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ウォーキング協議会発足
～～

３月１６日（金）設立総会～～

来る３月１６日（金）に設立総会を開催する運び
となりました。

勝浦市鵜原理想郷は昔から風光明媚なリアス式海岸
として、文人・詩人などが訪れ思索に耽ったところです。

加盟クラブは「千葉県ウオーキングクラブ」と「健康ウオー
キングの会」の２団体です。 会員は総勢２２名で発

なるほど、詩人「中村稔」もこの地に立ちこの詩を作った
様子が窺えました。
鵜原抄 ２

足いたします。

中村 稔

この１年月１回の散策の行事を積み重ねてきました。 隧道をぬければ豁然と海はひらけ／汀は弧をえがいて
特に房総の自然をめぐるウォーキング、御成街道を中

岩礁につづく。／岩礁をこえ岬の台地に立ち／ふたたび

心にした古道の散策を行ってきました。

隠顕する入江を臨む。／物云うな／かさねてきた徒労

本協議会の行事の特色は、２か月に１回は木漏れ

のかずをかぞえるな／肉眼が見わけうるよりもさらに／事

日の里（宍倉さんのお庭）でお昼を作って食べる行事

物をして分明に在らしめる為に。／海を入江にみちびく

を入れているところです。この他にも「バーベキュー大会」

崖と崖の間に／鳶は静止し、静止して飛翔し／その影

サンマパーティー」「餅つき大会」などを開いています。本

は群青の波に溺れる。／知らない／同じ日、同じ太陽

設立総会も「ひな祭りパーティー」と兼ねて開催し、寿

が／かの猥雑な都会の上の空をわたる、と。

司と太巻き寿司と天ぷらを作ります。その後は御成街

ちょっと
一服！

道終点の八鶴湖散策を行います。
２月は勝浦の鵜原理想郷ウオーキングに出かけまし
た。好天の中、参加者１１名で車２台に分乗してに
ぎやかに出発。東金自動車道路、圏央道経由で勝浦
へ。約２時間で最初の目的地・勝浦市鵜原に到着。
早咲き桜が満開のなか、岬までのウオーキング。ひと汗
かいたらリアス式海岸の絶景が広がりました。

協議会ホームページを作りました。アドレスは次の通り
です。是非覗いてみてください。

https://workingnewblogaddres.blogspot.jp/
早咲きの
サクラを愛でる

リアス式海岸を望む

（日野正生・記）

また志賀高原で会いましょうしょう

笑顔あふれる千葉県スキー祭典終了

今回のスキー祭典、波乱の幕開けでした。運営委員

おかげさまで、急斜面をゆっくり安定して降りてく

が３人現地に行けないという事態！キャンセルも複数。 る技術を磨く事が出来ました。
しかし、祭典は成功させなければなりません。持ち前

そしてお楽しみは夜の宴会！また一升持って参加し

の何となる、万全の準備はしたので大丈夫！と決行し

ました。去年よりも鈴木コーチが、元気になっていて

ました^_^

嬉しい[?]

案の定、皆さましっかりされていて朝の集合は時間

班交流会が終わるといつのまにか畳の上の座学研修

通りに集まっていただき、まさかの大雪!というハプニ

が始まりダメ出し。ビデオで酒の肴にされても全然気

ングもなく、渋滞はありましたが志賀高原に無事到着

にしなーい。おばさんは強いのです！

しました。

奥志賀、焼額山、高天ヶ原、西館、ダイアモンド、東

バスの中ではかなり高度な技術の紹介ビデオが流れ、 館、一ノ瀬、タンネの森、ブナ平、寺子屋、なぜかジャ
ため息と共に皆さん夢の中へ。

イアントだけは行かなかったですね。

お天気にも恵まれ、2月ハイシーズンの志賀高原の雪を

そして全体交流会！

存分に楽しんで来ました(^_-)

ハイシーズンのためか、 いやー、いつもながら竹山さんのゲームの進行には脱
リフト待ちの列ができる賑わいもまぁいいでしょう。
帽です！
我が鈴木班は、いろいろ言っても理解できない、と生
徒たちの事をよく知ってる超ベテランコーチ。膝は曲

班別出し物も皆さん趣向を凝らして2分間楽しみまし
た。最後は歌で締め大団円で終わりました。

げ な い 高 い 姿 勢、 帰りのバスも残しておいた？ビールとおつまみが配布
曲 げ る の は 足 首 され、鳴海さんの名進行で穏やかに過ごし、千葉に戻っ
と股関節のみ。

て来ました。初参加の方、 40年ぶりにスキーに復帰さ

それで行きたい

れた方もいらっしゃいましたがそれぞれに楽しんでい

方向に胸を向け

ただけたようでした。

るだけ。

足を痛めてしまった方もいらっしゃいましたが、大き

スキーは初心者
でも上級者でも緩斜面でも急斜面でも動きは同じと。
それと、切って行くカービングスキーばかりの指導
ではなく、雪と闘わない、雪や斜面に体全体でぴった
り寄り添うような気持ちの良いずらしの滑りを教えて
いただき私は感動でした！

な事故もなく祭典を終える事が出来、運営委員一同ホッ
ト一安心。
これもひとえに参加の皆さまの人徳の成せる技。感謝
です。
来年も、もっと楽しい祭典にするぞーと決意を新た
にした児玉でした(^_-)

2018 新春チーム対抗テニス大会
～～2月にはなのはな大会女子ダブルスも～～

新年早々フルスロットルで

千葉県テニス協議会

第2弾： なのはな大会女子ダブルス
２月１２日、なのはな大会女子ダブルスを開

千葉県テニス協議会は、 2018 年早々から、 催、こちらも５０ペアの申し込みがあり大盛況
「第 31回シニア大会」、
「新春チーム対抗」「なの でした。
はな女子ダブルス」と立て続けに大会を開いて

リーグ戦は７ゲーム方式・トーナメントは６

きました

ゲーム先取。何とか１日で終わりました。

第1弾： 新春チーム対抗テニス大会
１月２８日、２０１８新春チーム対抗テニス大

優勝１位トーナメント：西岸・渋川ペア、２位

会を開催、大盛況でした。

ント：大西・谷岡ペアです。

この大会は毎年年の初めに千葉県テニス協の

トーナメント：森田・浅井ペア、３位トーナメ
どちらの試合もお断りしたチーム・選手、ほ

お祭りになりつつあり、全日本級の選手から一

んとうにごめんなさい。

般のテニス大好き選手まで参加の大会です。

付録：
「 第31回シニア大会」

昨年からＡブロック・Ｂブロックに分けてそ
れぞれ１６チーム、４チームでリーグ戦終了後、
順位別トーナメントを行います。
試合方法も１日で終了させる為、リーグ戦は
７ゲーム方式・トーナメントは６ゲーム先取。
それでも夕方５時過ぎてしまい真っ暗な中の決
勝戦でした。優勝はＡブロック・ストローク命
1位トーナメント

チーム、Ｂブロック・just Zoo it チームです。

優勝ペア
２位トーナメント
優勝ペア

大会優勝チームの皆さん

３位トーナメント
優勝ペア

理事会報告
２月２３日(金)千葉市・穴川コミュニティーセンターで
第３回理事会が開催されました。
はじめに園川理事長から２／１０・１１に開催された全
国評議員会の状況も含めて挨拶がありました。
事務局から前回（１１／２４）理事会以降の活動報告が
あり、その後、県連盟総会に向けての議案討議、役員選考
委員会からの報告、組織拡大に向けた取り組みなどの報告
と討議がなされました。
具体的な内容は以下のとおりです。
Ⅰ県連盟総会に向けて
①役員選考委員会からの報告
理事会として総会に推薦する理事１０名を確認
②議事日程・出席予定者の確認
・１６時３０分までに終了する
・代議員選出が終わっていない協議会について早急に
決めてもらうよう連絡する
③総会議案（情勢・総括・方針等）の討議
・情勢について園川理事長より説明
・総括と課題について金子事務局長より説明
・方針について佐々木事務局次長より説明
大きく変更する点はありませんでしたが、字句等で一

部修正するよう指摘がありました。
Ⅱ組織拡大等について
①ウォーキング協議会を２クラブにより設立する事が確
認される。
（協議会を代表し日野さんが挨拶）
・ウォーキングクラブのホームページを立ち上げた、
連盟のホームページでも紹介してもらった、今後も
加盟クラブを増やしていきたい。
年金者組合の各支部でもウォーキングを楽しんでい
るクラブは多い。そこに働きかけたい。
②ミックスバレーボールで協議会設立の動き
担当の園川理事長から近日中に立ち上げる旨の報告が
あった。
＊４月１日（日）に穴川の県連盟事務所で設立総会の
予定
Ⅲ種目別協議会の総会日程等について
Ⅳ各種署名活動の取り組みについて
意味も分からないままに「署名してください」では誰も
目を向けてくれない。
署名する事の必要性や意義をわかりやすく説明した補足
的な文書が必要だと考える。
常任理事会においてこうした文書の作成を行い、署名活
動の一助とする。
（竹村昭）

の目にも明らか。「アスリート・ファースト」はもちろんのこと、
観客の健康を考えても最悪の時季である。「オリンピック
熱中症」で救急車の要請が多発すること間違いなし。死
者が出ることも考えられる。「この時期以外はバスケット
ボールとアメリカンフットボールの中継が入っているから
ダメ！」とアメリカのテレビ局に言われたのである。ＩＯＣ予
幾つかのヨーロッパ諸国が朝鮮半島情勢を懸念して参
加見送りを匂わすなどがあり、私自身も開催を危ぶんで

算の半分以上は放映権収入であるため開催時期決定
権を奪われているのである。

いた１人であった。そんな中、開催された平昌オリンピッ

「テレビで五輪を見て冬季スポーツの現状に驚いてい

クが17日間の日程を終えた。韓国の文政権と北朝鮮と

ます。これを見て子どもが真似をすれば、事故は絶えま

の話合いで南北統一チームで参加できたことは評価す

せん。文科省やスポーツ庁に対応策はあるのでしょうか？」

べきであろう。幾つかの国の政府・マスコミは「北のペー

というメールを元日本体育学会会長のＹ先生から頂いた。

スに乗せられている」「話合いのための話合いでは意味

夏季五輪でもスケートボードを公園のような場所で行う

がない」「圧力をかけるべき」等の声があったが。

種目が2020東京から行われるが、私は賛成できない。

朝早くから、或いは夜遅くに行われた競技について一
言。これは選手のコンディションを無視した「反アスリート・

古いスポーツ観を肯定する訳ではないが、何か違うと感
じている。

ファースト」である。ヨーロッパ諸国やアメリカのゴールデン

スピードスケート女子500メートルで優勝した小平奈緒

タイムに合わせたためのようであるが、これを許したＩＯＣ

選手が韓国の李相花選手に声をかけ、並んでウィニング

に喝！2020東京五輪・パラリンピックの開催時期につい

ランのシーンに感動。日韓間には様々な問題を抱える

て私は過去数回にわたり異議を唱えているが、ここでもう

時、互いに尊敬し合う２人関係こそオリンピズムの真髄で

一度持論を述べたい。

ある。

2020東京大会は７月25日が開会式である。日本（東
京）では高温多湿が最高潮に達する時季であることは誰

（千葉県連盟理事

秋本 信孝）

高校に入ってからバドミントンを始めた人が多いのです

クラ ブ紹介

船橋啓明高校
バドミントンクラブ
ガンバレ生徒諸君!!

①クラブ（チーム）名
②代表者

船橋啓明高校バドミントンクラブ

宮川隆司 先生
村瀬 芽衣 先生

③連絡先

が、中学校でバドミントンをやっていた人も8名います。
顧問の宮川先生はルールに詳しくて面白い先生です。
村瀬先生は試合中に的確なアドバイスをして下さいます。

船橋市旭町３３３
⑤クラブのアピール（2017年度の抱負等）
今年から厳しく的確な指導の下で練習をしているので
だんだん力が付いてきていますので、県大会出場を目指
して頑張っています。
入学してからバドミントンを初めて部員も試合に出られ
るようになって楽しくなっています。
日頃の練習成果が出
せるか

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）
船橋啓明高校は7年前に船橋旭高校と船橋西高校
が統合して出来た学校です。
校舎は旧船橋西高校の建物を使っています。

⑥その他（スポーツ連盟に期待することなど）
私たちは普段高校生同士でしか試合をする機会がな
いので、社会人の方と試合が出来るこのような大会にこ
れからも参加して行きたいと思います。試合に出たは相
手の選手のコースが的確でスマッシュが強くて勉強になっ

部員は男子１０名、女子２３名で 1年生が１３名、 たと話してくれました。
２年生が２０名です。
バドミントン部長（森永 皐太郞）
チームの特徴は明るく個性的で毎日楽しく一生懸命
船橋啓明高校の皆さんには１２月２３日の冬季バ
練習に励んでいます。

木曜日以外は毎日練習をしています。放課後 19時
頃まで練習をしています。
男子部員はスマッシュを強くしようとしています。女子部
員は厳しいコースを突くように練習をしています。

新日本スポーツ連盟千葉県連盟第４６期総会が３月２
５日（日） に天台スポーツセンター（スポーツ科学セン
ター）においてかいさいされます。
各協議会からの代議員と理事により２年間の方針や昨年
度の総括等が討議されます。
県連盟への要望や意見のある方は、各協議会選出の理事
まで意見をあげてください。

ドミントン大会を盛り上げていただくと同時に大会運営の
お手伝いも頂きました。ありがとうございました。
（大会事務局）

SPORTS CALENDAR
４月

３月
3日（土）第１０回なのはなテニス大会
4日（日）サッカー協議会リーグ戦
10日（土）第３２回シニアテニス大会
11日（日）野球協議会リーグ戦開幕
14日（水）スリーダブルスお花大会（卓球）
16日（金) ウオーキング例会（御成街道八鶴湖）
17日（土）第１０回なのはなテニス大会
18日（日）野球協議会リーグ戦
24日（土）第１０回なのはなテニス大会
（チーム対抗）

31日（土）春季バドミントン大会（混合団体戦）

１日（日）野球協議会リーグ戦
８日（日）野球協議会リーグ戦
１５日（日）野球協議会リーグ戦
２２日（日）野球協議会リーグ戦
春季卓球大会
２９日（日）野球協議会リーグ戦
３０日（日）野球協議会リーグ戦
第３７回春季テニス大会

< 総会日程＞
６日 (金)

バレーボール協議会総会

１４日（土） 卓球協議会総会
＜全国大会関係＞

２４日（火） ランニングクラブ総会

10日（土）11日（日）全国連盟総会
25日（日）
千葉県連盟総会

アスリートファーストはどこに行った!?
東京五輪・パラでも繰り返されるかも？

で人気が高いフィギュア・スピードスケート競技の競技時
間は午前中に組まれている。
アスリートにとって午前中は体を温め、午後に本番を

「こんな遅い時間にやるなんて！真夜中にやるスポー

迎えることでベストの状態で臨める。その証拠にフィギュ

ツってスポーツじゃないよ！」氷点下の悪条件にプラスし

ア競技では転倒する選手が相次いだ。4年に一度行わ

てなんと午前零時を回っても競技が続けられ凍えながら

れるスポーツの祭典。それまでに血のにじむようなトレー

出番を待っている選手が映るスキージャンプ会場のテレ

ニングを積んできた選手達にベストコンデションで臨んで

ビ映像を見て思わず呟いた我が家の相棒の一言。

もらいたいが、これではアスリートファーストなんて言葉は

彼女のみならず、この映像を見た人はだれもが同じこ 「絵にかいた餅」に過ぎない。参加選手からも午前中の
とを考えていたのでないろうか？

競技に対して疑問符が投げられている。

先のスキージャンプ競技の競技開始時間は午後9時

ヨーロッパのテレビ局が支払う放映権料は大会収入

半。普通の人なら家で寛ぐ時間帯である。いくら厳しい

の2割を占める。アメリカのテレビ局が支払うそれは6割を

トレーニングを積んできたトップアスリートとはいえ本来ス

占めるという。それもこれも放映権料に頼るＩＯＣの体

ポーツを行う時間帯ではない。ましてこの日は強風も吹

質に問題がある。同じことが2020東京五輪・パラリンピッ

き荒れ、しばしば競技が中断されることもあり競技が深

クでも繰り返される恐れは十分に考えられる。ただ、救わ

夜にまで及んでしまったという。メダルセレモニーもその煽

れるのは大会会場で見せるアスリート達の損得を抜きに

りを受け観客ゼロの状況。

した素晴らしいパフォーマンス。やはりオリンピックは平和

そもそもどうして競技開始時間が遅くなったのか？その
理由はジャンプ競技が盛んなヨーロッパ諸国のゴールデ
ンタイムにテレビ放映時間を合わせたからという。本来で
あれば昼間の時間帯で行うべきであろう。更にアメリカ

の祭典である。

