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今年もスキーを満喫

スキー協議会（準）がスキー祭典を開催

千葉県スキー祭典は2月9日～１１日、長野県志
賀高原発哺温泉を拠点として４３名の参加で行わ
れました。まずなにより事故や怪我がなく無事に

員の受験生も含め、指導員同士で学びあう時間も
できました。

終えられたことを喜びたいと思います。
さて今回は長野スキー協から２名の指導員をお
願いした結果、総勢７名の指導員態勢で新鮮でちょっ
と緊張した教室になりました。

２日目の全体交流会は班別の出し物です。どれ
も笑いがいっぱいでしたが、私は小学生が考えた
クイズと「ゆるキャラ」当てがとても印象に残っ
います。誰でも主人公になる時がある、そういう
祭典になった気がしています。
前回から始めた「スキー技術の自己申告用紙」
を今年も行きのバスの中で参加者に書いていただ
き、朝までに指導員が頭をつき合わせて班分けを
しました。途中で班員の入れ替えをすることなく
２日間の教室ができました。
今回で４８回を数えますが、よりよく楽しい祭
典にしようと少しずつ改良をしてきています。
今回の目玉は教室の時間を１５時までにしたこ
とです。今までは宿に帰るギリギリの１６時半ま
で班行動でした。
今年教室を早く終わらせたことから、教室で学

（全体交流会
驚くべき！ 出し物））
残念なのは参加者が少なかったこと。時期やゲ

んだことを復習したり、友人と一緒に滑る姿が見

レンデを再考するなど、より多くの方々に参加し

られましたし、ゆっくり温泉に入りたいとそのま

ていただけるよう、来年に向けて準備を始めたい

ま宿に戻った方もいました。また、スキー協指導

と思います。

(実行委員長

本田

満）

和やかに、そして後半は慌ただしく

今年も加盟杯大会を開催
例年開催の卓球協議会主催の加盟杯大会は２月
１１日（休）千葉・幕張勤労市民プラザにて開催

同 ちばキィティ（黒川 月野木 鯨井 伊賀）
Ｃブロック

されました。スポーツ連盟の大会はオープンの大

第１位

会がほとんどですが、年に１回だけ加盟チームだ
けの大会を開催しています。

同 ＡＯＫクラブ
（大島 能勢 青木）
第３位 秋桜（令官 花島 川野）

今年は昨年を上回る男子１２チーム、女子３５
チーム、合計４７チームが参加しました。

スマイルクラブ（小川 高月 村元）

Ｄブロック
第１位

西船レディース（津村 和地 吉田）

第２位
第３位

富士電気クラブ②（中村 山岸 斎藤）
幸①（浦部 永見 紺野）

Ｅブロック
第１位

チームへなちょこ（西田 河本 福島）

第２位

スペースフレンドクラブ

（潮田

第３位
（矢代

秋山

横山）

富士電気クラブ①
吉田

近藤）

Ｆブロック

受付では空クジなしの抽選会もありました。
加盟チームと言うこともありお互いに知り合った

第１位

好卓会

第２位

幸②

同
第３位

まつりか （山川 喜多 香川 秋野）
浦安Ｔ・Ｔ（長谷部 高野 村田）

（宮園

東丸

（目原

白土）

佐藤

祓川）

チームのため和やかな中にも緊張した試合展開と
なりました。
試合結果は以下の通りでした。

６チームリーグで楽しもうと計画、３番まで試
合を行おうとしたのですが、どの試合も接戦が続

男 子

き、途中で試合方法を変更したり、卓球台を追加

Ａブロック

したのですが後半は慌ただしい試合運びとなりま

第１位 船橋卓友会①（五十嵐 益子 渡辺 岡崎）
第２位 チームへなちょこ②（緑川 浦川 工藤

した。
その結果、同位のチームの出るブロックもあり、

第３位 ＡＯＫクラブ

後日賞品を渡すことになりました。

（堀田

小田

鈴木）

Ｂブロック
第１位 スペースフレンドクラブ（木梨 北條 鈴木）
第２位 チームへなちょこ①（松本 金子 山脇 白幡）

（１２台では
不足でした）

第３位 船橋卓友会② （竹村 松崎 開田 向井）
女 子
Ａブロック
第１位 千城クラブ（岩瀬
第２位 くまちゃん（鈴木

吉田 湯本）
紺野

黒澤）

第３位 青卓会（堀 榎本 石原）
Ｂブロック

（接戦の続くダ

第１位 ベルダム土気（城田 北野 大金 大島）
第２位 中央クラブ①（高橋 高橋 丸山）
同

さざんかクラブ

（渡辺

石原

寒河江）

ブルス戦）

⑥

クラブ紹介

ヤンキース

その他（スポーツに関する情報・スポーツ連
盟に期待することなど）
私たちは船橋のリーグに入っていますが、船橋

サッカー協議会

の試合と重ならないように調整してもらえること

久々サッカー協議会からのクラブ紹介です。

クレーが多いので、スポーツ連盟の試合はとても

です。スポーツ連盟の試合の良い所は何と言って
も芝生で試合が出来ることです。船橋での試合は

市原・スポレクでの試合会場にお邪魔しました。 有難いです。
当日は春の日差しが強く小さなカメラでは上手
く撮影が出来ず、残念な集合写真となりました。
①

クラブ（チーム）名

②
③

代表者
連絡先

④

チームの概要

ヤンキース

板橋剛史さん
船橋市上山町

チームの歴史は古く、２０年前に船橋で結成。
代表者も年とともに入れ替わりヤンキースという
名前の由来は不明です。
スポーツ連盟との出会いは協議会加盟の「サム
ライ」から紹介され３～４年前から登録していま
す。練習日は特になく、試合や練習試合が練習と
言ったところです。

（試合の前、ウオーミングアップにも力が）
船橋での試合では「芝生ではないの？」と言わ
れることがあります。

（左 白のユニホー
ムがヤンキース）
（全員集合

日差しが強くて鮮明ではありません）

フットサルも行っており千葉市の幸二小の体育
館で楽しんでいます。部員は約２０名、平均年齢
は２５歳前後で比較的若い部員が多く、サラリー
マンが大半です。
⑤

クラブのアッピール（今年の抱負など）
パスを中心に、繋いでシュートすることをモッ

トーに練習や試合を行っています。
若い人に入って貰いたいと考えています。現在
募集中といったところです。

千葉県サッカー協議会には２０１２年度は
以下のチームが加盟しています。
①

新検見川

⑩

カメラート

②
③

パルテスール
ＢＤＵ

⑪
⑫

ＦＣリベルタ
ＵＲＡＧＡＮＯ

④

ＣＩＥＬＯ

⑬

フェリシデード

⑤

ＦＣバルサン

⑭

ＵＳＳＣ

⑥
⑦

ﾜｲﾙｺﾄﾞﾏｼﾞｮｰﾗ
サムライ

⑮
⑯

ＦＣ ＣＲＯＷ
ＨＥＬＬＣＡＴＳ

⑧

アベニーダ

⑰

夜の盗賊団

⑨

ヤンキース

⑱

ＤＥＮＫＡ

新日本スポーツ連盟は過日「体罰」・暴力・ハラスメントをなくすための声明発表しました。
声明＝スポーツから「体罰」・暴力・ハラスメントをなくすための共同を！
大阪市立桜宮高校のバスケットボール部キャプテンの自殺が顧問教師の「体罰」に起因することが明確になり、これを契機
に学校の部活動における「体罰」・暴力問題が次々に明らかにされつつあります。
学校の部活動における「体罰」だけでなく、全日本女子柔道監督の選手に対する暴力行為の実態とそれを黙認してきた全日
本柔道連盟（全柔連）の後進的で閉鎖的な体質が明らかになりました。２月４日に公表された、柔道女子ナショナルチーム
の１５選手連名による告発は、選手としての道を断たれる恐れや周りへの影響などを悩み抜き「必死の思い」で「競技者が、
安心して競技に打ち込める環境」の整備を求めるとともに、「私たちは、すべてのスポーツにおいて、暴力やハラスメント
が入り込むことに、断固として反対します」と述べています。（注：「ハラスメント」とは、嫌がらせ、いじめの意。セク
シュアルハラスメント、パワーハラスメントなどとして使われる）
こうした事態を受け、様々なスポーツ関係者、多くのスポーツ団体をはじめ国民各層の間で、スポーツから「体罰」・暴力
をなくすための新たな努力が始まっています。
新日本スポーツ連盟は創立以来、「スポーツは万人の権利」として発展させることをめざしてきたスポーツ団体として、ス
ポーツから「体罰」や暴力をなくすために、すべてのスポーツ関係者、スポーツ団体と共同してあらゆる力を尽くしたいと
考えています。スポーツにおいて、「体罰」や暴力は人間性と人権を否定するだけでなく明白な犯罪でもあり、絶対に容認
できないものです。また、自主性の尊重とスポーツの価値の核心であるフェアプレイ精神と対極にあるものです。その点で、
今後「体罰」や暴力を行使した指導者は、スポーツの指導の場面から無条件に排除し生徒や選手達を保護すべきです。同時
に、スポーツ界をはじめ社会においても「信頼関係があればある程度の暴力も許される」などと「体罰」や暴力をふるう指
導と指導者を容認する風潮が根強くあり、「体罰」・暴力を繰り返してきました。その背景には、スポーツ団体の非合理的
で非民主的な運営、プレイ場面における選手の個性と人権を無視した指導など、スポーツ界の後進的な体質があります。さ
らには、本来スポーツ界の自主的な目標であるべき五輪でのメダル獲得目標を「スポーツ基本計画」に直接掲げるなど、政
府・文部科学省が「メダル至上主義」「勝利至上主義」をスポーツ界に押しつけていた弊害も否定できません。
いま、私たちスポーツに関わるすべての人びとには、自殺したキャプテンの死や柔道女子選手１５人の勇気ある行動を無駄
にしないために、スポーツ界の「体罰」・暴力とそれを容認する風潮をなくすための決意と行動が求められています。
新日本スポーツ連盟は、“学校の部活動や子どものスポーツはもちろん、すべてのスポーツにおける「体罰」・暴力は、ス
ポーツの価値を否定するものであり、スポーツとは絶対に相いれない”という立場をあらためて表明するとともに、自らの
組織と活動においても、「体罰」・暴力・ハラスメントを絶対に容認しないことを宣言します。
同時に、新日本スポーツ連盟は、スポーツ界から「体罰」・暴力・ハラスメントをなくすため、率先して奮闘するとともに、
日本オリンピック委員会（JOC）、日本体育協会、全柔連をはじめ、すべてのスポーツ団体とスポーツ指導者が、共同して以
下の取り組みを進めることをよびかけます。
①すべてのスポーツ団体と指導者は、「体罰」や暴力・ハラスメントを行わないことを表明し、今後、「体罰」・暴力を行っ
た指導者はスポーツ指導の場面から無条件に排除すること。
②スポーツの競技者が「体罰」・暴力・ハラスメントなどについて意見表明する権利を保障する機構、制度を確立すること。
③すべてのスポーツ団体、スポーツクラブ・チームは、選手・競技者、会員の尊厳と人権を尊重し、民主的で公正・公平で
開かれた組織運営に努めること。とりわけ、女性競技者の意見が組織運営に正当に反映されるよう女性役員の拡充をはかる
こと。また、スポーツ指導やスポーツ活動の場面において選手・競技者の尊厳と人権を尊重すること。
④人間の尊厳と個性の尊重に重きを置くスポーツは「体罰」・暴力とは相いれないという指導理念の確立、さらに競技力の
向上は、科学的で合理的な指導方法やトレーニング方法によって実現するなど、指導者の資質の向上をはかること。
⑤学校教育法で禁じられている「体罰」・暴力を学校の部活動から一掃し、部活動を生徒の主体的で自主的な活動として発
展させること。そのためにも、顧問教師の専門的な知識と指導力を養成する研修制度の確立、適切な配置および奉仕的な活
への時間的経済的な保障をはかること。さらに、学校の部活動にたいし勝利至上主義と過度な選手養成を期待する行政やス
ポーツ界のあり方も検討すること。
最後に、すべてのスポーツ団体が、わが国のスポーツからあらゆる「体罰」・暴力・ハラスメントをなくし、「スポーツ
を通じて幸福で豊かな生活を営むことは全ての人々の権利（スポーツ基本法）」にふさわしいスポーツを実現するために、
協力し合い、広く国民的な討論を起こすことをよびかけます。

２０１３年２月２４日 新日本スポーツ連盟

第３回理事会を開催

第４１回定期総会のお知らせ

２月２７日（水）穴川コミュニティセンターに

年１回予定されている定期総会が下記の通り開

て第３回理事会が開催されました。
理事会には１８名中１５名の理事、監査及び顧

催されます。各協議会から代議員が出席しますが、
オブザーバー・傍聴としてどなたでも参加できま

問が出席しました。会議では昨年１２月からの活

すので是非お越しください。

動報告とともに３月１６日（土）に開催される、
第４１回定期総会の議案検討、総会次第、代議員
の出席確認等を検討しました。

１．日

時

２．場

所

記
２０１３年３月１６日（土）
午後１時３０分～４時３０分
千葉県青少年女性会館
第三会議室
千葉市稲毛区天台町６－５－２
TEL

043-287-1711

３．議 題
（１）２０１２年度の活動のまとめ
及び２０１３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の選出等につ
いては、別紙の「総会招請状付記」の
通りです。
活動報告では昨年の１２月からの報告でしたが、
テニスでは鈴木杯テニス大会、シニアテニス大会、
チーム対抗テニス大会等が旺盛に開催されている
こと。スキー祭典では、参加者数が心配されまし
たが、役員の呼びかけの効果が表れ、ほぼ例年並

５．その他
○各協議会は３月２日（土）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
会を行いますので是非ご参加下さい。
各協議会からの代議員数

みの参加者で成功した事等が報告されました。

ランニング

定期総会については、今回総会議案を複数の常
任理事で分担して作成したことから活動総括と方

バレーボール４名
野球
６名

針案との連携、各項目の整理・統合等について常

空手

１名

卓球

５名

テニス
サッカー

４名
４名

１名

任理事会からの提案を更に深める立場で検討しま
した。
また、現在社会問題となっている「体罰」問題

昨年の総会

やオリンピック招致問題を議案にどのように盛り

より

込むか等について論議を深めました。
総会次第については、討論のまとめの時間の確
保等を確認。出席代議員についてはまだ未確定の
種目について、確認を急ぐことも話し合われまし
た。決算報告では年度当初の計画に沿って収入・
支出されているとの財政部長からの報告を承認。

来賓挨拶

予算案については連盟費等の項目を分かりやすく

（萩原東京都連

書き直すこと等について確認されました。３月６

盟理事長）

日に会計監査を予定しています。

一昨年の総会

３．４月行事予定
３月

３日（日）野球協議会リーグ戦

４月

７日（日）野球協議会リーグ戦

サッカー協議会リーグ戦
３月
３月

８日（金）３Ｗ女子卓球団体戦
９日（土）第５回なのはなテニス大会

３月１０日（日）野球協議会リーグ戦

春季サッカー大会
４月１４日（日）野球協議会リーグ戦
春季卓球大会
４月２０日（日）春のバレーボールフェスティバル

サッカー協議会リーグ戦
３月１７日（日）野球協議会リーグ戦
サッカー協議会リーグ戦

４月２１日（日）野球協議会リーグ戦
４月２８日（日）野球協議会リーグ戦
祭典・ミックスバレーボール大会

第５回なのはなテニス大会
３月２０日（休）野球協議会リーグ戦
３月２３日（土）第５回なのはなテニス大会

春季テニス大会（男Ｗ）
春季サッカー大会
４月２９日（日）野球協議会リーグ戦

３月２４日（日）野球協議会リーグ戦

ランニングクラブ総会

４月２５日（木）

３月３０日（土）春季バドミントン大会

卓球協議会総会

４月２７日（土）

３月３１日（日）野球協議会リーグ戦
サッカー協議会リーグ戦

４４チームで開催

千葉県野球協議会が
総会・キャプテン会議を開催

総会では理事長に小柴晃氏、副理事長に赤坂富
士美氏・三上昭二氏（兼審判部長）、副審判部長
に佐藤孝男氏・福田勝明氏、事務局長に脇村元夫
氏が選出されました。

２月１７日（日）千葉県スポーツ科学センター

続いてキャプテン会議が開かれ実施にあたって
要項の説明、審判長の挨拶の後、リーグ分け抽選

にて２０１３年度千葉県野球協議会の総会及び第

も行われました。

４７回全国軟式野球大会千葉県大会のキャプテン
会議か開催されました。会議には４４チームが参
加しました。始めに１３年度総会が行われ１２年

（抽選するチーム
代表者）

度の総括並びに１３年度の活動方針が提案されま
した。１２年度の総括では、新規加盟チームが増
加し、前年より３チーム多い４８チームが加盟し
たこと、リーグ戦では３月は不都合チームが多く
てグランドを無駄にする事態となったものの、そ
の後は順調に試合が展開したこと等が報告されま
した。
１３年度の方針として①運営委員会②
記録部

引き続き審判研修会・座学が行われ加藤祥夫関
東審判部長が講演しました。
午後からは美浜ふれあい広場に会場を移して
実技の講習を行いました。

③管理部

④審判部

（講演する加藤氏）

⑤試

合運営 ⑥財政部
からそれぞれ方針
が提案されました。
（報告する脇村
事務局長）

（実技指導）

