
２月１１日（土）から１３日（月）まで志賀高

原で恒例のスキー祭典が開催されました。

（雪の中でも全員が集まりました）

この祭典は千葉県スポーツ祭典の一環として計

画されたもので昨年の９月から事務局会議を重ね

て取り組まれました。

今年は最終日が平日とあって昨年より参加者は

少なかったものの指導員・事務局合わせて４０名

が参加しました。

今回から班分けは事前に記入していただいた自

己申告に基づき、指導員会議でグループを決めま

した。このため１日目の午前中から班毎にゲレン

デを決めて早めに沢山滑ることができました。

２日目も天候が悪く吹雪の中での講習となりま

したが、指導員の適切なアドバイスのもと着実に

講習の成果が上がりました。

３日目は前日とは打って変わり雲ひとつ無い好

天となりました。高地の「寺子屋」からは地元の

人でもめったに見られないという新潟県の妙高山

と日本海まで望むことができました。

今回は宿舎で階段を踏み外し怪我をされた方以

外はゲレンデでの事故も無く全員楽しくスキーを

満喫することが出来ました。

宿舎では１日目は班毎のミーティングを行いま

した。指導員からの的確なアドバイスに全員が

“納得”翌日の講習の参考になりました。

２日目は全体交流会。各班からの出し物に全員

がおなかを抱えて大笑いする場面が幾度と無くみ

られました。

参加者の声を紹介します。

ゲレンデについては？

○雪がおおくて良かったです。

○コブあり森ありで大満足、ゲレンデがいいのが

何よりです。

○申し分ありませんね。

○広くて変化あり、雪質も良くて良かったです。

グループで滑らないと迷子になりそう。

○新雪がとても良かったです。

○ファミリーゲレンデからジャイアントゲレンデ

まで幅広いゲレンデをすべることができました。

天候の関係で全てのゲレンデを滑る事が出来ま

せんでしたが、コーチが基本的なことを丁寧に

指導して下さり、急なところも不安無く滑るこ

とができました。
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吹雪そしてめったに見られない好天の志賀高原を満喫
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○いろいろな雪面を滑る事ができて良かったです。

スキー教室については？

○厳しい指導で楽しかったです。いつもの甘い態

度では教えてさえ貰えない、その位の気持ちで

やる事を学びました。とても勉強になりました。

○自分の滑りを見直せました。

○結構教えてもらって今後の役に立ちました。

○コーチは親切で、細やかに面倒をみてもらいま

した。

チームのメンバーにお世話になりました。足手

まといになったかも知れません。

○分かり易く教えていただいて少し上達したよう

な気がします。昼食後もきちんと準備体操をし

ていただいて良かったです。

○カービングの基礎を教えて頂きました。ノーマ

ルスキーからカービングスキーの滑り方に近づ

く事を教わりました。

○いつもやさしい笑顔で基本的なことから一つ一

つ丁寧に教えていただきました。急な所いつも

不安な後径気味になってしまいます。今回少し

ずつ改善してきた感じがします。ポイントを教

えていただいたお陰だと思います。

○本田指導員に丁寧に分かりやすく説明していた

だき大変有りがたかったです。基本等の実技も

コツを丁寧に教えて頂き前年より上達したと実

感しました。

○カービングのすべりの基礎がとても良かった。

○なかなかコーチの言う通りに滑れなくて。でも

もっと上手になりたいです

○参加者からアンケートをとって希望を聞き、班

編成をするやり方はベストだと思います。参加

者には様々な要求があるのでまとめるのは大変

だと思いますが次回の参加を促す意味でも「楽

しかった、また来よう」と思わせる事が一番大

切だと思います。

○基本をしっかり身につける事の大切さを教えて

いただきました。

宿舎での

くつろぎ。

疲れも取

れました

宿舎（食事）は？

○良かったですが２日とも同じような内容だった

のが残念。

○１日目はホイル焼き、２日目はすきやき。野沢

菜がもう少し欲しかったですね。

○量が多かったです。

○野菜がちょっと少ない。他は満足です。

○まあまあ。

その他

○昨シーズンと違って運転手が二人で安心しまし

た。バズはリクライニングで眠れました。

○もう少し早く出発できないかしら。8：00とか。

○全体交流会については、今回の班毎の「出し物」

の企画はかってない盛り上がりで楽しかったで

す。「大塚班」は企画から各人の任務分担まで

コーチを除いて“打合せ会議”を持ち、練りに

練ったが本番ではトチッテしまい、それも笑い

を誘いました。班員全員で心が一つになり取り

組んだ結果だと思います。

○全体会の皆さんの芸達者に感心。楽しかったで

す。参加者が主人公、良かったです。

○多くの人達と和を持てる事に感動しています。

１回でなく２回位お願いします。

（全体交流会 各班の出し物より）



久々に空手協議会からのクラブ紹介です。

新日本スポーツ連盟の大会に３０年前から参加し

ている道場で千葉市美浜区で活動しています。

１月の初稽古にお邪魔しました。

① クラブ名 空手道真心会

② 代表者名 菅家 恒

③ 連絡先 千葉市美浜区

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）

真心会は「しんしんかい」と読みます。昭和50

年（1975年）中尾敏明先生が千葉市美浜区真砂地

区にその地名から空手道真心会と名づけ、真砂第

五小学校体育館を稽古場（道場）として誕生しま

した。

（真心会の皆さん 中央が中尾敏明先生）

当初、中尾先生の剛柔流を主体として行なわれ

ていましたが、時代の変遷と、我会の空手愛好家

が増えるにつれて、現在に於いては、松濤館流を

主体としています。しかし、流派にこだわらず、

来るものは拒まず、そして何よりも、子供たちの

為に！の当初からの中尾先生の考えを継承してお

ります。いろいろの流派を経験された方が稽古に

来ています。

そして、その一人ひとりの会員の方々の協力を

得て、手作りの運営を行なっています。

⑤ クラブ（道場）のアッピール

当道場の運営理念は青少年の健全なる育成を願

い、空手道の心を通して「豊かな人間づくり」を

目的とし、「強く、たくましく、スポーツはわた

したちのもの」をモットーにして、空手道の稽古

に励んでいます。

（気迫のこもった全体練習の様子）

いじめや生活環境など、子供を取り巻く様々な

問題を乗り越えるには大人の援助はもちろんです

が、子供がその困難を乗り越えるための心身を鍛

える必要があると考えています。

親のさぼる姿を見ていては子供の心身向上は望め

ません。真心会では親子同時入門を薦めています。

真心会の行事

新年会、千葉市綱引き大会、クリスマス会等。

夏休みには納涼会など、状況に応じて父兄・保

護者も参加の様々なイベントを行なっています。

費用はその都度集めています。

試合参加について

県・市のスポーツ団体主催の空手大会試合（型・

組手）に参加しています。（原則全員参加）

参加費は１人１試合１０００円です。（差額は会

で負担します。）

運営について

先生も役員もボランティアで真心会を運営して

います。月会費は他の空手団体に比較して低額設

定となっています。

《空手道 真心会のホームページより抜粋》

クラブ紹介
空手道真心会
千葉県空手協議会



千葉県野球協議会は２月１９日（日）千葉県総

合スポーツセンター宿泊研修所で２０１２年度定

期総会と第４６回全国軟式野球大会千葉県大会の

キャプテン会議を開催しました。

会議には来年度加盟する４８チームから代表や

監督が参加。２０１１年度の活動の総括と２０１

２年度活動方針、役員の選出を行ないました。

（挨拶をする 小柴 晃理事長（中央））

脇村運営委員長からは昨年３月１１日の大震災

の影響で当初予定していた試合が出来なかったも

ののその後、各チームの協力があり無事年間の行

事が終了したとの報告がありました。

第４５回千葉県大会リーグ戦の結果

１部 優勝 福井電機 ２部 優勝 京葉スターズ

３部 優勝 海浜ブラザーズ４部優勝 ＢＯＳＳ

総会後第４６回千葉県大会の実施要項が提案さ

れました。リーグ内の抽選、続いて開会式が行な

われ、昨年度優勝の栄町クラブＺから優勝旗の返

還並びに選手宣誓が行なわれました。

全国大会出場権を賭けた千葉県大会（プレイオフ）

では１部の栄町クラブＺが同じ１部の福井電機を

接戦の末破り関東大会に出場しました。

（各チーム代表者で会議室は満席となりました）

今年の参加チームは以下の通りです

１ 部

福井電機 栄町クラブＺ ＳＡＮＳ ポンキーズ

ＷＩＬＤ ＷＯＬＦ ＢＧＣ 千葉北ＢＵＬＬＳ

ＣＫＧファイターズ 京葉スターズＢＢＢ

アクティヴズ スクラッチ

２ 部

リコー販売 ＢＲＯＴＨＥＲ ＦＣ ＫＡＤ

アルティメッツ ヤングバンフー ＡＳＡＨＩＪ

ＡＰＡＮ 花見川デンジャラス 海浜ブラザーズ

クリパレ ＢＯＢＢ 勤医協

３ 部

放医研野球部 ホーネッツ コート レインボー

太陽電設 アクセルズ 京三 ＺＥＵＳ 闘球会

ＢＯＳＳ 隼 花見川Ｃａｔｓ

４ 部

テルク 黒猫 シーホークス ジョニー

虚人スターズ パインズ 東熱ダイナマイツ

カンダ事務機ヘリオ 習志野エポックス

ちぇいんず 習一ドラゴンズ Ｌｅｇｅｎｄ

京葉港業

キャプテン会議後審判講習会も開かれました。

講師は

加藤祥夫

関東審判

部長

総会及び

主将会議を開催
千葉県野球協議会



千葉県内の高校テニス部の実態、抱えている問

題等について千葉県連盟常任理事でもある黒須直

樹さん（千葉明徳高校テニス部顧問）にお聞きし

ました。

毎年新春に開催される鈴木杯テニス大会も今年

で１８回目を迎えました。

今年の予定は

１月１５日（日）混合ダブルス （海浜・高浜）

１月２１日（土）女子シングルス（天台）

２月１９日（日）男子シングルス（稲毛海浜）

２月２５日（土）男子・女子ダブルス（海浜・天台）

でしたが、２月に入り土日になると雨が降り協議

会の運営委員の頭を抱えています。

混合ダブルスと女子シングルスは何とか開催す

ることができました。

混合ダブルスは５５ペアの申し込みがあり稲毛

海浜コートと高浜コートの両方を使用して開催し

ました。女子シングルスは３０名が参加しました。

いずれも４ペア（人）のリーグ戦の後順位トーナ

メントを行い参加者に楽しんでいただきました。

今回は女子シングルスの結果をお知らせします。

１位トーナメント

優 勝 大野則子（庭猿）

準優勝 鈴木沙央里（フリー）

第３位 加藤佳世（チームＭ）

第４位 寺田良子（フリー）

２位トーナメント

優 勝 村田理恵（フリー）

準優勝 今泉志子（チーム飛鳥）

３位トーナメント

優 勝 板倉美知代（ＴＭクラブ）

千葉県内の高校
テニス部の様子
千葉明徳高校テニス部顧問
黒須直樹氏

千葉県にはテニス部のある高校（全日制・

定時制・通信制）が１４２校（男子１３２校、

女子１２５校）あり、１２地区に分かれ１４

校程度の高校が所属しています。

県の大会として、新人戦、総合体育大会、

関東大会などに向けての大会があり、その他

に公立大会、私学大会、テニス協会主催大会、

あすなろ大会、などがあり各地区でも県大会

に向けて、地区大会、１年生大会、各校での

練習試合など活発に取り組んでいます。

部員は小学校よりクラブでやっていた者、

（ジュニア選手）が少数しますが、中学でソ

フトテニス経験者が多少いてほとんどが初心

者からの者が多い状況です。

ただ、女子の部員が各地区、各学校とも少

なくなっていて、団体戦（最少で４人）も揃

わない学校も出ていて大きな問題となってい

ます。

また、各地区での主催大会の会場確保が難

しい状況があります。各学校のコート数は普

通は３面前後で全然足りません。そのため市

営コートや民間のコートを借りざるを得なく、

料金もかかり、安心してコート確保が出来な

い状況が続いています。

優 勝
大野 則子選手（庭猿）
準優勝
鈴木沙央里選手（フリー）
第18回鈴木杯テニス大会



千葉県卓球協議会恒例の加盟杯大会が２月１１

日（祝）幕張勤労市民プラザで開催されました。

この大会は協議会に加盟しているチームの親睦

と交流を目的に行なわれ41チーム140名が参加。

１ダブルス２シングルスの団体戦で楽しみました。

試合結果は以下の通りでした。

男子Ａブロック

第１位 ＫＣＰＣ 第２位ＪＮＣ

男子Ｂブロック

第１位 スペースフレンドクラブ第２位 ＡＯＫクラブ

女子Ａブロック

第１位 千城クラブＡ 第２位ラッキーズ①

女子Ｂブロック

第１位 ラッキーズ② 第２位 西船レディース

女子Ｃブロック

第１位 スマイル 第２位 幸 ①

女子Ｄブロック

第１位 蘇我プラザ 第２位 船橋卓友会①

女子Ｅブロック

第１位 幸 ② 第２位 ＡＯＫクラブ

女子Fブロック

第１位 千城クラブＢ 第２位 チームへなちょこ

参加者からの一言

３月 ４日（日）野球協議会リーグ戦 開始

なのはなテニス大会

３月 ９日（金）スリーダブルス卓球大会

３月１０日（土）なのはなテニス大会

３月１１日（日）野球協議会リーグ戦

３月１８日（日）なのはなテニス大会

野球協議会リーグ戦

３月２０日（祝）野球協議会リーグ戦

３月２５日（日）なのはなテニス大会

野球協議会リーグ戦

３月３１日（土）春季バドミントン大会

千葉県連盟総会 ３月１７日（土）

かずさ卓球協議会総会３月１７日（土）

４月 １日（日）野球協議会リーグ戦

４月 １日（日）第31回春季テニス大会

祭典・サッカー大会

４月 ７日（土）春季卓球大会

４月 ８日（日）野球協議会リーグ戦

第31回春季テニス大会

祭典・サッカー大会

４月１５日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・サッカー大会

４月２２日（日）野球協議会リーグ戦

４月２８日（土）第31回春季テニス大会

４月２９日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・サッカー大会

４月３０日（休）祭典・卓球大会（団体戦）

第31回春季テニス大会

３・４月行事予定

４９チームが参加

加盟杯大会を開催 千葉県卓球協議会

今年は６チームのリーグ戦で楽しくプレー

させていただきました。時間に余裕があった

のでトーナメントもしたかったです。次回も

参加させていただきます。スペースフレンドクラブ

ＫＣＰＣで２回目の参加して２年連続で優勝。

メンバーに感謝です。 緑川さん


