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理事長
タイトルとなっています言葉はどなたもご存じですね。「古

園川

峰紀

あると先人は伝えています。

いものを訪ね求めて新しい事柄を知る」という意味で一般
には言われています。
しかし、出典である論語には

私たち新日本スポーツ連盟は、昨年創立５０周年を
迎えました。第３２期定例総会で「５０年の歴史を継

子曰く、故（ふる）きを温（たず）ねて新しきを知る、

承し新たな歴史を歩もう」をタイトルとして掲げ、記念事

以て師となるべし

業の一つとして「スポーツは万人の権利」のタイトルで

＝子曰、温故而知新、可以為師矣
とあります。これを現代風に訳すと

5０年の歩みを記念誌として編纂・発行しました。記念
誌を一読すればこの５０年の歴史の中で、先輩達がどの

自分が以前に習ったことや昔のことを

ようにして新体連（旧称：

しっかりと習熟して新しいことを知ること

新日本体育連盟）を立ち

が出来るならば、師（先生）となるこ

上げ現在の姿（新日本ス

とができる、ということになります。

ポーツ連盟）を作り上げてき
たのかが深く理解出来ます。

言葉を知っているだけでは、古い事

そして、今後どのように運動

柄から新しい事柄を知ることは出来ま

を進めていくべきかの助言が

せんね。後段の「以て師となるべし」に

満載されています。まだ購読

注目してください。ただ、単に物事を

されていない方は是非ご一

知識として知っているだけでは「物知り」

読をお願いしますとともに、新

に留まりますが、それを他人に教えると

日本スポーツ連盟の先頭に

いうことは、非常に難しいことは日常の生活の中でもいろ

立つ理事諸兄の方はもちろん、連盟員一人、一人が、

んな場面で経験しています。例えば、会員登録をお願い

記念誌にかかれている内容をきちんととらえ、これを糧とし、

する際に「新スポ連って何ですか？」と聞かれた場合、適

未来のスポーツ界創造の運動にチャレンジすることを希望

切に応えられていますか？

いたします。

このように、誰かに何かを教える場合、その何かに付随
するいろんなことに習熟していなければなりませんね。習熟
していないと誰かに何かを教えることは出来ません。
温故知新の本当の意味は「故きをたずねて新しきを知る」
ではなく、「故きを（大切に）温めて新しきを知る」ことで

※おまけ＝英語訳：

You can become the teacher if you can ｇet
new thing from merely old things.

12月11日(日)千葉市・宮野木スポーツセンターで第5
2回千葉県スポーツ祭典・空手大会が開催されました。

浮かべていました。
小学生団体戦決勝は葵會館本部Ａと葵會館納侍

今回は同じ日に東京・日本武道館で全国空手道選手

塾Ｂの対戦となり2対1で葵會館本部Ａか優勝杯を手

権大会が開催されたこともあり、参加者は144名と夏季

にしました。一般団体戦では初参加の姉空会が錬極館

空手大会に比べ多くはなかったものの、参加団体は１５

を破り初優勝を飾りました。今回初参加の士道館・流

団体と過去最高の数となりました。競技は幼児から一般

山支部の辻内師範からは「形も綺麗でレベルの高い試

有段まで形の部と組手の部が行われた他、今回も小学

合ですね」とのコメントを頂きました。 閉会式では小倉芳

生団体戦と一般団体戦が行われました。

治会長から「2020年の東京オリンピックに向けていろいろ

一般形の部で優勝した妹尾選手は「緊張することなく
普段の練習の成果を表すことが出来て良かった」と笑みを
◆形の部

優勝

な技を出して欲しい。 そしてテコンドーに負けないように練
習を積んで貰いたい。」との激励の講評がありました。

準優勝

幼児

加々美湊友 ＭＮＲ

柏原晴希

葵會館納侍塾

小学1年生

中村美杏

葵會館本部

柏崎真慶

葵會館納侍塾

小学2年生

柏原咲希

葵會館納侍塾 大原叶多

葵會館納侍塾

小学3年生Ⅰ部

鈴木千遥

拳夢館

西村碧泉

蒼和塾

小学3年生Ⅱ部

中村恭輔

葵會館本部

水上優衣

蒼和塾

小学4年生Ⅰ部

小高悠翔

葵會館本部

柏崎彰秀

葵會館納侍塾

小学4年生Ⅱ部

宮本幹太

蒼和塾

小田嶋大雅 蒼和塾

小学5年生

平子穂乃花 拳夢館

武部颯輝

葵會館本部

小学6年生

獅子田秋美 拳夢館

渡邊優菜

蒼和塾

中学生

高橋飛羽

濤心館本部

徳永愛心

拳夢館

一般有級

加藤英一

葵會館本部

柳田慎二郎 真心会

一般有段

妹尾 淳

真心会

野村昌敏

◆組手の部

優勝

真心会

準優勝

幼児

加々美湊友 ＭＮＲ

小学1年生

柏崎真慶

川島崇史

葵會館納侍塾 野口結翔

国武館
ＭＮＲ

小学2年生

太田晃義

幸心館

柏原咲希

葵會館納侍塾

小学3年生男子

田中温羽

蒼和塾

宮嵜泰一

錬極館

葵會館本部

木本玲央

国武館

小学4年生男子Ⅰ部 小高悠翔

小学4年生男子Ⅱ部 小田嶋大雅 蒼和塾

長谷川想弥 国武館

小学3･4年女子

鈴木千遥

拳夢館

西村碧泉

蒼和塾

小学5年生男子

山脇勇希

拳夢館

武部颯輝

葵會館本部

小学6年生男子

植本慶汰

拳辰館

朝生優斗

蒼和塾

小学5・6年女子

宮嵜柚穂

錬極館

獅子田秋美 拳夢館

中学生男子

高橋飛羽

濤心館本部

高司龍聖

姉空会

中学生女子

徳永愛心

拳夢館

大内茉子

真心会

一般有級男子

加藤英一

葵會館本部

近藤 隆

真心会

一般有段男子

川崎翔太

姉空会

小学生団体優勝 葵會館本部A

野城和哉

蒼和塾

一般有段男子の部

第40回全国選抜軟式野球大会
野球協議会 脇村 元夫
第40回全国選抜軟式野球大会は(2016 年)9月1

とワイルドピッチで２点を上げ逆転サヨナラで決勝へと駒を

9 日、天台球場で開幕戦を行いスタート。途中雨天延
期など天候不純もあり大会運営が危ぶまれましたが、(同
年)11月27日、準決勝・決勝を天台球場で行い無事

進めました。続く準決勝第2試合。初参加「モンスター」v

終了することが出来ました。

勝へ。

s4年連続準決勝進出の「栄町クラブＺ」の対戦。栄町
クラブＺ・土谷投手が見事ヒット3 本に押さえ完封で決

今大会は、リーグ戦参加チームから21チーム(前回：1

大会の最後を飾る決勝戦は「Ｋ‘ｓ」vs「栄町クラブＺ」

9チーム)、オープン参加チームとして11チーム(前回：11
チーム)の合計３２チームが参加して行われました。今回

の初対決。準決勝に引き続いての2 連投となる土谷投
手が内野安打1本に押さえる好投で連続完封を飾り優
勝に花を添えました。
※土谷選手のコメント
準決勝戦に続いての連投で疲れはありましたが皆が応援
してくれたことと優勝がかかっていたので頑張れました .
※特別試合
制限時間内(7回)まで同点で展開していた試合で、試合展
開を終了するため1アウトフルベースの状態で行う試合

残念ながら押し込み時点では35チームだったのですが、開
幕後3チームから辞退の申し出がありました。この出来事
はチームをまとめ、維持することが大変厳しい状況であるこ
とが伺え各チームの皆さんのご苦労が忍ばれます。
大会は、一部リーグ優勝の「SANS」が初戦の試合で、
大会初参加の「富津市役所野球部」に敗退。常時ベス
ト４の戦績を残している「千城台ヤンキース」が3 回戦で

優勝

栄町クラブＺ

敗れる等波乱が見られましたが、合計31 試合の内、特
別試合(注：参照)2試合、コールドゲーム5試合、1点差ゲー
ム8試合と僅差でのゲームが目立った大会でした。また、ベ
スト4にはオープン参加2チーム、リーグ戦参加2チームがそ
れぞれ残り日頃のトレーニングの成果を十分に発揮してく
れました。
ベスト4が戦う準決勝第１試合は「Ｋ‘ｓ」ｖｓ「千葉
北BULLS」の対戦となりました。試合展開は初回から投
手戦が続きスコアボードはゼロ行進。「千葉北BULLS」が

7回表に1点先取しましたが、その裏「Ｋ’ｓ」がパスボール

準優勝

Ｋ‘ｓ

第44回常任理事会報告
運動（スポーツ）オンチでも
スポーツの普及には少しは役立てる！
事務局長

金子泰夫

「金子は運動神経が悪いのにどうしてスポーツ連盟をやってい
るんだ」酒の席での先輩の言葉は《大当たり！》である。大体
私ほど運動神経の鈍い人間はいないと思っている。
小学校の運動会では概ねビリから２番目あたり、逆上がりは
出来たものの蹴上がりなどは夢のまた夢。海に囲まれた佐渡
島で生れたにもかかわらず海が怖くて泳げない。雪国の新潟
県上越市（旧高田市）で中学・高校と過ごしたもののプルー
クボーゲン（今はあまりつかわない言葉）しができない。まさに

師走ということもあり通常第4月曜日開催の常任理事会を12月

21日(水)に事務所で行いました。前回は定例理事会と重なり 2カ
月ぶりの常任理事会でしたので報告事項・連絡事項は「てんこ盛
り」でした。主要報告事項は次のとおり
＜陸上競技大会：11月6日／県営陸上競技場＞
全国スポーツ祭典行事であり支出増が懸念されたが、経費の
節減や募金等により若干の黒字計上となった。
＜空手大会：12月11日／宮野木体育館＞

144名の参加で成功裏に終了（12月11日／宮野木体育館）。
大会以外では空手大会関係者からの要請で急遽宮野木体育
館を確保したことで感謝される。
＜卓球協議会：大会募集状況＞

運動（スポーツ）オンチである。

船橋混合ダブルス大会 は年明け早々の大会にも関らず申込が

にも拘わらず体育・スポーツがライフワークなってしまったのは自

殺到、120組で申込締切！

分でも不思議だと思う。
私が生れたのは昭和19年12月、ＮＨＫスペシャル「狂気
の戦場ペリリュー」で注目されたペリリュー島全滅の月で敗戦
の半年前、食べ物にも事欠く時代であった。生後1歳半で父

＜野球協議会＞
トーナメント戦では老舗の「栄町クラブＺ」が優勝。来年4月の全
国選抜大会出場予定。
＜スキー／全国祭典 2017年2月実施＞

の病死。一家は貧困のどん底へ。4 歳上の兄は172㎝で背

公民館配布チラシを見ての申込者が増えた。現在40名、目標7

は高い方であったが、私は教室では前の席。幼児の時から栄

0名実現するかも？

養不足ではなかったかと思っている。従って運動とは縁がなかっ

【協議事項】

た。中学時代はブラスバンドでフルートを吹き音楽の道にと思っ

ひろば普及拡大

たこともあった。

※年内に170部にしたい。全国大会参加のチーム・個人に見本誌

1ヶ年の浪人後、大学に入り何故かグランドで走ってみたい
と無謀にもラグビー部に入った。当然の事ながら、“しごき？”に
遭い、体育・スポーツにも詳しい教育学者の故城丸章夫助
教授に相談（そんな封建的な部活はやめても仕方ないと言
うだろう）に行ったところ『そんなもんだ。スポーツは権利であり
みんなのものでなければいけない』『旧帝大の東大では運動
部の選手が一般の学生にスポーツを教えたもんだ』と諭された。
ならば「運動（スポーツ）オンチの私が体育の不得意な子ど
もの立場に立った教師になろう！」と4年間ラグビー部に在籍、
そして中学・高校の体育教職免許を取ることになった。

33年間の教職を辞して、スポーツ連盟の活動に専念し余
暇に卓球を始めたものの、生来の運動神経の無さからなかな
か上手にはならず現在は『休部』状態となっている。しかし恩
師の「スポーツはみんなのものでなければならない」との立場

は、運動神経とは関係なくスポーツ連盟という
『部活』は年をとっても続けている。

発送(12/14：15通)
財政
※収入：連盟費未納入団体／事務所支援費が目標に到達し
ない等減収あるもカンパは目標額超過達成の見込み
※支出：備品維持費支出増／予備費もぎりぎりの状況
※決算：赤字は避けられる見通しあるも資金繰りが厳しい。年末
募金の強化を図る
その他
※対県／対市交渉
署名：民主団体／労組などに呼びかけ昨年比約100筆余
増で集約県知事宛て：519筆／千葉市長宛 461筆
要請：対県／11月29日(火)実施：概要 Sports Net ち
ば12月号掲載
対市／12月21日(水)実施：概要 Sports Net ちば

2月号掲載予定
※Sports Net ちば 編集検討
※全国評議員会への代理出席 (2017年 2月 11日～ 12日)
決定 11日：竹村昭常任理事／12日：吉田嬌子常任理事

ク ラブ 紹介

蒼天和道塾
千葉県空手協議会
練習日程：
通常稽古 水曜日17:00～19:00

①クラブ（チーム）
和同流空手道連盟 蒼天和道塾 蒼和塾
②代表者

内田弘二

③連絡先

市原市

HP http://sowajuku.jakou.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）

名前の由来：蒼天 (晴れ渡った雲ひとつ無い青空 )の
様に澄み渡った気持ちで、和道流の空手道を稽古･精
進する気持ちを含んでいます。
チームの特徴：自分から進んで挨拶ができる塾生が多
いです。色んな大会においても、多くの先生方に挨拶をし
ています。

(市原市京葉小体育館)
土曜日 9:00～12:00
(五井西コミュニティセンター)
強化稽古 月曜日17:00～19:00 奇数週
水曜日19:00～21:00
(市原市京葉小体育館)
日曜日18:00～21:00
(市原市五井中柔道場)
流派稽古 木曜日19:00～21:00
(市原市五井中剣道場)
一般稽古 日曜日18:00～21:00
(市原市五井中剣道場)
人数：
少年部 43名 一般部 9名
⑤クラブのアピール（ 17年度の抱負

合計 52名

等）

2016年度は今まで以上に多くの大会に参加させてい
ただき、塾生達も良い経験を積み、多くの成果を収める
ことが出来ました。次年度も今まで以上に努力をし、更
なる飛躍の年となることを願っています。
塾生達にはスポーツとしての空手を中心にして指導をし
ていますが、それだけではなく、空手道という武道の精神を
厳しい態度と優しい目で見守り、まっすぐに育てて行きた
いと思っています。

第 45回 千 葉 県 連 盟 定 期総 会 開 催の お知 らせ
1.期
2 .会
3 .議

日
場
題

2 0 17年 3月 19 日 （日 ）
千 葉 県 総 合 スポ ー ツセ ン タ ー 宿 泊 研 修 所 研 修 室 ３
2 016 年 度 の 活 動 の ま と め及 び 2 017 年 度 活 動 方 針
決 算 ・監 査 報 告 予 算 案 そ の 他
4 .総 会 の 構 成 員
ラ ンニ ング
1名 ウ ォ ー キ ン グ 1名
卓球
5名
テニ ス
4名 ス キ ー
1名
空手
1名
軟式野球
5名 バ レーボー ル 3名
サ ッカ ー 3名
5 .各 協 議 会 は ３ 月 ４ 日 （土 ） ま で に代 議 員 を 報 告 し て 下 さ い 。

SPORTS CALENDAR
1月
8日(日) サッカー協議会年間リーグ戦
船橋混合ダブルス卓球大会
市原混合ダブルス卓球大会
9日(祝) 新春テニス大会
15日(日) 第9回なのはなテニス大会
21日(土) ミックスバレー交流大会
22日(日) サッカー協議会年間リーグ戦
29日(日) 第9回なのはなテニス大会
サッカー協議会年間リーグ戦
かずさ混合ペアマッチ卓球大会

2月
4日(土) 県施設調整会議
11日(土) 千葉市施設調整会議(1日目)
10日(金) ～13日(月)祭典・スキー
12日(日) サッカー協議会年間リーグ戦
18日(土) 如月卓球大会
野球協議会キャプテン会議
千葉市施設調整会議(2日目)
19日(日) 第9回なのはなテニス大会
サッカー協議会年間リーグ戦
25日(土) 第9回なのはなテニス大会
26日(日) 第9回なのはなテニス大会

期日 及び 会場県
卓球(年代別の部) 28・29日 石川県

◆全国スポーツ祭典

１兆８千億円vs1兆7千億円vs 8千億円
果たしてこの数字の意味するものは？
正解は、一番最初の数字は「2020東京オリンピック・
パラリンピック予算額」2番目は「千葉県2016年度一
般会計予算額」そして3番目は「千葉市2016年度一
般会計＋特別会計予算額」となります。庶民の財布か
ら見れば気の遠くなる数字ですね。過ぎし2016年はオリ
ンピックに明け、オリンピックで閉じた、そんな1年でした。年
明けから続々と決まるリオ・オリンピック日本代表、そして
オリンピック本番では、事前の不安をよそに簡素で質の高
い大会運営が行われ、世界中から集まったアスリートや
観客達は言うに及ばずラテンのリズムに乗った地元の人
たちの素晴らしい「お・も・て・な・し」今までにないオリンピッ
ク・パラリンピックとなりました。
そしてリオ大会終了後は、2020東京大会に必然的
に興味が移りましたが、冒頭に示した数字に代表される
ように当初予算の6倍にも膨れ上がった
大会運営予算に人々の批判が集まり、
その声を背景にして新に都知事となった
小池百合子知事の下での見直しで予算
規模は大幅に縮小されるようです。
また、新日本スポーツ連盟東京都連盟

も参加する「オリパラ都民の会」が訴えてきた「オリンピック
憲章やアジェンダ2020に則った運営を」の声も少なから
ず影響を与えてきたと思います。しかしながら、パラリンピッ
クを含めても約1か月余の大会に千葉県予算や千葉市
予算をはるかに上回る規模のお金を使っていいのか、もっ
と福祉やスポーツ施設の充実に使うべきとの声は依然と
して聞こえてきます。私達スポーツに関わるものにとっても
同じです。
千葉県予算の中でも、千葉市予算の中でもとりわけス
ポーツ関連予算はオリンピック予算に比べれば「スズメの
涙」と同じですね。2011年6月に成立した「スポーツ基
本法」には「自治体は施設の充実に尽力しなければなら
ない」と謳っていますが、「無い袖は振れない」の例えどおり、
県・市ともスポーツ予算・政策は寂しい限りです。千葉市
でも五輪会場となる施設があります。ここは「千葉都民」
としての声を上げるべきではないでしょうか？オリンピック・
パラリンピックでのメダル獲得だけを至上命題としたスポー
ツ政策では一時の喜びは得られてもいわ
ゆるレジェンド（遺産）は残せません。ま
してや2020以降の大会に日本が活躍で
きる保証はないと思います。もっとスポーツ
予算を！（これが2017の初夢？）

