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１９２号

人の繋がりが輪を広げる
～～

第46回千葉県連盟定期総会～～
トを企画してこの 1年間活動してきたこと。
ランニングからはリレーマラソンの運営に他の協議会の
協力がほしいとの要請があり、テニスなど複数の協議会
からの協力するなどの申出がありました。
野球協議会からは人の繋がりが組織を大きくすると
の発言には一同大きく頷くシーンも。
サッカーもメンバーが中々揃わないなどの悩みが報

千葉市の桜が満開を迎えた3月 25日 （日）午後
千葉県総合スポーツセンター研修室で全国連盟から
和食会長を迎え20名（定数22名）の代議員の出席
のもと、第46期千葉県連盟総会が開催されました。
冒頭園川理事長の挨拶を受け、引き続き和食会
長からは実際に訪れた平昌五輪・パラリンピックで各国
のトップアスリートが見せたスポーツの持つ素晴らしさが平

告されましたが何とか打開策を講じたい旨力強い報告

和の尊さを感じさせてくれたことや全国総会でユニークな

がありました。

活動を活発に行なっている協議会活動報告などでスポー
ツの楽しさを広げていることからスポーツ連盟にはまだまだ
伸び代があるという力強い挨拶を受けました
その後45期の活動報告、決算報告、監査報告、

46期活動方針、予算案がそれぞれ提案。一旦休憩を
挟み約1時間の討議の末、全ての案件が承認されまし
た。
議論の中で新たに
協 議会 と し て発足 し
たウオーキング協議会
から必ず楽しいイベン

スキー祭典報告も兼ねスキー協からはスノースポー
ツ署名の訴えがありました。
その他卓球 バドミントン 空手など全ての代議員から
発言がありとても一時間では終わりきらない例年になくヒー
トアップした討議でした
議論を通じ、会員拡大には人の繋がりが大事であ
ることが参加者全員の胸にストンと落ちたと思います。
今年の総会は役員選挙の年。新たに船出する 第

46期の理事を選んでお開きとなりました。

３月１４日（水】２９０名が参加
県卓球協議会主催の本年度最終卓球大会「 3ダブルス
お花大会」が3月１４日（水）千葉公園体育館で開催さ
れました。

Ｂランク

３月中旬には同体育館で他団体のレディース大会も

Ａブロック

開催されたこともあり、昨年より１０チームより少な

Ｂブロック
かったものの柏・我孫子・木更津からの参加があり、 Ｃブロック

うすいクラブ（ﾊﾙ）（山崎・中島・桧垣）
フレンドリー

（神田・佐久間・小山）

ダイヤモンド

（菊地・根本・小桧山）

レディースの卓球愛好者で熱気に溢れた大会となり
ました。
試合方法は A ～ D ランク５～６チームのリーグ戦を

ＣランクＡブロック１位
パンジーＡ

行いました。接戦のリーグが多く勝敗、ゲーム数も同
じでセット数で順位が決まるリーグが３つもありまし
た。
参加者からは「他の市の方々と試合が出来ました。
また来年も是非参加したいと思います」
（ダイヤモンド）
「アザレアを大切に育てます」
（あすなろ）
「賞品がお花
ＣランクＣブロック１位
あすなろ

で嬉しかった」（パンジー）「今日は３人の波長がばっ
ちりでした」
（ラベンダー）との声が聞かれました。
中には｢３番手まで試合をやりたかった｣との意見もあ

Ｃランク

りました。

Ａブロック

パンジーＡ

（長山・上野・海老原）

Ｂブロック

ラベンダー

（組山・柴田・若林）

Ｃブロック

あすなろ

（谷中・遠山・座間）

Ｄブロック

パンジーＢ

（坂井・堀口・佐藤）

今回で１９回目になるこの大会ですが、賞品がお花
の大会とし開催を続けたいと思います。
試合結果は以下の通りでした。
（1位のみ）
Ａランク

Ｄランク

Ａブロック

Ｒ＆Ｂ

（山崎・梶山・小林）

Ａブロック

みどり

（内田・小坂・小山）

Ｂブロック

あけび～ズ

（佐藤・池田・石井）

Ｂブロック

青野クラブ

（本木・由佐・猪原）

Ｃブロック

幸Ｃ

（江浪・浦部・紺野）

Ｃブロック

ルピナスＡ

（大井・有原・髙橋）

初めて優勝で
きました。
楽しかったです。
ＤランクＣ ブロック
１位ルピナスＡ
楽しく他の市の方々と試
合が出来ました。
また、来年も是非参加したいと思います
ＢランクＣブロック
１位：ダイヤモンド

ＤランクＡブロック
１位みどり

ＤランクＣブロック１位
ルピナスＡ

初代運営委員長は島田亜由美さん（AQUA所属）

～～AQUA（松戸）BUCCHUS（松戸）ROUGE（八千代）の３チームで～～
ミックスバレーボール

の立ち上げ準備会議を持ちめでたく４月１日に

協議会をヨロシク

連盟事務所で３チームの代表６名（内２名委任

お願いします。

状出席）の方々に集まって頂き協議会設立へと
こぎつけることが出来ました。
初代運営委員長に選ばれたのは、事の成り行
きから島田さんに、会長は連盟内ミックスバレー
ボール担当の園川現連盟理事長にそれぞれすん
なり決まりました。運営委員（会計担当・会計
監査を含む）には各チームから複数名がそれぞ
れ選出されました。
設立総会では、規約・年間活動計画・予算な
どの案件が承認され、早速４月８日開催予定の
第１２回印西市大会参加１１チームの対戦組み

日本列島のアチコチで桜が満開となった４月
１日（日）午後、新日本スポーツ連盟千葉県連

合わせを行う等精力的に活動がスタートしまし
た。

盟に新たな仲間が加わりました。千葉県連盟で

今後の予定は、年間４大会を継続的に開催し

は先月３月１６日にスタートした「ウォーキン
グ協議会」に続く嬉しい知らせです。決してエ

ていくこととし大会案内もSNSを大いに利用する
ことや県内で活動しているチームへの協議会参

イプリルフールの日だからと言って冗談ではあ

加を呼び掛けていくことを目標にするそうです。

ここ数年協議会設立に悩んでいた園川会長談
りませんよ（＾_＾）
２０１２年１０月に全国ミックスバレーボー 「（県内で）始めた当時はどうすれば協議会活動
ルセンターの出前大会として松山下公園体育館
（印西市）で開催した大会で県内でのミックスバ

ができるのか暗中模索の状態でしたが意外とう
まくいくときはうまくいくもんですね」

レーの活動が始まりました。その後、主に同公

ミックスバレーボールは男女混合スポーツとし

園体育館を中心に年間２回（１月＝交流大会／

て若い人たちの間でも人気あるスポーツの一つ

４月＝スポーツ祭典・全国大会予選会）開催し

です、これからの活躍を大いに期待しています。

てきましたが、今年１月千葉公園体育館で行っ
た「第１１回ミックスバレーボール千葉市交流

＝＝＝今後の大会予定＝＝＝＝

大会」に参加頂いたチームの一つ「AQUA」のキャ
プテン島田亜由美さんに「県内のミックスバレー

４月８日（日）第１２回印西市大会（全国大会

普及のために協議会を立ち上げたいので協力で

８月１２日（日）千葉市交流大会・磯辺スポー

きませんか？」と声掛けしたところ二つ返事で

ツセンター体育館

「 OK ！」。その後、島田さんが声掛けして頂いた

予選会）
・松山下公園体育館

１１月１８日（日）千葉市交流大会・磯辺スポー

同じ松戸市内で活動している「 BUCCHUS 」、県内

ツセンター体育館

大会では常連かつ強豪チーム「 ROUGE」から協議

２０１９年１月１４日（月・祝）柏市新春大会・

会設立参加 OK を頂き、２月から３月にかけ２回

柏市中央体育館

１年の準備期間を経て３月１６日（金）に設立総
会を開催する運びとなりました。
加盟クラブは「千葉県ウオーキングクラブ」と
「健康ウォーキングの会」の２団体。
設立総会には佐々木スポーツ連盟事務局次長をは
じめ２０名が参加し、木漏れ日の里で開かれました。 で作ることです。今月はひな祭り企画で「天ぷら」
会長に浅沼義明さん、副会長に北尾斉治さん・秋

と「ちらし寿司」を作りました。天ぷらは木漏れ日

本信孝さん、事務局長に日野正生さんを選出し、こ

の里でヨモギ・フキノトウを採集し天ぷらにしまし

の１年の運営を進めることとなりました。

た。ついでに「のびる」を採って酢味噌で食べまし

今年度のウォーキングとして
東金・関東ふれあい道路ウォーキング／養老

た。キャンプ道具はスポーツ連盟から貰ったもので
す。

渓谷・大福山ウォーキング／和田町・花嫁街

食べ終わったら、４月に行う「東金・関東ふれあ

道・黒滝ウォーキング／三石山・表参道ウォ

い道路ウォーキング」の下見を兼ねて東金「八角湖」

ーキング／養老渓谷・奥養老ウォーキング／

の周りを一周しました。ここは御成街道の終点で家

佐倉・城下町ウォーキング／水郷・佐原ウォーキン

康の御成御殿の庭園として造られた池です。ここか

グ／花見川・遊歩道ウォーキング／

ら鷹狩りに出かけました。鶴も鷹狩りの対象でした。

茨城・筑波山ウォーキングの企画が話し合われまし
た。
ウォーキング協議会の特色はお昼をキャンプ気分

ホームページを作りました。アドレスは

https://workingnewblogaddres.blogspot.jp/
是非覗いてみてください。
（日野正生・記）

総会の資料も驚きです。この資料を見て読んで意見を
言うのも良いと思います。

３月４日第３３回定期全国総会に参加した時の感想
まず第一印象は、全国からこんなたくさんの方が参加し
ているのが驚きです。 だって休日です。
土曜、日曜で参加している方、遠方の方は前日から数
えて３日間です。
普通の方から見ると休みを犠牲にしてと見る方もいると

しかし、この資料が出来上がるまでのプロセスを考える
と携わった方々のご苦労は計り知れないと思います。
納期もある、情報収集もしなくてはならない等、数えき
れないと思います。
分散報告会について一言でいうと「良い」と思います。
まず、共通のテーマに向かって他の連盟、他のスポー
ツの方の交流、意見交換、良いこと、困りごとその対策等
の話し合い。 凄く素晴らしい事だと思います。

思います。
私も半日しか携わっていませんが、いろいろな人に会っ
私も時々、選手の方、会社の同僚、友達に言われます。 て、見て力を貰って参りました。
でも、自分で選択してやっている事です。要はこうゆう事
自分がこれからの新日本スポーツ連盟に少しでも貢献
が私も皆さん好きなんです。
この総会に参加して良かった事は、若い方、先輩の方
までが、新日本スポーツ連盟を良くしたい、これからも長
く存続したいと共通の考え、想いがあると感じました。

出来たらと思う気持ちにもなれたし、これからの人生や、
仕事にも役立つのではと思います。
（県連盟理事・野球協議会

三 上 昭 二）

クラブ紹介

ＡＱＵＡ
ミックスバレーボール

りません。練習も大会も笑いが絶えない、誰かがミスして
も気にしない、そして一生懸命やるからこそ生まれる珍プ
レー、好プレーをこよなく愛し皆で笑いあえる、そんなチー
ムです。
⑤クラブのアピール（2017年度の抱負等）
今年もチームの目標は変わらず「大会で勝つこと」です。

①クラブ（チーム）名
②代表者

AQUA

更にメンバーが固定化されてきたため、個々の能力だけ

島田亜由美

ではなく、チーム力を上げていきたいと思っています。確実

③連絡先（ホームページ）

なレシーブから正確なトス、男女全員が参加する早いテ

http://yururururu.crayonsite.net

ンポのコンビバレーを展開していくことが目標です。
そんなAQUAでは、新メンバーを大募集しています！
特に女性のサイドアタッカーを心待ちにしております。とに
かく女性が少ないのです…。男性のスパイクも怖くないと
いう図太い女性、高いブロックも打ち抜くことが出来ると
いう女性、そして何より男女関係なく仲良く楽しく全力で
バレーに取り組める女性！！是非一度ＡＱＵＡに遊
びにいらしてください。ホームページもありますのでご覧くだ
さいませ(^^)

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）
混合バレーボールチームの AQUAです。
毎週日曜日の夜間、船橋市内の学校の体育館をお借
りして練習しています。
チームの方針は「仲良く！楽しく！レベルの高いバレー！」
＝「大会で勝つこと！」
チーム創設から4年が経ちましたが、方針はぶれること
なく活動しています。
ネットから応募してくれた方や友人に声を掛け、現在は

12人。20代を中心に様々な年齢・経験の人が集まって
います。
所属いているメンバーのほとんどが AQUAで知り合った
仲間ですが、昔から知り合いかのような仲の良さ・賑やか
さ・そして適度な距離感を保ちつつ（笑）休日のバレー
ボールを満喫しています。
大会で勝つことがチームの目標であるため、月1～2回
は大会に参加しています。しかし勝ちたいからといって練
習が厳しいとかギスギスしているとか、そんなことは一切あ

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）
千葉県開催の大会があまり多くないので、年に何度
か交流大会を開催していただけたら嬉しいです。
男子プレー制限なしの方が沢山チームが集まるのだ
そうです。

AQUA主催の自主大会も年に何度か開催していま
すがなかなか体育館が確保できないので、大会の数が
増えることで色々なチームと交流する機会が増えると良
いなと思います。

SPORTS CALENDAR
５月

４月
１日（日）野球協議会リーグ戦
８日（日）野球協議会リーグ戦

３日（祭）第３７回春季テニス大会
５日（土）第３７回春季テニス大会（チーム対抗）

１５日（日）野球協議会リーグ戦

６日（日）野球協議会リーグ戦

２２日（日）野球協議会リーグ戦

１３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
２４日（火） ランニングクラブ総会

プロ野球お前もか！

プロ野球にクジを導入？

春たけなわの時期となりましたね。この原稿が皆さんの

第３７回春季テニス大会
１７日（木）卓球協卓球教室
１９日（土）第３３回シニアテニス大会
２０日（日）野球協議会リーグ戦
第１６回青葉の森リレーマラソン
２６日（日）第３７回春季テニス大会
２７日（日）野球協議会リーグ戦

球をギャンブルの対象にすることは、暴力団が介在する
可能性が格段に大きくなる危険性を増すことは間違い
ありません。

目に触れるころには今年のプロ野球が開幕を迎える時

2001年（平成13年）サッカーくじ導入時にプロ野

期なっていると思います。今年はどんな選手が活躍を見

球コミッショナーだった川島廣守さんは次のように警鐘を

せてくれるのか今からワクワクしながら“球春”を待っていま

鳴らしています。「これ（公営ギャンブル）があればノミ

すが、そんな気持ちを逆なでするようなニュースが飛び込 （違法賭博）行為を助長するのは間違いない。一般の
んできました。
日本野球機構（NPB）がプロ野球を対象とした「野
球くじ」の導入に向け本格的に検討を始めたということ

人々も賭ける行為に抵抗がなくなる。」川島氏の立場
が警察庁警務局長だったことを考えるとこの言葉の持つ
意味は重大です。

です。早ければ2019年から実施する可能性があり、方

サッカーくじが導入された当時「国のスポーツ予算は

法はサッカーくじと同じようにコンピュータが無作為に勝

ギャンブルに頼るべきではない！」と新日本スポーツ連

敗を選ぶ「非予想方式」売り上げはスポーツ団体への

盟は導入反対のキャンペーンを張りましたが、その後の

助成に充てられるといいます。

国の政策を見ると年々ギャンブルに依存する傾向を強

今でも筆者の記憶にもありますが1969年（昭和44
年）プロ野球・西鉄（当時）の選手が八百長行為に

めてきており、不安の種が年々大きくなっています。
スポーツを発展させるには国の予算をキチンと計上す

関連し球界を永久追放になった「黒い霧事件」。新し

べきでありギャンブルに頼ってはいけ

いところでは2015年(平成27年)には巨人の若手選手

ません。今回の「プロ野球くじ」の検

が関与した野球賭博等々例に挙げるまでもなく「野球く

討の報道を聞き益々筆者の心配

じ」の導入は球界に不正を招く可能性が大きくなり、野

の種がますます大きくなります。

