
今年度初のシニア大会が5月21日(日）千葉県スポー
ツセンターで開催されました。
参加は男子6チーム，女子9チームでした。
待ち時間が長すぎるという会員の皆さんからの要望を
受け、今回は男子の集合時間を遅くしてみました。
男女合計15チームでは終了は17時を回ってしまい，
今後の検討課題です。
男女とも3チームでリーグ戦を行い、その後男子はそれ
ぞれ１・２・３位で、女子はそれぞれの１・２・３位でリー
グ戦。男子には不満の残る大会だったかもしれません。
【成績】
男子1位決勝 優 勝：グリーンウッド

準優勝：ガーネットワン

男子２位決勝 優 勝：球友会
準優勝：リーベワン

３位決勝 優 勝：さつきが丘
準優勝：メイユール

女子１位リーグ 優 勝：チェリーボーンズ
準優勝：チーム飛鳥

女子２位リーグ 優 勝：サンライズ
準優勝：ポケット

女子３位リーグ 優 勝：もくれん
準優勝：リーベニャン

男子は優勝常連のグリーンウッドがやはり強かったです。
女子は初参加のチェリーボーンズが優勝です。今回女子
初参加が２チーム有ったのはこの大会が少しづつ広がっ
ていると嬉しくなりました。
もう少し参加が増えるとそれぞれの１日大会になるので
すが．．．
５月２７日（土）一般チーム対抗：今回は混合

ダブルス３ペアの大会です。９チームの参加でした。
３チームのリーグ戦後、1・2・3位のリーグ戦を行いました。
成績 １位リーグ 優勝：ひもテニス

２位リーグ 優勝：チームミラクル
３位リーグ 優勝：テニファミ

千葉県テニス協議会のホームページを是非見て頂きた
いと思います。
写真・結果をアップしております。 (文責 吉田）
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男子1位決勝で優勝した
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サンライズの皆さん

もくれんの皆さん



房総の自然をめぐる・君津・三石山散策

房総には高い山はありませんが、魅力的な自然が沢
山あります。まずは君津市の三石山・片倉ダム散策と
いうことで計画してみました。
８時半、２台の車で千葉モノレール「スポーツセンター
駅」を出発。穴川インターより京葉道路へ。館山自動
車道を経由。君津インターより、房総スカイラインへ。
１０時片倉ダムに到着。笹川湖畔の公園に駐車。

片倉ダムの中央を通り、海抜２８２ｍの三石山山頂
展望台に向けて出発。
片倉ダムには必ず鵜がブイにとまり魚を狙っています。

下見の時は水に潜り、大きな魚
を咥えて上がってくるところを目
撃。今回は二羽の鵜と大きな
鯉を見ながら歩きました。房総
半島には大きな川がないので、
たくさんのダムがあり、飲料水・
灌漑用水に利用しています。
片倉ダムから三石山観音寺
の裏参道を歩きます。約１時

間の行程。６月半ばで気温は高かったのですが、緑の
森林を通り抜けた風はひんやりとして爽やかでした。シ
ジュウカラ、鶯のさえずりのなかの散策。道々ウツギ・箱
根ウツギ・ネムノキ・萩・栗の木・珊瑚樹・山つつじなど
が目を楽しませてくれます。

１１時半、展望台に到着。あ
ずま屋で昼食。天気が良けれ
ば展望台からは富士山や横浜
などが展望できます。展望台に
はホウの木の大きな葉も見るこ
とができ、木陰を作っています。
キイチゴも赤々と実り食べごろとなっていました。
山頂には三つの巨石がご神体の観音寺があります。
三石山観音寺を参詣した後下山。途中、野ウサギの
親子が道に出てきました。房総半島にはその他シカとニ
ホンザルが沢山生息しています。険しい崖を駆け上る
シカの家族に出くわすことも時々あります。
13時30分同じルートで千葉へ帰りました。
8月は久留里城・古戦場址・佐久間ダムと房総の自
然散策を計画しています。

文＝日野正生 写真＝秋本信孝

ようやく梅雨らしい天気になった6月25日、千葉県勤
労者スキー協議会の第3回総会が、船橋市の道祖会
館で開催されました。
総会では、2016年度の活動報告と会計報告があり、

加えて2017年度に向けての活動方針と予算案が提案
され、参加者がこれを承認をしました。
2016年度の活動報告では、千葉県スキー祭典で起
きた事故について、反省と再発防止について討議された
ほか、新たな指導員が誕生したこと、これまで数十年に
わたって参加できなかった全国スキー競技会への参加に
ついて参加者全員で喜び合いました。
また、2017年度に向けて、役員体制を一新するため

「運営委員会」の位置づけについて規約改正が討議さ
れ、全員一致で採択されました。
この改正が認められたことで、各クラブから2名ずつ運

営委員を選出すること、
及び事務局長を廃止
し、事務局員を配置
することが決まりました。
新しい役員は以下の
とおりです。
会長 東山さん
副会長 鳴海さん
会計 松野さん
事務局 佐々木さん、 会計監査 金子さん。
各クラブから選出の運営委員としては
藤本さん（スノーバレー）、児玉さん、佐々木さん（華
麗の会）、本田さん（素喜人） が承認されました。
運営委員については、今後も補充する方向で取り組む
とのことです。



5月の春季卓球大会に続き、6月2日（金）千葉公
園体育館で今年度2回目の大会となる男女のダブルス
大会を開催しました。この日は晴天、真夏の日差しで、
気温もどんどん上がり、爽やかな汗を感じながら選手の
皆さんは熱戦を繰り広げました。
平日開催のため、男子は7ペアで1つのブロックでした
が、女子は61ペア合わせて11ブロックでの楽しいダブル
ス大会でした。今回、私共としては初めてのチャレンジで
ありましたが講習会も行いました。

参加者の皆さんからは「思いがけない講習会でした。話
だけでなくその場で実際にプレーをしたのでわかりやすかっ
た。」 「サーブのやり方が今まで分からなかったが、ラケッ
トの持ち方を45度にすると良いことが分かった」 「ナック
ルサーブのやり方が分かった」 「今日来なかった仲間に
伝えてあげたい」などの声が聞かれました、また「マイクの
声が良く聞こえなかった。」 「1セットでも良いので試合
をしてくれるとありがたかった」 「ラバーの質によるサーブ
の仕方も教えて欲しかった」など次回への要望も出され
ました。
この度の講習会は不慣れのため多少のドタバタはあり
ましたが、参加の皆さんは優秀な講師の説明に耳をか
たむけ熱心に受講されていました、予定の60分はアッと
言う間にと感じられたのは私だけではないと思います、
参加者はそれほど多くなかったため試合終了時刻は15
時頃で、ゆっくりと選手の皆さんは帰途につかれました。
試合の結果各ブロックの優勝は以下の方々でした。

Aブロック 竹内・春日組（ポピンズ）
Bブロック 永見・佐藤組（シャンティ）
Cブロック 小平・君塚組（フォルテ）
Dブロック 段木・松本組（一球会）
Eブロック 神﨑・青木組（一球会）
Fブロック 宇都宮・古賀組（好卓会）
Gブロック 斉藤・土田組（一球会）
Hブロック 佐野・松本組（スヌーピー）
Iブロック 山本・橋本組（クルミ）
Jブロック 楫・関組（三和卓球クラブ）
Kブロック 伊藤・宮代組（なつみ卓球クラブ）

（文責 山口）

ｋブロック
伊藤･宮代組

（なつみ卓球クラブ）

Ｇブロック
斉藤･土田組
（一球会）

Ｃブロック
小平･君塚組
（フォルテ）

Ｅブロック
神﨑・青木組
（一球会）

講習会＆ダブルス戦
千葉公園体育館で開催 卓球協議会

講習風景 スキルアップに燃える参加者

優勝ペア
紙面の都合で一部のみ



悔しかったこと
そして共感できてうれしかったこと

千葉県連盟理事 冨田登喜子

６月のある日、東京昭島にある「昭和の森テニ

スコート」で、ダブルスの決勝戦を行っていました。

毎日新聞社主催「毎日トーナメント（いわゆる『毎トー』」

のテニス大会です。

緊張した試合の終盤、突如上空からバリバリバリｯ

という、ものすごい音がしました。

全てのコートの試合は中断となり、私も何事が起

きたかと，空に、その姿を求めました。

「ファントムです。ものすごいスピードなので、ここ

に爆音が響いたときには，戦闘機はかなり先を飛

んでいます。こういうときは，いつも試合を中断して

います。」係の方の説明があり、１０分くらいたった

後、試合を再開しました。

試合は苦戦しながらも優勝できました。大きなポ

イントをいただき、「全日本ベテラン大会」出場へ

の道につながりました。

しかし、あの耳をつんざく爆音に、私は、とてもショッ

クを受けました。首都東京で，こんなことが日常的

に行われているのかと思うと、悔しさがこみ上げて

きました。

「天気が良い日には、大きな機体が低空飛行す

るので，みんながびっくりするんです。」

横田基地が近くにあるため、屋根すれすれに飛

ぶ物体の不気味さと、全身に響いてくる爆音に驚

かされている住民の人々は、どんなに、つらく悔し

いだろうと思いました。

アメリカ本土では、こんなことはしていないでしょう。

まして、首都ワシントンで、絶対にないでしょう。

「赤ちゃんや病人、老人の方々など、どんなにつ

らい日々を送っていることか・・・」とロービングの方

は悲しそうな顔をしていました。

優勝できてうれしかったこと、ファントムに激しい

怒りを持ったこと、ベテランロービングの人の正しい

認識力に共感できてホッとしたこと。

体力、技術力、認識力、やるべきことは・・・、等、

考えさせられた一日でした。

６月30日（金）穴川コミュニティーセンター（千葉市）

において、第1回理事会が開催されました。

トライアスロンの大会で欠席された園川理事長からは文

書による挨拶があり、佐々木常任理事の司会で進められま

した。

金子事務局長から、総会から6月までの活動報告があり、

「組織状況」「各協議会の取り組み」「全国･関東ブロックの

動き」について経過と活動内容の確認をしました。

とくに、今年は軟式野球の全国大会が千葉県で開催され

るということで、会場確保や後援申請の状況などについて

野球協議会からの報告もありました。

また、組織拡大や財政状況についても報告があり、連盟

の厳しい財政状況を共通の認識としました。

会員拡大、ひろば誌の拡大については、6月3日から4日

にかけて池袋で行われた「全国組織拡大交流会」での全国

での経験や教訓が参加した佐々木理事から報告されました。

具体的には

・フェイスブックやツイッターなどのＳＮＳの活用

・参加費の一部を会費として納入いただくことの検討

・財政透明化の必要性

等について報告を受けましたが、議題との関係もあったこ

とから、スキー協議会からは「中高年向けの講習や子供た

ち二も参加してもらえる企画の必要性について」、卓球協

議会からは「女性を中心にダブルスの参加者が増えている

こと」、テニス競技会からは「シニア層の取り込み」、ウォー

キング協議会からは「参加費や会費の位置づけ」などにつ

いて発言がありました。

その後、夏季募金について『7万5千円』（年間15万円

目標）の提起が竹村理事からありました。

当面の活動については空手の夏季大会が7月9日に宮野

木で開催されることを初めとした、各協議会での大会予定

が示されました。

最後に次回理事会を11月24日に開催することを確認し

閉会しました。

理事会報告

右端が冨田さん



①クラブ（チーム）名 花見川ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽ
②代表者 米 澤 勇

③チームの概要（名前の由来・チームの特徴・練習日程・人数等）

1989年チーム創設。子供の頃、花見川団地に住ん
でおりその時の少年野球チームの仲間達が集まり「花見
川デンジャラス」が誕生しました。現在、46～47歳のお
じさん達が中心で頑張ってます・
1995年に新スポ連(当時は新体連？)に加盟し、三
部からスタート。同期加盟では千葉北ブルズと一緒。翌
年には二部へ昇格。しかしそこからなかなか一部へ上が
る事が出来ず、7年目にしてやっと一部へ昇格。上がった
はいいものの、強豪揃いの一部では勝利する事が難しく、
すぐに二部へ転落。一部、二部の行ったり来たりを繰り
返し、結局一部ではトータル3年間しか戦う事が出来ま
せんでした。

二部での生活が10年以上続いて、ここ2～3年前から
は三部に定着しています。

④クラブのアピール（2017年度の抱負等）
今後また二部で戦いたいな～と思ってます?
若い選手を入れて二部復帰を狙います✌

ピッチャー米澤（子）キャッチャー米澤（父）

⑤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）

年齢も40代後半になり体が思うように動かない昨今、
我がチームではゴルフがブームとなっています。
年をとっても出来るスポーツ、ゴルフはいいですね～・

クラブ紹介

花見川ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽ
野 球

バッター 青木

加計学園、森友学園、疑惑が次々と浮かび

上がる中での「共謀罪」強行。

心ある方々の危機感が日々マスコミに取り

上げられる一方で、恣意的な報道に走るマス

コミも・・・

この国はどうなるのでしょう！

戦争とスポーツは共存できません！

反核平和マラソン

日 時：2017年７月16日(日)午前10時
集合場所： 千葉公園錦打池 スタート

（ＪＲ千葉駅北口より徒歩5分）



SPORTS CALENDAR

5日(土)千葉県スポーツ祭典テニス大会（全国予選）
6日(日)野球協（リーグ戦）

祭典・バレーボール大会（6人制）
サッカー（リーグ戦）天台（午前午後）

ちはら台（午前午後）
19日(土)祭典・テニス大会(全国予選会）
20日(日)野球協（リーグ戦）

祭典・卓球大会（個人戦）
祭典・テニス大会(全国予選会）
祭典・バレーボール大会（6人制）
サッカー（リーグ戦）青葉（午前午後）

市津（午前午後）
26日(土)祭典・バレーボール大会（6人制）
27日(日)野球協（リーグ戦）

祭典・バレーボール大会（6人制）
シニアテニス大会
サッカー（リーグ戦）

2日(日)千葉県スポーツ祭典
テニス大会（オープン）

9日(日)野球協（リーグ戦）各週日曜日
空手夏季大会
サッカー（リーグ戦）青葉の森（午前午後）

加茂（午後）
テニス大会(チーム対抗戦）

16日(日)反核平和マラソン
17日(月)千葉県スポーツ祭典テニス大会（オープン）
22日(土)千葉県スポーツ祭典・卓球大会（団体）
23日(日)千葉県スポーツ祭典テニス大会（オープン）

サッカー（リーグ戦）天台A・B
30日(日)テニス大会(チーム対抗戦）

サッカー（リーグ戦）

７月 ８月

2020年開催の東京五輪・パラリンピックでは男女混
合種目が今までの大会以上に増えることになりました。
トライアスロン競技での混合団体リレー（Mixed Tea
m Relay）もその一つ。男女二人ずつ計4人がチーム
を組み、女子・男子・女子・男子の順にそれぞれの選
手がスイム・バイク・ランを行う。一人の距離は個人種
目の五分の一（スイム：300ｍ／バイク：8㎞／ラン
2㎞）と短くスピード感あふれるレースとなるのが特徴。
ここ数年ユースオリンピック・アジア選手権等の世界大会
で実施され、日本は2014年仁川アジア大会で金メダ
ルを獲得しています。男女とも個人競技部門では欧米
の選手に水をあけられ、五輪の舞台ではなかなかメダル
に届かない現状を考えるとひょっとしたらメダルが取れる
可能性も秘めています。
その他にも男女混合の種目として新規に取り入れら
れるのが、競泳400ｍメドレーリレー（混合）、陸上4×
400ｍ混合リレー、柔道混合団体、卓球混合ダブルス、
アーチェリー混合団体等があります。殆どの競技に女性
選手の参加が認められるようになった結果、女性参加
率が48.8％と限りなく過半数に近づくことになります。女
性が初めて参加した第2回パリ大会（1900年）では

約2.2％だったことと比較すると隔世の感がありますね。
バッハ会長は「東京五輪はより若者向けの都会的大
会となり、女性の参加が過去最多となる。五輪にとって
変革だ。」と述べています。競技を観戦する側としては
魅力的になることは大歓迎です。ひと昔前であれば、女
性は結婚すると競技から引退と言われていましたが、昨
今は結婚しても子供ができても競技を続ける女性アスリー
トが増えてきています。
先日「ひろば500号記念」に掲載する過去にひろば誌
が行ったアスリートへのインタビュー記事を再チェックしてい
ましたところ、トライアスロン競技日本代表としてシドニー・
アテネ・北京の3大会に出場した庭田清美選手（当時
29歳）が2000年シドニーオリンピック前にこんな言葉を
残しています「年齢も結婚も競技の邪魔にならない」！
スポーツ連盟でも女性が活躍できる大会をもっともっと
提供する必要がありますね。その結果として登録会員
も増えることになりますよ。

東京五輪は男女種目の増加が目白押し！




