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参加回数最多の古豪

千葉代表栄町クラブＺ惜敗！
第49回全国軟式野球大会終了
新日本スポーツ連盟全国野球協議会主催の第49回
全国軟式野球大会は11月 14・ 15日、福岡県内 4市
の 4球場で行われました。前日からの雨の予報も心配さ

日公園球場は福岡空港が近く試合中も上空をジェット

れましたが、一部球場で遅れがありましたが以後は天候

旅客機が低空で飛んでいました。

大会運営員・賞選考委員として各試合記録をつけな
がら拝見させていただきました。今大会のメイン球場の春

にめぐまれ無事全試合終了することができました。
春日市県営春日公園球場で行われた決勝戦は初出
場同士の対戦となり、ワイルドスピリッツ (滋賀)が YAHM

ANS(福岡 )を4-1で下し、初出場初優勝を果たしまし
た。最優秀選手にはワイルドスピリッツの寺嶋祐介投手
が選ばれました。

博多の美しい町並みや宿泊先のホテルの窓から見た
市街地は70年前の夏、気象条件によっては米軍の原
爆投下予定地でもありました。その福岡・新潟の上空で
広島・長崎の惨劇が現実となっていたのかも、と考えると
背筋が凍る思いがしました。
全国野球協理事長の酒井俊二氏の大会のあいさつ
にもありましたが、 100年を迎えた夏の高校野球は今年

97回大会です。戦争による中断があったためです。甲子
園球場も内野スタンドの大鉄傘が軍部に供出されグラン
ドは芋畑に変わりました。球音は途絶え、甲子園を沸か
せて巨人で活躍した沢村栄治投手などが出征し、少な
くない若い命が帰ってきませんでした。
「スポーツ、君が主人公」「スポーツは平和とともに」を花
開かせるためにも、私たちは未来を希望へと切り開くため、
ひとりひとりの声を大切に、憲法9条を守り、民主主義を
取り戻すための自覚を持ち、自発的に立ち上がってきた
新しい運動に参加
大会には全国7ブロックから16チームが参加。その内

していきましょう。

9チームが初出場でし た。参加最多回数 13回を誇る
「古豪」千葉代表＝栄町クラブＺは、残念ながら主管地

田久保 孝一

福岡県代表の秋吉整形外科チームに惜敗してしまいま
したが 2年連続出場は千葉野球協として大いに賛美し

(野球協議会理事長)

たいところと感じております。

連盟創立50周年行事に参加して
常任理事 秋本 信孝
11月 7日、新日本スポーツ連盟創立 50周年記念国

選手自身が審判をサッカーを行っています（フット・ア・セッ

際シンポジウム＆レセプションが東京・北とぴあで行われ

トのことか？）。勝負も大切ですが、相手をパートナーと

ました。ここではシンポジウムを中心に報告します。
パネリスト4名が発言、①連盟会長の永井博氏、②

してみることも大事だと考えているから、と発言。

韓国体育市民連帯執行委員長のジョン・ヨンチョル氏、

人の権利である」とうたい基本的人権としてのスポーツ権

青沼事務局長は、連盟は創立宣言で「スポーツは万

③フランス労働者スポ ー ツ ・
体操連盟 (FS G T ) 事務局
長のエマニュエル・B・ウラルディ

の実現をかかげました。スポーツ
権とは権力の介入を受けずにス
ポーツができ、人々の文化的生

氏（女性）、④連盟附属ス

活のために保障されるものと捉

ポーツ科学研究所事務局長

えてきました。スポーツ基本法は

の青沼裕之氏。

憲法の精神を生かすための重

永井会長は、今回の シ ン

要な法律です。ただ、条文から

ポは「豊かで平和な生活のた

は国策と し ての競技力向上に

めにスポーツ運動に求められ
ているもの」がテーマで、連盟
はこの 50年国民のスポーツ要求実現、スポーツ分野の
反核平和、国際連帯に取り組んできた。「スポーツ基本
法」にスポーツが「すべての人々の権利」と明記させたが、
現状は却って後退している側面もある。反核平和マラソ
ンが国際交流としても行われ、「スポーツは平和とともに」
が地球的規模で広がることを願う、と発言。
ヨンチョル委員長は、スポーツを介して私たちが出来る
最高の価値は平和です。これは人類と世界に与える最
も大きな贈り物です。同時にここにたどり着くために解決
すべきものが人権です。…残念ながら韓国のスポーツは

は前向きですが、財政措置が
は前向きで すが、財政措置が
必要な指導者養成や施設設
備には及び腰の姿勢が読み取れます。連盟は市民団
体とともにIOCに環境指針や改革提言を尊重するよう
働きかけた結果、計画は大幅に見直されました。五輪は
一過性のものではなく、国民のスポーツ振興につながるも
のにしていく必要があります、と発言。
その後フロアーからの質問・意見に移り、最初に発言し
た県連盟園川理事長は流暢な英語で質問して会場の
注目を浴びました。なお、今回の発言者ヨンチョル委員
長とウラルディ事務局長は英語で発言し、永井、青沼

氏は日本語で発言しました。会場にはイヤフォンが用意
少数のエリートのためのもので、一般の人の参加は少なく、 され同時通訳されました。「労働条件が悪化し、週 40
裾野は日本と比べても広くありません。IOCは肥大化し 時間も働いて、どうしてスポーツが出来るのか」というウラ
た五輪をやめ、持続可能な五輪を打ち出したが、2018 ル デ ィ 発 言 に 失
年の平昌冬季五輪に地元の声が反映されるか疑問で 笑が漏れました。

す。スポーツをめぐる様々な問題で行動を起こしていかな
くてはいけない、と発言。
ウラルディ事務局長は、私たちは現状に安住せず、記
憶に学び続けることを重視し、ファシズムからの解放を記
念して5月 8日に「平和のためのレース」を行っています。

多くの人が「日本
の長時間労働は
と ん で も な い こと
なのだ」とあらため

て自覚させられた
スポーツをする権利は、闘って獲得しなければなりません。
瞬間で し た。
労働条件が悪化し、週40時間も働いて、どうしてスポー
ツが出来るのか。FSGTはスポーツのイノベーション(革新・
※50周年行事についはhttp://www.njsf.net/info/
変革)を重視しています。サッカーでは暴力がよく起きます。
recent/zenkoku/4678.htmlをご覧ください。

改修工事検討の俎上に

～～～～～2015対県交渉で進展？？～～～～

11月10日（木）スポーツ連盟千葉県連盟は「スポー （連 盟） 体育館の音響設備は音が途切れる等の不
ツ基本法」に謳われたスポーツ権確立の為の施策として

具合があるので改善してほしい。

1昨年から継続して進めてきました県教育庁体育課と
（体育課）指定管理者と検討の上対応したい。
3回目の懇談会を行いました。連盟からは園川理事長・ （連 盟） アリーナ外周通路の修繕必要箇所が散見さ
金子事務局長・吉田理事の 3名。体育課から施設・調
れる。現場写真を提示する。
整班柳生副主事以下 2名がそれぞれ出席。要請に先
（体育課）身障者対策として外周通路にス

立ち、大会会場や関係各方面から集めた「スポーツ予
算増額を求める署名 337筆（昨年250筆）
」と連盟機
関紙「スポーツのひろば11月・12月号」「Sports Net
ちば11月号」を手交。
席上、連盟から県民スポーツ振興に為にもスポーツ予
算の増額が望まれていること、現状の予算配分はイベン
ト中心となっておりスポーツ基本法の趣旨である「施設の

整備は地方公共団体の責務であること」が目に見える
形になっていないことを中心に訴えました。体育課からは、
施設の現状が老朽化していることは承知している。限ら
れた予算の中で新規施設の整備は困難であるが、リオ
五輪・東京五輪の各種取り組みを足掛かりに施設の再
整備・維持管理に向け長期的に取り組んでいきたい旨
の発言がありました。明るい話題として、議題としては計
上されていませんでしたが、長年懸案事項となっていた

ロープの新設を今年度中にも行いたい。修
繕の必要な個所は指定管理者と協議して
進めることとしたい。
（連 盟） サッカー場B面の簡易ベンチの庇の設置を進
めてほしい。
（体育課）状況は承知している。
（連 盟） テニスコート脇通路に駐禁エリア（ゼブラゾー
ン表示）が欲しい。現状ではジョガーと車両
が接触する危険がある。
（体育課）指定管理者と相談し事故対策として
今年度中にも実施したい。
（連 盟） 洋式トイレの増設を図って欲しい。
（体育課）必要性は認識している。予算計上はしてお
り配管を含めしっかり直したい。

（連 盟） ネットの保守・点検を行って欲しい。
硬式野球場の改修について、改修工事基本設計を求
（体育課）現状を指定管理者に確認し必要ンな対応
める予算が 9月議会で承認されたことから数年後？に改
を行う。
修工事に取り掛かれる状況になったことが体育課から報
（連 盟） 陸上競技場フィニッシュ付近を照らす照明器
告されました。
具の設置を図られたい。日暮れが早い秋の
大会では必要。併せてスターター用配線の保
守・点検を図られたい。
（体育課）検討させてもらいたい。
（連 盟） テニスコート脇横断歩道に信号機の設置を
図られたい。
（体育課）地域の連絡協議会とも図った上で対応した
い。
（連 盟） 美浜ふれあい広場の野球場ラバーフェンスの
損傷がひどい。現場写真を提示する。
管轄部署がどこか？
県主管主要施設である千葉県総合スポーツセンター
に関しての主要なやり取りは次のとおりです。

（体育課）県印旛沼下水道事務所である。
（HP資料を受領）

第2回理事会報告
11月 25日、穴川コミュニティーセンターにて第 2回理事会が開催
されました、理事17名中10名の出席でした。

熟年層の体力向上は？
最近の調査によると熟年層の体力は伸びていると言う。

園川理事長の挨拶ではこの間、戦争法案反対の全国的な行動

テニス協議会のシニア男女別チーム対抗も今回の臨時大会

にスポーツ連盟も大きく寄与したこと、連盟創立 50周年の記念行

で２２回目の開催となったのも頷ける。現役リタイア後の人生、

事が行われたことなどがありました。

好きなスポーツを毎日楽しんでいる方たちが増加し、ストレス

第1回理事会以降の各協議会の取り組みは、予定通りなされて

解消・共通の趣味友達・身心共に健康！！

いるとの報告の中でただひとつ、事務局次長の日野氏が病気療養

試合も適度の緊張感と目標意識が持てる事によって痴呆症

のため、役を降板せざるを得ないとのことでした。県事務局としては

もある程度は防げると思う。

大変な痛手ですが世代的継承対策を今後も追求していきます。

以下の写真は、11 月21日(土) 千葉県総合スポーツセンター・

全国関係の報告として、 11月 7日に創立 50周年の記念行事の、

庭球場 シニア団体戦より

シンポジュウム（別途秋本報告参照）
・レセプションが盛大に開催さ
れ、また、連盟の記念誌「50年のあゆみ」が発刊されました。スポー
ツ連盟の歴史・理念を理解するためにも連盟役員はぜひ購読を！
次年度、関東ブロックセミナーが千葉県連盟主管で「佐倉草笛の
丘」にて9月3・4日に開催します。 40名~50名の規模で行う予定
第51回千葉県スポーツ祭典では金子事務局長より各種目別の
参加状況、財政、成果、課題の一覧報告がありました。理事から
はフリー選手が増えレベルアップしている (テニス )、仕事都合で選手
が集まりにくい（バレーボール）の発言がありました。

開会式

種目協議会については、協議運営委員会が十分機能していな
い種目協議会がある、会計の明確化を図るなど検討を要する課題
があります。組織状況では会員数2924名。全国への報告としては

1728名としています。（空手の子供を除く・団体種目は 1チーム野
球10、バレー7、サッカー12で計算）県総会では１割増としていま
すので奮闘願います。
ひろば誌の普及では千葉県連盟は 6月以後10部の増加で現在

180部。全国では 2330部、 2500部の目標にあと170部。

男子ダブルス試合風景

スポーツ基本法の具現化として県教委体育課との懇談会を行い

女子ダブルス試合風景

ました。（別途園川報告参照）基本法の趣旨を生かした振興策
が作られるかが今後の課題です。市スポーツ振興課との懇談は 11
月26日に行います。
財政については予定どおり進行しています。募金については 20万
円（現在146046円）を目標にとりくみます。
全国的に行われている「戦争法反対総がかり運動」 2,000万署
名について、県連盟としての署名用紙、スポーツ９条の会署名用
紙、各協議会・クラブの署名用紙を 用意し集約をします。（新日
本スポーツ連盟は 6月7日に「平和の文化であるスポーツと相いれな
い[戦争法案]に反対するアピール発表しています。
淺沼 義明（副理事長）

男子優勝：グリーンウッドチーム
女子優勝：ポケット2チーム
写真を見ての通り、まだまだ若々しく生き生きとプレーしている
姿は見ていても気持ちが良いものです。 吉田 嬌子

クラブ
ク ラブ 紹 介

茂原FC
カテゴリー：サッカー
①クラブ(チーム)名 茂原FC
②代表者

佐々木 昌人

③連絡先

茂原市谷本

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）

1999年に小寺真道さんが高校や大学の仲間に呼びか
けて結成しました。現在 19歳から35歳まで 20名程のメ
ンバーで構成されています。
毎週日曜日 9:00～ 12:00に茂原市の萩原小学校
のグランドで練習を行っています。

今回はビブスを着用しました。対戦相手はCIELO

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等)
グランドの確保が出来ているのが良いと思います。
芝生で試合が出来るのがありがたいです。

楽しくサッカーが出来るような環境づくりをし、みんなで褒
め合いモチベーションを上げることが出来るようなチームに
したいと考えています。
スポーツ連盟のサッカー協議会は3年前からリーグ戦等
に出場しています。今年県リーグにも登録、３部で試合
をしています。

第44回千葉県連盟
定期総会のお知らせ

⑤クラブのアッピール(今年度の抱負等）
今年はまだチーム自体は完成していないのでコミュニケー
ションを取り合い、個人能力を上げて行こうとしているチー
ムです。 本気で楽しもうとしているチームです。

下記の日程で千葉県連盟の定期総会を開催します。
◎日
時 2016年3月20日（日）13:30～17:00
◎会
場 千葉県スポーツ科学センター 第一会議室
〒263-0011 千葉市稲毛区天台323
TEL 043-290-8501
◎議
題・2015年度の活動のまとめ
・2016年度の活動方針の検討
・決算・監査報告及び予算案討議
・役員改選
その他
◎代議員数・ランニング1名・バレーボール3名
・卓球 5 名・テニス 4 名・軟式野球 5 名
・空手1名・サッカー4名・スキー1名
・ウォーキング1名

※今回は日曜日の開催です。
代議員の方 (チーム ) は試合等の予定を入れない
ようご注意下さい。

SPORTS CALENDAR
12月
6日(日)
13日(日)
16日(水)
20日(日)
23日(祭)
26日(土)

2016年1月
祭典・空手大会
祭典・野球大会トーナメント戦・決勝戦
サッカー協議会・年間リーグ
第22回鈴木杯テニス大会
サッカー協議会・年間リーグ
レディース(松戸)卓球大会
第14回検見川クロスカントリー大会
第22回鈴木杯テニス大会（予備日）
冬季バドミントン大会

24日(日)

新春チーム対抗テニス大会
新春卓球大会
サッカー協議会・年間リーグ

31日(日)

ミックスバレーボール交流大会
第8回なのはなテニス大会
サッカー協議会・年間リーグ

16日・17日 全国卓球選手権大会・年代別の部
岡山市

5日・ 6日 全国バドミントン大会 名古屋市
13日
全国サッカーファイナル大会 千葉市
フクダ電子スクェア
19日・20日 全国卓球大会・一般の部 京都市

ロシア陸上界に激震！
～～～どこまで広がるド―ピング汚染～～～～
すべてのスポーツ組織は危機感を持って対応すべき！
世界のスポーツ界を揺るがせているロシアのドーピング問題。これはロシア1国やロシア陸上界だけにとどまる問
題ではなく、世界のスポーツ界全体で解決しなければならない課題ではないかと思う。
ドーピング問題で小生の記憶の範囲で今でも鮮明に覚えているのは、1988年ソウルオリンピック100m 男子金
メダルのベン・ジョンション選手（アメリカ）
。彼は筋肉増強剤ステロイドを摂取していたことが判明し、金メダル剥
奪、陸上界から永久追放処分を受けた。また、世界最高峰の自転車レース、ツール・ド・フランスで前人未到の
7連覇を遂げたランス・アームストロング選手（アメリカ）もドーピング違反が確認され、ベン・ジョンション選手と同
様に永久追放処分を受けている。アームストロング選手は、一時期前立腺がんを克服し競技に復活したが、復
活劇の裏にはド―ピングが絡んでいたことから「作られた偶像」となりファンを大いに失望させた。この他にもドーピン
グをめぐる事例は枚挙にいとまがない。マスコミにもたびたび報じられているので読者諸兄も「あ～！またか！」と思
われていることだろう。
いずれのケースにも「より早くなりたい！より強くなりたい！」という選手の欲求を一時的には叶え、記録的にも素
晴らしい結果を残すことにはなるが、その代償として体調の悪化をきたし、競技人生に終止符を打たれたり、ひい
ては廃人同様になってしまう虞がある。
日本ではJADA（日本アンチドーピング協会）がドーピングに関する啓蒙活
動を行っており、幸い日本人選手がドーピングン絡んで摘発されたというニュー
スは聞かないが、安閑とはしていられない。風邪を引いたので市販の薬を何
気なしに服用したところ、禁止薬物が含まれていたことからドーピング違反に
なってしまうこともありうる。選手は勿論のこと、指導に当たるコーチ・監督、
更にあらゆるスポーツ組織・団体はドーピングに関する知識を絶えず入手・
理解する必要がある。作られた記録は決して称賛には値しないし、スポーツ
の発展には寄与しないことを肝に銘じるべきと思う。園川 峰記

