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＝多くのスポーツ愛好者との協力を進め、スポーツ基本法の一層の具体化を＝

新 理 事長 に園 川峰 紀 氏 を選 出
第 42回 千 葉 県 連 盟 総 会 開 か れ る
第42回県連盟定期総会は、3月22日（土）千葉

て、千葉県・千葉市に対する施設増設署名、対県・

県青少年女性会館で、種目組織選出の代議員及び

対市要請行動（懇談）、スポーツ基本法そのもの

連盟理事が参加して開催されました。

の学習会を行ったことに触れた報告でした。
休憩の後討論が行われ、各種目協議会での運営
の工夫や悩みが出されました。①会議への参加者
が少ない、②総会は大会参加申し込みを兼ねてい
るので、参加しないと大会に出られないからみん
な参加する、③大会運営には多くの審判が必要な
ので、審判講習会を行い、審判の養成に力を入れ
ている、④個人種目なので、組織的に何かやるの
に苦労している、⑤転勤や労働条件の悪化で、チー
ムメンバーがそろわず棄権せざるを得ないチーム

総会は議長・書記など運営役員を選出し、淺沼
理事長の開会挨拶で始まりました。全国連盟から

が出てきている、⑥｢ひろば｣はスポーツ科学・ス
ポーツ思想を身につける上で非常に参考になる。

は新しく副理事長に就任した佐藤信樹（｢スポー

読んで損のない総合スポーツ誌である。その上私

ツのひろば｣担当）氏が挨拶。「『ひろば』誌の

たち自身が造る雑誌でもある、⑦若い人の目にス

価格改定（￥450→￥290）を機会に、スポーツを
広い視野で捉えている機関誌を広めて連盟大きく

ポーツ連盟のことを触れてもらうためにも、ホー
ムページやフェイスブック、ツイッターなどのＳ

していこう。ベテランが頑張っている連盟にも若々

ＮＳの活用をしよう、などの意見が出ました。

しい連盟の担い手を意識的に育て行こう。そのた

総会運営上少しモタツキがありましたが、議案

めにＳＮＳなど新しい方法も研究しよう。」と挨 を採択し新理事が選出されました。すぐに第１回
拶。金子事務局長から議案書に沿った提案があり、 理事会が招集され、園川峰紀氏が新しく理事長に、
①いろいろ問題がありながらも2020年に東京で開

金子泰夫氏が事務局長に再任され、総会に報告さ

催されることになったオリンピック・パラリンピッ
クを平和と友好のムーブメント（運動）本来のも

れました。

のにするために問題あれば連盟としても提案して

（文責

秋本信孝）
総会参加者

いきたい、②スポーツ界に根強くはびこる暴力・
｢体罰｣については容認できないと、基本的問題を
提起した。 また一昨年成立したスポーツ基本法

ら４番目

に明記された｢スポーツは基本的権利である｣を名

園川新理事

実のものにするためには、連盟の活動を活発にす

長

ることが必要な条件である。そのための一環とし

前列右か

晴天の 下 谷津干 潟を散 策

「 ス プリ ン グ交 流 ウォ ー ク in千 葉 」を 開 催

去年の１０月に「オータム交流ウォークin千葉」

水鳥の生息地として保全地帯の保存を決めたラ

として新日本スポーツ連盟全国ウォーキング協議

ムサール条約に登録されている東京湾唯一の場所。

会 関東ブロック主催の谷津干潟の周辺のウォー
キングが計画されましたが、台風の影響で延期に

過去に何回かバードウォチングに来たことはあり
ましたが、周回するのは初めて。

なり３月２１日の春分の日に「スプリング交流ウォー
クin千葉」として開催されました。

昼食・休憩をかねて「谷津干潟自然観察センター」
でアオサギやカモなどを見学。同行の秋本氏はア
オサギを被写体に熱心に写真撮影をしていました。
午後は緑地帯を通り鷺沼城址公園、菊田水鳥公
園、琴平神社を経て津田沼駅に到着しました。
相当年配のご婦人の健脚ぶりをみて、ウォーキン
グは年齢問わず誰でもが、参加できるスポーツな
のだという実感がわいてきました。
また、その地域の歴史や地理など総合的に文化
を学びながらスポーツを享受できるのは、他の種
目にない特性であることを再認識しました。
千葉県連盟の今年の総会議案書では「新しい種

「スポーツのひろば」誌を見ると千葉県では養

目づくり」の取り組みとしてウォーキングの担当

老渓谷や利根運河でも行なっており、今回は関東
地区の交流ウォーキングとして千葉県連盟にも声

者をきめて組織化ができるよう働きかけるとして
います。今回の交流ウォーキングの経験を基に先

がかかり浅沼・秋本の２名が参加をしました。

進的な他県のウォーキングクラブの手助けを受け

神奈川、新横浜、東京のウォーキングクラブ員
等４０数名を４班に分け津田沼駅前の広場で準備

ながら早急に立ち上げたいと思います。
（文責 淺沼 義明）

体操のあと、各班リーダーのもと１１キロの行程
を出発。配布された地図を見ながら住宅地をぬけ、
最初の目的地、谷津公園に着きました。
ここはもと谷津遊園地のあった場所だという。
今は谷津バラ園としてあるがバラはまだ開花前、
園には入らず近くの「読売巨人軍発祥の地」の記
念碑を見てから今回のウォーキングのメイン「谷
津干潟」に行きました。

干潟を舞う
ア オサ ギ の
群れ

済州島の平和と文化にふれなが
ら済州 オルレを歩 こう
（第１回海 外ウォーク）
期 日
募集人数

2014年４月１１日（金）～１３日
８０名

参加費

８４，９９０円（成田空港発）

問合せ

全国ウォーキング協議会

優勝

御影 台 （ 男 子 ） サン ライ ズ （ 女 子 ・ １ 戦 目 ）
第13回シ ニアテ ニ ス大 会団 体 戦 開催

３月１５日（土）好天の下、シニアテニス大会
が千葉・青葉の森庭球場で開催されました。
今年は例年より回数を増やし年４回の開催する

女子
サンライズ

ポケット

まりりんず

女子は３チームのため２戦を行いました。

ことになりました。今回も締切間際に参加申込が
増え男子１０チーム、女子３チーム合計１３チー

１戦目
優勝 サンライズ

ムでの開催となりました。

２戦目
優勝

ポケット

準優勝

まりりんず

準優勝

まりりんず

（開会式に全員集合・主催者の挨拶を聞きました）
試合は５５才以上の方、１チームの合計年齢は
男子は３７０才以上、女子は３５０才以上、原則
として６ゲーム先取、３ペアによる団体戦。
３～５チームによるリーグ戦の後順位トーナメン
ト戦をおこないました。
男子 Ａリ ーグ （５チ ーム ）
スマートテニスＡ
Ｆ・ハート

昨年も参加しましたが久しぶりにお会いした
人たちもかなりいました。和気藹々とまた試

球友会

銀座テニスクラブ

チーム飛鳥

男子 Ｂリ ーグ （５チ ーム ）
スマートテニスＢ
メイユール
シックス・ラブ

さんらいず６

御影台

１位 決定戦 （１ 位トー ナメ ント ）
優勝 御影台
準優勝 チーム飛鳥
３位 決定戦 （２ 位トー ナメ ント ）
５位 決定戦 （３ 位トー ナメ ント ）
５位 銀座テニスクラブ

６位

参加者にお 聞きしま した。

さんらいず６

合の勝ち負けにもこだわり、楽しい大会でし
た。次回も楽しみにしています。（清宮さん）

色々なプレースタイルの人がいて楽しい大会
でした。自分のプレーが出せたチームが勝っ
ていて如何に日頃の実力が出すかが大変でし
た。多くの試合ができて充実した一日でした
（桑村さん）
天候に恵まれ４試合が出来て楽しかったです。
天台でし たらもっと 良かったで す。 （佐 藤さ ん）

全体的に、 安い参加費 で良いコー トでしかも 沢
山楽しめたと好評でした。この日の大会で新たに
会員登録をした方が１名、年間の大会要項を貰い
に 本部に見え る人もいら っしゃいま した。

50周 年 を運 動と組織の
前進で 迎え よう！

とを訴えました。発言は大きい声で面白く、楽
しくを心がけ参加者一人一人に語らいかけるつ

千葉 から 理事として 園 川理事 長
評議員 として 浅沼副 理事長
全国 連盟定期 総会 開催

て話さなければならない部分を端折ってしまっ

もりで報告しました。途中ヒートアップしすぎ
た箇所もありましたが、後で聞いたところ「千
葉の代議員は元気があっていいね！」との評価
があったそうです。(自画自賛！)

おまけに翌

3月 15日 （ 土 ） ・ 16日 （ 日 ） 東 京 お 茶 の 水 の

日の「しんぶん赤旗」スポーツ欄に発言要旨が掲
全労 連 会 館 で 第 31回 定 期 総会 が 開 か れ ま し た。 載され二度びっくり。やはり活動は楽しくなきゃ
総会に 参加 した感 想を お聞 きしま した 。

長続きしないということを改めて実感。
ひろば の拡 大はま さに 背水 の陣で ！

最初 は足が 重か った！ ？
新日本スポーツ連盟の活

そして「ひろば」の価格改定については、発言通
告者が小生以外いなかったことか

動に本気で取り組むように

ら最初の発言者となりました。千

なってから2年余の時間が経

葉県連盟での議論をベースに現行

過したこの時期に定期全国
総会に代議員として参加す

価格維持を訴えましたが、他の代
議員からは消極的な発言が相次ぎ、

ることとなりました。

採決の結果、圧倒的な賛成で290円

（右は報告する和食全国連

が新たな価格となりました。これ
は、議論の中で「ひろば」を継続

盟理事長）

総会前に送られてきた議

して発行していくために必要な250

案書は150ページを超える大作！ページの隅々ま

0部（現在1946部）という目標を達成するための

で全国の連盟員の血と汗と涙の結晶でてんこ盛り
の内容に当初は少々気が重かったのです。特に

全国の連盟員の覚悟の現れであると理解したいと
思います。見方を変えればそれだけ「のびしろ」

「スポーツのひろば」の価格改定の経緯について

があるということになります。そして目標達成に

は、評議員会・理事会などで喧々諤々の議論の末、 は各県少なくとも30%アップが求められることに
結論が出なかったことが詳細にわたって報告され なりました。
ていた点にはいささか気がそがれる思いがしてい
ました。と言いますのも、千葉県連盟ではひろば
の価格については常任委員会で幾度となく議論し、
現行価格で行くべきだ、内容は他の雑誌と比較し
ても決して引けは取らない、むしろ連盟の機関誌
であるならばもっと自信をもって購読が進められ
るのではないか！ところが、総会会場の場で渡さ
れた追加資料には290円／冊の案が再提案されて
いました。総会に臨む前に「自治体交渉」と「ひ
ろばの拡大」についての発言通告を行っていまし
たのでこれではよほど褌を占めてかからないとと

（全国理事 として演壇 に立つ園川 理事長）

総会に臨みました。

総会で印象に残ったのは30代、40代の若手が理事

いざ 発言台 へ！

に登用されたことに世代交代が少しは進んだかな？

議事運営委員から先に「自治体交渉」について
発言し、「ひろば」については別途時間を取って

ということと、スポーツ連盟創立にかかわった来
賓の伊藤高弘顧問が「スポーツは平和的生存権で

議論をしたい旨告げられ、8番目の発言者として

ある。」というメッセージと常に「負けてたまる

「千葉県・千葉市との自治体交渉」を本番交渉ま

か」という精神が必要だとの言葉にはもっと前に

でに至る経緯を中心に、自分の目と頭で感じたこ

進めと背中を押された思いでした。

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）

クラブ紹介
Ｂ ＬＡ ＣＫ

ＳＯ ＣＫ Ｓ

千葉県テニス協議会

スポーツ連盟の大会には団体戦に１０回位、
個人戦にも出場しています。いつもありがとう
ございます。

先月に続いてテニスのクラブを紹介します。
１月２６日（日）千葉県総合スポーツセンター
庭球場で開かれたクラブ対抗テニス大会でお聞き
しました。
①クラブ（サークル）名
ＢＬＡＣＫ ＳＯＣＫＳ
（ブラックソックス）
②代表者

吉原朋征

③連絡先

市原市五井西

gbabasan@yahoo.co.jp
④クラブの概要（名前の由来・チームの特徴・練
習日程・人数等）
2009年 ケインズテニススポーツクラブの合宿
の時にクラブを創ろうと言うことになり結成しま
した。当時も約１０名程度でした。

第33回 春季 テニ ス大 会
期日４月２９日（休）男子Ｗ

高浜

５月２５日（日）混合Ｗ
稲毛海浜
６月 ７日（土）チーム対抗 青葉
６月

８日（日）Ｗ戦団体戦

６月１５日（日）女子Ｗ

青葉
天台

６月２２日（日）男子・女子Ｓ 青葉
６月２８日（土）チーム対抗 青葉
協議要項
①原則として６ゲーム先取
②３～６チームのリーグ戦
（当日の大会参加者

ハイ。ポーズ！）

チームの名前は代表の私が黒のビジネスソック
スをテニスの練習中によくはいていたため付けま
した。練習は川鉄跡地の千葉市ヒルステニスで行っ
ていますが不定期です。普段は対戦風に練習をし
ています。
人数は現在男子５名女子６名の合計１１名。
チームの特徴は微妙に仲が良い事です。
⑤クラブのアッピール（１４年度の抱負等）
今年の抱負は１回位は新日本スポーツ連盟の団
体戦で優勝することです。
対戦してくれるチームを募集しています。

③選手の変更は当日でも認めます。
④試合開始は９時です。その前に速やか
に受付を済ませて下さい
⑤雨天の場合も現地に集合して下さい。
参加方法（メールでの申し込みは出来ません）
①申込は郵便振替の用紙で申込締切日ま
でにお申し込み下さい。
②必ず払込取扱票を利用して下さい。
③通信欄には下記内容をお書き下さい。
大会名
ラブ名

参加種目・選手名

④参加費はＷ4,000円

Ｓ3,000円

所属ク

４・５月行事予定
４月 ６日（日）野球協議会リーグ戦

５月

３日（休）野球協議会リーグ戦

４月１３日（日）野球協議会リーグ戦

５月

４日（日）野球協議会リーグ戦

４月２０日（日）野球協議会リーグ戦

５月
５月

５日（休）野球協議会リーグ戦
６日（休）野球協議会リーグ戦

フット・ ア・セッ ト全国交流 大会

４月２６日（土）春季卓球大会
春のバレ ーボール フェスティ バル

４月２７日（日）野球協議会リーグ戦

５月１１日（日）野球協議会リーグ戦
サッカー協議会年間リーグ

祭典・ミ ックスバ レーボール 大会

５月１７日（日）春のバレー ボールフ ェスティ バル
５月１８日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・バドミントン大会

５月２５日（日）野球協議会リーグ戦

サッカー協年間リーグ

青葉の森リレーマラソン

春のバレ ーボール フェスティ バル

サッカー協議会年間リーグ
春季テニス大会

４月２９日（休）野球協議会リーグ戦
春季テニス大会
ラン ニングクラ ブ総会

４月２４日 （木）

空手 協議会総会

４月２ ９日（休）

テニ ス協議会総 会

４月２ ９日（休）

第４８回全国軟式野球大会 千葉県大会途中経過
○勝点３
▼勝点０

●勝点０
□勝点１（引分） △勝点３
▲勝点－１（不 戦敗） ▽勝点３
★勝点－１（審判遅 刻・欠席 ） ◆試合放棄－３（誰も 球場に来 ない場合 ） ※雨天中止

