災のために延期した第３９回

定期総会を下記の通開催いたします。

ご多用中とは存じますが各協議会及び各

クラブにおかれましては前回同様、代議員

の選出基準に基づきご出席くださるようお

願い申し上げます。

１．日 時 ２０１１年５月２８日（土）

午後１時３０分～４時４５分

２．場 所 千葉県青少年女性会館

３．議 題

（１）２０１０年度の活動のまとめ

及び２０１１年度活動方針案

（２）決算・監査報告、予算案

４．総会の構成員及び代議員 選出等につ

いては、「総会招請状付記」の通り

５．その他

○各協議会は４月末日（３０日）ま

でに代議員を報告して下さい。

○総会終了後会館近くの｢亀八｣にて

懇親会を行いますのでご参加下さい。



○勝点３ ●勝点０ □勝点１（引分）△勝点３（不戦勝）▲勝点－１（不戦敗）▽勝点３

▼勝点０ ★勝点－１（審判遅刻・欠席）◆放棄試合は勝点－３（誰も球場に来ない場合）

４月 ２日（土）春季テニス大会

４月 ３日（日）野球協議会リーグ戦

春季サッカー大会

４月１０日（日）野球協議会リーグ戦

春季サッカー大会

４月１７日（日）野球協議会リーグ戦

４月２４日（日）野球協議会リーグ戦

春季サッカー大会

春季テニス大会

４月２９日（祝）野球協議会リーグ戦

４月３０日（土）春季テニス大会

ランニング総会 ４月１２日（火）

５月 １日（日）野球協議会リーグ戦

５月 ３日（祝）野球協議会リーグ戦

５月 ４日（祝）野球協議会リーグ戦

５月 ５日（祝）野球協議会リーグ戦

５月 ８日（日）野球協議会リーグ戦

５月１５日（日）野球協議会リーグ戦

春季サッカー大会

５月２２日（日）野球協議会リーグ戦

青葉の森リレーマラソン

春季サッカー大会

５月２９日（日）野球協議会リーグ戦

テニス協議会総会 ５月 １日（日）

空手協議会総会 ５月 ７日（土）

卓球協議会総会 ５月１４日（土）

県連盟総会 ５月２８日（土）

４・５月行事予定

第４５回全国軟式野球大会千葉県予選会（途中経過）


