
今年の千葉反核・平和マラソン大会は35℃をはるかに
超える猛暑の下で行われました。
当日(7月16日)は朝からすでに梅雨明けを済ませたか
のようなピーカンの“好天気”に恵まれ、平均年齢70才を
超えたランナーにとっては約10㎞のコースを最後まで走り
切れるかどうかがスタート前の話題となりました。ともかく
参加者10人中60才代が二人という超高齢者集団で
すのでゆっくり、焦らずをモットーに、ということでスタートし
ました。
スタート直後に平和行進の隊列とエール交換。お互いの
健闘を称えあい、第1給水ポイントの中央公園までの約
2㎞のコースに足を踏み出しました。行きかう車や通行人
に反核マラソンをアピール。中央公園に着くまでにすでに
ランナーは汗びっしょり！給水のお茶や梅干しの味が格
別にうまく感じました。ここで、あまりの暑さに臨時休憩を
提案。 次の給水所までの間、千葉市役所前で途中
休憩を入れ第2給水ポイント「高州公園」に到着。
ここで体調を崩した1名が伴走車に移る。高州公園から
次の給水ポイントまでが約3㎞近い直線道路。余りの暑

さに頭がボ～！となり隊列もバラバラとなるも、臨時給水
を行って無事第3給水ポイントに到着。体調を崩した1
名もここで復帰。
ここからフィニッシュとなる稲毛海浜公園までの2㎞は思
い思いのペースで走り切り、多くの人で賑わう公園に無
事フィニッシュ。

フィニッシュ後は恒例の懇談会。
そこで飛び出したのが見出しにある「何のために走り続け
るのか？」という一人のランナーの言葉。同選手曰く「や
はり平和の為なんじゃないかな」けだし名言ではないでしょ
うか？ 今年7月7日、国連の会議で「核兵器禁止条
約」が122の国・地域の賛成で採択され、核兵器は悪
であることが高らかに宣言されました。
反核・平和マラソンも含めた私たちの地道な活動が実を
結んだといえると思います。しかしながら、唯一の被爆国
である日本の政府は、アメリカの「核の傘」政策に固執し
この会議に欠席をするという愚挙にでました。
このような日本政府の態度を改めさせるためにも、ただ走
るだけで何の意味があるのかという問いかけの答えが垣
間見えたような気がしました。

（文責 園川）
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走り続けるのは何のため?!

千葉公園前に顔をそろ

えた精鋭高齢者の面々

千葉市内を激走する参加者



夏季空手大会を開
催 ～空手協議会～

蒸し暑い７月９日（日）千葉県空手協議会は
恒例の夏季空手大会を千葉市宮野木スポーツセ
ンター体育館を会場として開催しました。

今回は昨年の大会に比べやや少なかったもの
の１６団体１４３名が参加。形競技と組み手競
技に熱戦を繰り広げました。

９時３０分、Ａコートでは幼児の部、国武館・
谷龍樹選手と蒼和会・小田嶋心陽選手の形競技
が開始。Ｂコートで小学１年生の部、国武館・
本間智琉選手と導技館・重信咲音選手の形競技
が開始、可愛らしい元気の良いかけ声が体育館
の中一杯に広がりました。

午後は組み手を中心に競技が行われました。
さすがに一般男子の組み手は迫力満点。有段の
部の決勝戦は拳心館速永一真選手と同じく拳心
館友納可晴選手の戦いとなり僅差で速永選手に
主審の『勝ち』の挙手が上がりました。

団体戦は小学生の部は１２チームが参加。葵
會館納侍塾が国武館を３対０で下し初優勝を飾
りました。また、一般の部は４チームが参加し、
煌城会館が蒼和塾に２対１と競り勝ち優勝しま
した。
閉会式では井田師範から「小学生の部でスピー

ド感のある試合が目立ちました。不利な体勢で
も気持ちで頑張ることが大切です。」との講評
がありました。また審判長のナジ師範からは

「人数は多くなかったけれども参加した選手は
良く頑張っていました。」との励ましの言葉も
ありました。

結果は以下の通りです。
形の部
幼児 優 勝 川本蒼大 濤心館本部

小学１年生
優 勝 熊谷総一 葵會館納侍塾

小学２年生
優 勝 内山朝陽 拳夢館

小学３年生男子
優 勝 大原叶多 葵會館納侍塾

小学４年生男子
優 勝 鈴木総太 龍神館

小学３・4年生女子
優 勝 鈴木千遥 拳夢館

小学５年生男子
優 勝 柏崎彰秀 葵會館納侍塾

小学６年生男子
優 勝 榎本拓斗 濤心館本部

小学５・６年生女子
優 勝 中島リコ 濤心館本部

中学生男子
優 勝 新岡 匠 濤心館本部

中学生女子
優 勝 徳永愛心 拳夢館

一般有級
優 勝 平川日向 真心会

一般有段
優 勝 野城和哉 蒼和塾

組手の部
幼児 優 勝 川本蒼大 濤心館本部

小学１年生
優 勝 川井凱斗 国武館

小学２年生
優 勝 柏崎真慶 葵會館納侍塾

小学３年生男子
優 勝 掛川雄大 神武会

小学４年生男子
優 勝 田中温羽 蒼和塾

小学３・４年女子
優 勝 菅生楽佳 葵會館納侍塾

小学５年生男子
優 勝 木本玲央 国武館

小学６年生男子
優 勝 菅生大心 葵會館納侍塾

小学５・６年女子
優 勝 宮嵜柚和 武道会連合導技館

中学生男子
優 勝 藤田稜平 葵會館本部

中学生女子
優 勝 宮嵜柚穂 錬極館

一般有級男子
優 勝 平川日向 真心会

一般有段男子
優 勝 速永一真 拳心館習志野

団体の部
小学生の部 優 勝 葵會館納侍塾
一般の部 優 勝 煌城会館

中学男子
組み手の部

優勝
藤田選手（右）

準優勝
高橋選手（左）

一般団体戦

優勝 煌城会館

小学生団体戦

優勝 葵會舘納侍塾



7月22日（土）今年の夏の最高気温を記録した日に
第53回スポーツ祭典卓球大会団体戦（全国大会千葉
県予選会・オープン大会）を千葉ポートアリーナで行いま
した。

予選会には77チームが代表を目指し、オープンには61チー
ムが9ブロックの各リーグ戦を行いました。
空調設備のしっかりした会場で、すばらしいプレーが展開
されました。
さすがに空調の止まった6時頃からは、暑い会場内で選
手の皆さんはかなり厳しかったと思いますが、熱い戦いは1
9時過ぎに終了しました。
一般男子の決勝は昨年と同じＴＲＦ（市川）と赤翔
馬（市原）の対戦となり、両者譲らず最後のダブルス戦
にまでもつれた戦いは、ＴＲＦが見事勝利を収めました。

P.S. 来月8月20日同じこの会場で個人戦予選会・オー
プン大会の熱戦にさらなる期待を込めて。

（文責 山口）

男子Ａブロック チーム シマウマくん
Ｂブロック チーム 田舎Ａ
Ｃブロック れんと愉快な仲間たちＢ
Ｄブロック チーム ＯＴＡＫ

女子Ａブロック チーム へなちょこ
Ｂブロック フォルテ
Ｃブロック スヌーピー
Ｄブロック 堀南クラブＢ

女子Ｅブロック ラベンダー

県予選＆オープン 卓球団体戦
千葉ポートアリーナで開催 卓球協議会

大会風景 応援の声が会場に響きます

優勝チーム
紙面の都合で一部のみ

優勝チーム
紙面の都合でオープン大会のみ

男Dブロック チームOTAKI

女Dブロック 堀南クラブＢ

女Ａブロック

チーム へなちょこ

男Ｃブロック

れんと愉快な仲間たちＢ

女Ｃブロック スヌーピー

男Ｂブロック チーム田舎Ａ

女Ｂブロック フォルテ

女Ｅブロック ラベンダー



反核平和マラソンと
国民平和大行進

逸 見 眞 一

先日７月７日、ニューヨークの国連会議で核兵

器禁止条約が国連加盟国の約３分の２の賛成で

採択されました。長年にわたる被爆者の訴えと原

水爆禁止運動が世界の世論を動かした壮挙です。

世界唯一の被爆国である日本政府は核保有大

国、とりわけ米国に追随して出席しませんでした。

残念なことです。

こうした中で、スポーツ連盟と千葉ランニングク

ラブ共催の反核平和マラソンが取り組まれ、また

地元の船橋で平和行進に参加したので、報告か

たがたお知らせします。

反核平和マラソン

７月１６日、炎暑の続く中、２００１年に始まって

１７回目の千葉反核平和マラソンが行われました。

千葉市・千葉公園～千葉銀座通り～中央公園

～千葉駅～千葉市役所～千葉みなと駅前～高

洲団地～稲毛海浜公園まで約１０キロを歩道をゆっ

くりと走るわけです。

参加者は、園川理事長などランナー１０名、サ

ポーター金子事務局長など５名。

９時半すぎに大賀ハスで有名な千葉公園の綿

打池ほとりに集合し、１０時ころにモノレール駅に出

て写真撮影をして間もなく、千葉公園を出発した

平和行進が通りかかり、お互いにエール交換。

信号で止まるため、本当にゆっくり走り歩きです

が、暑さで給水の時には麦茶などを２、３杯は飲

み、梅干し、プラムなどにむしゃぶりつくという状況。

沿道の人は、夏の暑いなか、異様な集団とおも

うらしく多くの方が振り向いて、近くに来ると「がんば

れ」「ご苦労さん」と声をかけてくれました。

最後は海水浴やブール遊びの家族連れでにぎ

わう稲毛海浜公園の緑陰で乾杯、やはりこれが最

高ですね。

平和行進

３日後の１９日、船橋にきた平和行進に参加。

朝９時に新京成高根公団駅を出て、習志野台

近隣公園～千葉土建船橋支部会館で昼食休憩

～東葉高速はさま駅～船橋駅～船橋市役所とい

うコース。

習志野台では、自治会の方々がスイカ、チュー

ブアイスなどを出してくれ、ホッと一息。

船橋駅では、８０人ほどで原爆パネル

なども使い、被爆者署名行動を展開

し、市役所で市の担当者の歓迎を受

けた時は４時半。

連日の暑さで最後まで歩く人は３０

人ほど。それでも常に８０名～１００名

が参加。反核平和マラソンにも参加し

た卓球の竹村常任理事も一日参加。

暑い夏に、スポーツを愛好する者ら

しく、汗をかくことができました。

7月24日（月）スポーツ連盟事務所にて第5回常任理事会

が開かれました。

会議に先立ち｢ひろば誌｣の読後感想担当の竹村常任理事

からは新潟の「卓球大会」と｢アラ古希とスポーツ」の記

事が特に面白かったとの感想が述べられました。

6月から7月までの各種目の活動について金子事務局長か

ら、ランニングについては16名の参加で7月16日の反核平

和マラソンが行われたこと。特に今年は宣伝カーにつける

看板を新調したことが報告されました。

野球協議会リーグ戦は順調に試合が行われていること。

全国大会に千葉県・千葉市・茂原市と各教育委員会から後

援を貰ったこと。

6月16日にウオーキングクラブが久々に君津・三石山・

笹川湖散策を行ったこと。

サッカー協議会は9チームで千葉県総合スポーツセンター

等でリーグ戦が行われている等の報告がありました。

また全国連盟への分担金539.748円（1名348円×1551名）

の振込みが完了したことや募金も集まりつつあることも報

告されました。

討論では、厳しい財政状況の中で、収入の確保と財政の

透明化について論議しました。

現在、個人種目や一部団体種目で１大会毎に県連盟に拠

出している金額について見直しをする必要があるかどうか、

他の都府県の様な拠出方法（参加費の一定割合の拠出）

が良いのかどうか等について検討しましたが、当面は現在

の各協議会からの拠出して貰っている『事務所維持費』制

度を続けることにしました。

財政の透明化については、一般会計と各大会毎の収支を

個別に報告できるように改めて各協議会財政担当者に伝え

ることになりました。

7月末から8月末までの予定ではバレーボール・テニス・

卓球等の種目でスポーツ祭典が開催されます。いずれも全

国大会出場権獲得に向け激しい熱戦が予想されます。

8月5日～6日にかけて広島での『反核平和の集い』に園川

理事長が千葉県を代表して参加します。７月７日に歴史的

な核兵器禁止条例が国連で可決されました。広島での熱い

思いが次号に掲載してもらえるものと期待しています。

（金子 泰夫）

理事会報告



①クラブ（チーム）名 コート
②チームの概要（名前の由来・チームの特徴・練習日程・人数等）

当チームは職場の仲間で構成されているチームです。
随分昔からあった様で、今の監督は4代目とのことです。
新日本スポーツ連盟野球協議会が結成されたのが今
から41年前との事。結成と同じ時期に加盟しているので
45～50年前からクラブがあったのではないかと思われま
す。
現在の部員は20名程度。メンバーの大半が30代と

40代でなかなか世代交代がうまく行っていないのが現状
です。
かっては諸先輩方が1部で激戦を繰り広げていました。
今年は何とか１つでも多く勝てるようみんなで楽しんでい
ます。

③クラブのアピール（2017年度の抱負等）

子育て世代で、メンバーが揃いづらいというどのチーム
も持っている悩みだと思いますが、そんな中でも多くのメ
ンバーに出場の機会を作ってチームの中でアッピールして
貰おうと思っています。

④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）

参加チームがもっと増えると楽しいと思います。

クラブ紹介

コート
野 球

ピッチャー 川村
キャッチャー 大熊

のバッテリー

8月18日（金） ※雨天決行

集合：モノレールスポーツセンター駅

ロータリー

＊自家用車による参加も可能です

申込み
千葉県ウォーキングクラブ

日野政生 080(6968)7844

久留里城から水仙

で有名な佐久間ダム

を回るコースです。

参加費：200円

と燃料代・有料道

路代が必要です。

バッター 鈴木

打球は???

バッター 藤嶋

大きな構えから

狙いは柵越えか･･･

房総の自然を巡る



SPORTS CALENDAR

２日(土)祭典・卓球大会（ダブルス戦）
３日(日)野球協議会（リーグ戦）

サッカー協議会（リーグ戦）
9日(土)祭典・バドミントン大会
10日(日)野球協議会（リーグ戦）

サッカー協議会リーグ戦
チーム対抗テニス大会

17日(日)野球協議会（リーグ戦）
18日(月)祭典・テニス大会（全国予選会）
24日(日)野球協議会（リーグ戦）

チーム対抗テニス大会

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

サッカー協議会（リーグ戦）
19日(土)祭典・テニス大会(全国予選会）
20日(日)野球協議会（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）
サッカー協議会（リーグ戦）

26日(土)祭典・バレーボール大会（6人制）
27日(日)野球協議会（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
サッカー協議会（リーグ戦）

８月 ９月

2020年東京五輪・パラリンピック（7月24日～8月9
日：五輪、8月25日～9月6日：パラリンピック）開催
まで、いよいよ3年を切りました。
開催誘致決定以降、エンブレム選定問題・新国立
競技場建設問題・大会開催費用問題・新規会場建
設問題等々次から次に噴出する問題で「ほんとに開催
できるのか？」という声があちこちから出ていました。そし
て、つい最近新国立競技場建設現場では、遅れた工
期を取り戻すために月200時間を超える長時間労働を
強いられ、そこで働く若い現場監督が過労による「うつ
病」を発症。自殺に至るという痛ましい事件も発生して
います。
東日本大震災・東京電力福島第1原発事故等から
の復興を考慮しても大会経費を抑えることが肝要です
が、大会組織委員会からこの間発表された大会経費
は削減したと豪語しても軽く１兆円を超え庶民感覚か
らは想像できませんし、新たに建設される会場建設費
や選手村の造営費などは未だに正確な費用が発表さ
れていません。あれこれの「付け」を、国民や現場労働
者に押し付けることはやめてもらいたいものです。

併せて各方面から指摘されているのは開催期間中の
「熱中症対策」です。7月下旬から8月上旬はヒートアイ
ランド現象も手伝い東京は一年中で一番暑い時期を
迎えます。ただでさえ運動を控えるようにとの警告が発表
されている中で選手はベストパフォーマンスが発揮できる
でしょうか？さらにそんな環境で観客の生命・安全は維
持できるのでしょうか？現況でも熱中症で倒れる人を
搬送する救急車の出動回数が増えているのに、大会
期間中に訪れる日本の暑さに慣れていない外国人旅
行者に対応できるのでしょうか？
大会まで3年を切った今、このような問題を一つ一つ
解決しなければならないにも関わらず、安倍政権が声
高に叫んでいる「テロ対策のために共謀罪蓬が必要だ！」
「2020年東京五輪・パラリンピックを新しい憲法の下で！」
等は全く五輪を悪用してい
るとしか思えません。スポーツ
を愛する者として「平和の祭
典」に相応しい姿で迎えたい
と思います。

東京五輪・パラリンピックまで3年！
テロ対策・憲法改正と絡ませていけない！


