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「来年の祭典に皆で参加し、リベンジしよう！」
スキー祭典

豪雪のため引き返す

今年で４９回目となるスキー祭典は２月１４日

足させる量には程遠いものではありましたが、車

（金）の夜出発したものの、120年ぶりとも言え

中は一気に和やかな雰囲気に包まれました。

る豪雪に阻まれ現地に行けず引き返さざるを得ま
せんでした。

本庄に着いた時は、すでに正午を回っていまし
た。渋滞は解消される気配もなく、運転手さん、

バスの中で２日間閉じ込められた様子を佐藤和

実行委員そして参加者の面々が状況把握のために

夫さん（スキー学校校長・実行委員）と真庭京子
さん（バスの車長）そして今回初めて参加した益

かなり前方まで歩いて情報を集めたのですが、朗
報はなく良く分からないとのことでした。

子清三さんにレポートしていただきました。

昼食の手配やホテル（宿舎）や、千葉県連盟事務

スキー祭典の受難に寄せて

所などへの連絡で煩雑の事柄に追われながら実行

雨混じりの雪の中、４０余名を乗せ予定通りに
出発しました。雪が降っているとの道路情報から

委員の苦闘がつづきました。
前方に見えたマクドナルドの看板、もしやと思

運転手さんは高速道路が通行止めの可能性がある

い数人の方にお願いして、ぬかるんだ道を歩いて

と判断、与野インターから国道１７号線に降りて
走行しました。

様子を見てもらうことにしました。「少々時間が
かかるが人数分確保できる。」との連絡が入りお

雪は次第に激しくなり、進むに従って渋滞は酷く

願いすることになりました。

なるばかりでした。車中では「トイレ」との声、

暫くして実行委員の方々が４５個のハンバーグを

運転手さんの機転で、国道脇の運動公園に入りま 胸に抱えるようにして帰ってきました。早速皆さ
した。バスは次第に止まる回数が多くなりました。 んに配りホット一息、胸をなでおろしました。
バスの車長である真庭さんは車中の雰囲気づく

午後２時を過ぎた頃でしょうか。実行委員会の

りにと自己紹介で間を繋ぐことにしました。

判断で撤退する旨を説明することになりました。

一人ひとり時間をかけて詳しく話してもらいま
した。殊に初めて参加したという人からは「若い

引き返そうにもＵターンする場所もなかなか見
つからない状況、依然として渋滞は解消する気配

ころに経験があり、諸般の事情で参加出来なかっ

はありませんでした。数十分も歩いてトイレへ。

た。」とか「一度志賀高原で滑ってみたかった。」
また「新聞の折り込みに志賀高原とあった。」な

「何回もトイレを借りたので、ガソリンスタンド
では顔見知りになりましたと言われました。」と

どの話がありました。時間をかけて地道に活動を

笑顔を見せてくれた参加者に本当に感謝していま

継続することの大切さを改めて知らされた思いで

す。皆さん疲労の極限だったのではないでしょう

した。寝不足のまま朝を迎えました。でもバスは
止まったまま、動く気配はありません。

か、そんな雰囲気を察知して飯島さんがサラリー
マン川柳を披露笑を誘いました。片桐さんのリー

真庭さん・東山さん・松野さん・大川さんたち

ドで歌を合唱、またスキーサークル「てんとう虫」

実行委員会で話し合い、交流会のために用意した

の中里さんの楽しいゲームなどで車中はとても明

飲食物を皆さんに配りました。皆さんの空腹を満

るい雰囲気になりました。

遠い先にコンビニが見つかり買い出しに実行委
員が走りましたが「棚は空だけどどうしょう」と

の先どうなるんだろうと不安でいっぱいでした。
なるべく正確な情報を参加者の皆さんに伝えな

の連絡が入りました。でも何でも食べられる物を

ければと必死で情報集めをしている運転手さんに

と言うことでカステラやワッフルなど買ってきて

聞いても関越・上信越は止まったが一般道はどう

貰うことになりました。
皆さん、車中に長時間閉じ込められても愚痴も

なっているか確実な情報は得られませんでした。
先が見えない時間が過ぎる中、参加者の皆さん

言わず協力してくれました。１２０年ぶりの大雪

の食料の確保、トイレの対策、ホテルとのやりと

に合い、苦難の二日間を共に過ごし、過酷な状況
をさりげなく乗り越え、実行委員を支え、協力を

り、狭いバスの中に閉じ込められた皆さんの不安
を和らげるために責任者としてパニックになりそ

惜しまなかった皆さんに敬意を表すとともに厚く

うな中、今自分で出来る事をと必死でした。

感謝申し上げます。最後に「来年の祭典に皆で参

この先このまま進んでもいつ到着できるのか皆

加してリベンジしよう」と言って貰った時は胸が
熱くなりました。本当にお疲れ様でした。また来

さんの健康等を考えた時、初めて引き返そうとい
う思いになりました。スポーツ連盟事務所、乗用

年を！！

車組の実行委員長に連絡を入れ相談、車内の実行

（佐藤和夫）

委員を集め相談し断念を決定しました。
祭典を開催・成功させる事しか考えず、断念な
ど考えたこともなく準備を進めてきた者にとって
は悲しく辛い決断でした。
マイクを持ちみなさんに伝える時、みなさんを
志賀に連れて行けないふがいなさで胸が一杯にな
り思わず涙で言葉にならない程でした。
志賀に行けないがどこかで体を休める所はない
かとお世話になっている旅行会社の方に探して貰っ
たのですが「簡保の宿」が近くにあるが、駐車場
（事務所での総括会議

左から２番目は車長の

に入ることが出来ないので無理と言う事で諦めま

真庭さん 右から２番目が実行委員長の本田さん）

バスの中で３１時間

した。遠くまでハンバーグを買いに行って下さっ
た方、１時間もかけてコンビニに走ってくれた実

昨年（４８回）のスキー祭典は連休という事も

行委員、川柳やハーモニカの伴奏と合唱指導をし

あり沢山の方が参加してくれるだろうと気楽に構

てくれた方、ゲームで車内を笑わせて下さった方、

え、ギリギリになってあわてて人集めをした反省
から今年は早くから取り組みました。

つまみのカンパ等、少ない食料をみんなで分け合
い、バスの中はあたたかな大家族のようでした。

カラーのチラシを多く作り、より広い人たちに

みんなで力を合わせれば百数十年に１度の雪害

訴えようの新聞折り込み、公民館への案内、スポー

も逆手にとって楽しめる事、本当にありがたい気

ツ連盟の他の協議会へのお誘い等々、思いつく所
に宣伝をした結果、新しい方々の沢山の申込みを

持ちで一杯です。何よりも満杯のバスの中、病人
が出たらどうしようと恐怖の心配も無事クリアし、

いただき、バスは満杯でもう１台乗用車を出す程

安全に帰れたこと、もうちょっと進んでいたら３・

になりました。
新しく参加して下さった方々にも満足していた

４日は動けなかった事を思うと引き返す決断は間
違いではなかったと思いました。

だけるよう実行委員会は張り切っておりました。

事故処理も多くありましたが、みなさんのご協

当日（金曜日）の夕方からみぞれが雪になり道

力で無事終わらせることができました。後日返金

路が白くなるにつれ、到着時刻が遅れるだろうと
の予想はしておりましたが、まさか途中で断念す

の手続きのファックスの中に沢山の方の感謝の言
葉やお礼の言葉をいただき、辛かった経験も素晴

るだろうとは思いもしませんでした。

らしい思い出となりました。ありがとうございま

進むにつれあちこちで動けなくなって道をふさ
ぐ車のため長い渋滞。進まないバス、いったいこ

した。

（真庭京子）

※益子さんの感想は次ページへ

毎年、スキーの案内が届いていたのですが、
仕事をしていた関係で参加できませんでした。
昨年定年退職したので今年は是非参加したい
と思い、先輩を誘っての初参加でした。
退職後は要介護状態の義理の両親の面倒を
女房の兄弟達と看るのが日課となり、実家と
自宅の往復生活がはじまりました。
実家にいる時は採算度外視の野菜作りに挑戦
したり農家のまねごとをしています。
週末は一人で自宅に帰り、土日は卓球の試

新理事長に田久保孝一氏
千葉県野球協議会 総会
２月２２日に千葉県総合スポーツセンター宿泊
研修所にて千葉県野球協議会総会及び第４８回全
国軟式野球大会千葉県大会のキャプテン会議がひ
らかれました。当初２月８日に予定していました
が雪のため延期しての開催で、昨年よりチーム数
が減少したものの４１チームが参加しました。

合や練習で汗を流し、試合後の反省会という
名の飲み会にも参加し気分転換を図っていま
す。その一つとして今回のスキー祭典も位置
づけていました。
スキーは社会人になってから始めました。
職場の先輩達に誘われて菅平スキー場がメイ
ンでした。
子ども達と一緒に正月や春休みを利用して
家族スキーを７～８年楽しみました。５年前
になりますが、子供達が結婚して家族が増え
た中で、新たに家族スキーを楽しむこともあ
りました。ゲレンデを自由に滑って、温泉に
も入って疲れを癒し、楽しい宴会でみんなと
飲めれば最高です。
ただ今回は弾丸低気圧が、関東を直撃し各
地に猛烈な大雪を降らしたので、スキーバス
も埼玉県本庄市で立ち往生し、身動きがとれ
ず前にまったく進めず、役員の決断で中止し、
津田沼に引き返しました。
スキー祭典としては初めての参加が、自然
の猛威により中止を余儀なくされましたが、
来年は友人を何人か誘い必ず参加する予定で
す。志賀高原の白銀の世界を自由に滑って、
温泉に入って、飲んで食べて、一時ですが人
生を楽しみたいです。

（益子清三）

総会では2013年度の活動総括がなされました。
４３チームが加盟し、リーグ戦が行われたこと、
４部制で１部は１１チームの総当たり、２部１１
チーム、３部１０チーム、４部１１チームによる
１０試合保障の変則制で行われたことが報告され
ました。雨で試合が出来ず厳しい日程になったチー
ムもあったとのことでした。
秋の全国選抜大会千葉県トーナメント戦には３
８チームのエントリーがありました。参加を呼び
かけていた他団体の名簿が個人情報保護法の関係
で閉ざされ、呼びかけが困難になっています。
新規チームがある反面、トーナメント戦常連チー
ムにも減少が見られました。今後も各方面に呼び
かけ魅力のある大会にしていくことが重要です。
呼びかければ応えるチームがあり、今期も更に呼
びかけを拡大することと、リーグ戦チームが参加
してもらえる大会にしていくことが求められます。
総会では運営委員会、記録部、管理部、審判部

昨年の祭典より

から14年度活動方針が提案され承認されました。
14年度の役員体制では小柴 晃理事長に代わり
勤医協の監督 田久保孝一氏が新理事長になるこ
とが承認されました。また審判部に若手の審判員
である進藤 敦氏が新たに起用されることになり
ました。大いなる活躍が期待されます。
（一部総会議案書から抜粋）

第３回理事会報告
第42期県連盟総会議案を討議

審判講習会を開催
千葉県野球協議会

２月２６日（水）千葉市・穴川コミュニティー
センターにて第３回理事会が開催されました。

千葉県野球協議会では例年総会及びキャプテン
会議の後、審判講習会を開催しています。

３月２２日（土）に開催される県連盟総会議案の

今年も埼玉県野球協議会理事長で関東ブロック

検討を主な議題とする理事会で今期最後の会議で
した。

審判部長を務めている加藤祥夫氏を講師に招き座
学と実技をおこないました。

理事会では１１月からの活動が報告されました。

２月２２日（土）の座学では特にボークのタイ

この間ミックスバレーボール大会が東京からの援

ミングや塁審の立つ位置等について詳しい説明が

助を受けながらですが独自に開催できたこと、雪
のため卓球大会が中止になったこと、スキー祭典

ありました。翌２３日（日）千葉市美浜区ふれ合
い広場にて実技が行われ１２名が参加しました。

が現地に行けず途中で引き返さざると得なかった
事等の報告がありました。

参加費の返却方法に

ついて、連盟の趣旨を理解してもらいつつ参加者
の立場で考えた対策が運営委員会や実行委員会で

座学の様子

練られたとの報告がありました。

中央
（理事会の様子

穴川コミュニティセンター）

講師の

加藤さん

次に総会議案書が提案され審議しました。
オリンピック招致に関する提案文書の文言やス
ポーツ連盟のスローガンである「いつでも、どこ
でも、だれもがスポーツを」との趣旨について具
体的にはどのようなことなのかなどに議論が集中。
また財政問題では特別基金の設置についての記述

初めて実技に参加した田中さん（黒猫）に感
想をお聞きしました。
今まで１塁と３塁の審判は分かっていたけ

の仕方等についても論議がなされました。

ど、２塁の審判の立つ位置が良く分かりませ

全国総会への千葉からの理事及び評議員の推薦、
県連盟総会の日程や代議員選出の現状、理事会人

んでした。今回講習を受けて良く分かりまし

事の現状について報告がありました。

た。２塁の審判は難しいので誰もやりたがら
ないですね。

全国理事として園川副理事長、全国評議員とし

タッチアップの仕方も分かりました。ボー

て浅沼理事長を推薦することになりました。また
千葉県の総会議長に野球協議会の脇村氏を提案す

ルがグローブにさわった瞬間で良いと言うこ
とは知りませんでした。また新しいルールや

ることになりました。今後は代議員の決まってい

ストライクゾーンの位置が具体的に理解出来

ないサッカー・バレーボールへの援助を強めるこ

ました。ありがとうございました。

とになりました。

○毎週（水）（木）の22時45分～24時15分
美浜ＴＧにて

クラブ紹介
ミッドナイトテニス

○（土）（日）は13時～17時ないし17時～21時

千葉県テニス協議会

フクダ電子ヒルス

久々にテニスクラブの紹介です。

昨年から団体戦にも積極的に参加するようにな
りました。今年は上位を狙っていきたいと思いま

１月２６日（日）千葉県総合スポーツセンター

す

庭球場でクラブ対抗テニス大会が開かれていると
お聞きし伺いました。
①クラブ（サークル）名

ミッドナイトテニス

②代表者

副代表

柳沼圭一

大槻吉毅

③連絡先
gp.funer.mhb@gmail.com
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）
私自身はテニスを始めて６～７年目。天候など
で予定が左右されるのがとても嫌で、自宅近くの
美浜テニスガーデンを利用するようになりました。
それと土日よりも平日の仕事後の方が家を出や

（準決勝戦

男子ダブルス

篠原・田川組）

すく、夜（ミッドナイト）にやることにしました。 ⑥その他（スポーツ連盟に期待する事など）
すると思ったより皆さん利用してくれるようにな
連盟さんには大勢の方の取りまとめありがとう
り、下は１０代から上は６０代まで熱心な方々が

ございます。近年はコート確保も大変難しくなっ

集まっています。

ていますので募集人数や組数に制限をつけてはい
かがでしょうか、それか２日間に渡ってとかいか
がでしょうか。

第 13回 シ ニ ア テニス大会

（真ん中で寝ている人は？

大勢さん）

私共は特にサークルではありません。団体戦など
試合に出る都合上名前をつけているので諸々な規
則も特になく、唯一試合に積極的に挑戦している
またはしようと思っている方々にお声をかけてお
りまた、参加している方々で紹介下さっています。
また、土日も試合やイベント以外の日に、フクダ
電子ヒルスなどで練習しています。
⑤クラブのアッピール
サークルではないので特に規則もありません。
唯一、トーナメント思考な方々にお声かけしてい
ます。
○毎週金曜日の21時～25時は美浜ＴＧで３面

期

日

３月１５日（土）

会

場

青葉の森・庭球場

種

目

男子ダブルス（3ペアによる団体戦）
女子ダブルス（3ペアによる団体戦）

集

合

８時３０分

参加費

９時試合開始

１人１０００円 試合当日受付にて
協議会会員は１人５００円

競技方法
①原則として６ゲーム先取試合方法は
当日発表するものに従って下さい。
②３ペアによる団体戦
③３～５チームのリーグ戦を行い、そ
の後順位トーナメントを行う予定。
④選手の変更は当日でも認めます。
⑤参加チームはホームページのみ発表
します。
⑥雨天の場合も現地に集合して下さい。
参加方法 ①ホームページ ②郵送 ③FAX

３．４月行事予定
３月 ２日（日）サッカー協議会年間リーグ
なのはなテニス大会

４月

６日（日）野球協議会リーグ戦

４月１３日（日）野球協議会リーグ戦

３月 ６日（木）スリーダブルス卓球大会
３月 ８日（土）なのはなテニス大会

４月２０日（日）野球協議会リーグ戦
サッカー協議会年間リーグ

３月 ９日（日）サッカー協議会年間リーグ

４月２６日（土）春季卓球大会

野球協議会リーグ戦 開幕

４月２７日（日）野球協議会リーグ戦

なのはなテニス大会
３月１５日（土）シニアテニス大会

サッカー協議会年間リーグ

３月１６日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・バドミントン大会

サッカー協議会年間リーグ
３月２１日（休）野球協議会リーグ戦

祭典 ・ミックス バレーボ ール大会

４月２９日（休）春季テニス大会
千葉県連盟総会
３月２２日（土）

３月２２日（土）なのはなテニス大会

卓球協議会総会

４月１２日（土）

３月２３日（日）野球協議会リーグ戦

ランニングクラブ総会

４月２４日（木）

サッカー協議会年間リーグ
３月３０日（日）野球協議会リーグ戦

空手協議会総会

４月２９日（休）

サッカー協議会年間リーグ

第４８回全国軟式野球大会千葉県大会は3月９日開始
千葉県野球協議会は３月９日（日）から今年で
４８回目の全国大会予選会を開催します。

ＢＡＳＳ
コート

レインボー
アクセルズ

４月からこのコーナーでリーグ戦の結果を発表

ＢＯＳＳ

ホーネッツ

しますのでご覧ください。今年の参加チームは下

花見川Ｃａｔｓ

放医研

記の通りです。
一部 １１チーム

四部
１０チーム
ＡＳＡＨＩＪＡＰＡＮ

ジョニー

千葉北ＢＵＬＬＳ

福井電機

習一ドラゴンズ

黒猫

栄町クラブＺ

ＳＡＮＳ（サンズ）

虚人スターズ

テルク

ＷＩＬＤ ＷＯＬＦ
ポンキーズ

海浜ブラザーズ
京葉スターズ

東熱ダイナマイツ
フランシェ

パインズ
新撰組

リコージャパン千葉

隼

勤医協
二部 １０チーム

開 幕から の試 合会 場（３ 月分 ）
３月

９日（日）千葉公園・犢橋公園・美浜Ｂ
美浜Ａ

アルティメッツ

クリパレ

アクティヴズ

ＦＣ

３月１６日（日）千葉公園・美浜Ａ・美浜Ｂ

闘球会
Ｂ・Ｇ・Ｓ

ＢＲＯＴＨＥＲＳ
花見川デンジャラス

３月２１日（休）佐倉
３月２３日（日）天台 軟式・古市 場・千葉公 園

カンダ事務機へリオ

Ｌｅｇｅｎｄ

３月３０日（日）中田スポーツセンター

三部 １０チーム
スクラッチ

宮野木・美浜Ｂ・美浜Ａ
ＣＫＧファイターズ

