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１９８号

くを占めていたことから全員嬉々として氏に質問攻め。
9月 1日～ 2日の二日間。富士箱根ランド（スコーレプ
大いに満足された3時間でした。
ラザホテル）で第 3回目となる関東ブロックスポーツ
ただ、卓球ド素人の小生は、ただただ皆さんのパフォー
セミナーが総勢 56名（男性： 29名 / 女性： 27名）の参
加者が集い開催されました。
マンスに圧倒され、ボールとラケットが仲良くできず
千葉県連盟からは当初 5名の参加予定でしたが当日
冷や汗たらたらの講義でした。
体調不良の方がおり 4名（園川・金子・佐々木・田久
その後夕食までの 1時間は各自三つの種目（卓球・
保）が参加しました。
ソフトバレー・ウォーキング）に分かれスポーツ交流。
第 1日目は「古武術卓球＝布袋卓球アカデミー」を
夕食後は 20時から交流会。神奈川県連盟藤本理事長の
主宰する布袋裕彦（ほてい やすひこ）氏によるスポー
挨拶で始まり、各県連盟・協議会からの報告、歌声
ツ科学に基づく動作やメンタル知識、古武道の身体操 （不祥 小生の歌唱指導で音頭）と移り夜が更けるまで
法を取り入れた骨を豊かに使う実技を伴う卓球指導。
アルコールに酔いました。
講義の冒頭に参加者全員に「赤い紐」が渡され、皆
二日目は、一転して山崎 健氏（新潟大学名誉教授/
さんの顔には「一体全体この紐と卓球のトレーニング
新日本スポーツ連盟スポーツ科学研究所所長）による
と何の関係があるの？」と疑問符がありあり。
「身体運動を科学する！やまけん先生のスポーツ科学入
しかし、その後の氏の説明とパートナーの身振り手
門」と称した2時間の頭の体操＝座学講義。
振りを加えた熱い、熱い指導？に納得の顔、顔、顔。
前半は基礎的なトレーニング科学、例えば運動効果
紐を腰に巻いて卓球台に立ちボールを打つとあらら
に対する遺伝子研究、運動強度と乳酸濃度、速筋系と
遅筋系の役割分担等聞けば聞くほどなるほどと難しそ
不思議！普段練習していた時と大違い。いい音をして
うな内容だがすんなりと頭に入る。
返せるではありませんか？！腰に紐を巻いていること
後半は「食事と栄養」といういわば日常生活からど
から腰の集中力があり手打ちにならないからだそうな。
のような食生活がアスリートに望ましいかをテーマに
この他にも両手を固定して打ち返す方法や、不安定
した講義に「そだね－！」と頷けるものでした。
な足場で打ち返す方法等、それ等は総て「手打ち」で
氏は小生と同年代の 60代後半。今でも日常トレーニ
はなく「体全体」を使って練習することで打ち返す際
ングを欠かさないアスリート。これを機会に自分の食
に乾いた音を発し、各段にうまくなるという結果をも
生活・日常のトレーニングを見直すいい機会でした。
たらしました。
今回は東京卓球協・神奈川卓球協からの参加者が多
注１）布袋氏が主宰する「紐トレーニング」に興味が
ある方はこんな本もありますよ
☞ ヒモトレ革命 繋がるカラダ 動けるカラダ：
小関 勲/甲野 善紀著（日貿出版）
注２）布袋氏は京都府立高校教諭時代、卓球指導者と
して長年指導にあたり古武道を取り入れる等ユ
ニークな指導方法を持つ熱血先生
注３）山崎 健氏 「スポーツのひろば」誌に「やまけ
ん先生のブログ」に好評連載中。

9 月 24 日（祝・月）青葉の森野球場でリーグ
戦最終決戦の場となる決勝戦が行われました。

れを突いて３点を
追加。

朝方からの雨も上がり、時折青空が見える中

５回表にも千葉

で、決勝戦は午前中の準決勝戦を勝ち上がった

北リリーフピッチャー

古豪の「栄町クラブZ（以下「栄町」
）」と「千葉

を打ち込み１点を

北 BULLS（以下「千葉北」
）」との顔合わせとな
りました。栄町は土谷投手が、千葉北は渡辺投

追加。合計１２点

手がそれぞれ先発となり、予定より 20分早く午

た。

後 1 時 10 分、三上主審のプレーボールで試合開
始。
１回表、先行の栄町１番打者がいきなり初球

という大差をつけ
千葉北は打線がつながらず１回以降零点が続
く。
その後は、両チーム投手も落ち着いたのか、

を引っぱたいて１・２塁間を抜くクリーンヒッ

６回、７回と両チーム３者凡退が続き決勝戦ら

ト。このヒットに動揺したか、続く 2番打者にも

しくしまった試合展開となりましたが、終始安

ヒットを打たれ、3番打者はピッチャーゴロで打

定した投球を披露する土谷投手が完封勝利を収

ち取るも、続く 4番・ 5番打者に連続死球を与え
てしまい先取点を献上。その後ワンアウト満塁

め栄町がリーグ戦での優勝チームとなりました。

で 6 番打者に走者一掃の 2 塁打を打たれ 4点目。
野手のエラーも絡みこの回で栄町はビッグイニ

を決定したと言えます。

ングとなる7点をもぎ取った。
一方、その裏千葉北は、栄町先発の土谷投手

１２点差という大味な試合でしたが、両チーム

の力投に打線が沈黙。3者凡退の無得点。

いあいの雰囲気で野球を心から楽しんでいる様

2回以降は千葉北・渡辺投手のカーブが決まり
だし、何とか栄町打線を零点に抑えるも、栄町

結局この大会は１回の両チームの攻防が試合
久しぶりに野外で観戦した“生野球”でした。
とも試合中、選手同士で声を掛け合い、和気あ
子が窺え、観ていても楽しい観戦でした。
なお、両チームは１０月７日埼玉で開催され

は 3回表にヒットとバントでワンアウト１・３塁
となったチャンスを生かしダブルスチールを決

る関東大会に出場することになります。
最優秀選手は栄町「宮本将輝選手」が、優秀

め、１点を追加。

選手には千葉北

４回表には集中打、四球、千葉北野手陣の乱

「知野紘和選手」が
それぞれ選出され
ました。

好球必打

ビッグイニングだ
ナイスキャッチング川村捕手

（ 園川峰紀

記）

毎月行っているウォーキングですが、７月例

が起こります。

会は台風で中止、８月は酷暑で中止。今度こそ

白井地区では「義

と思っていた９月例会も雨のため中止となりま

士鱈沢善右衛門」

した。

と敬って、平和公

これまで千葉県ウォーキング協議会が行って
きた活動は「房

に墓碑が建立して

総の城跡・自然

あります。

巡り」「千葉市の

泉自然公園の周

史跡・自然巡り」

り に は 、「 東 金 街

です。

道 」「 佐 倉 街 道 」

９月例会は泉
東金古道

園横の「最福寺」

「千葉街道」の古

東金古道の並木道

自然公園散策と
東金街道ウォー

道が残っています。上の写真は泉自然公園横の
東金街道の古道です。江戸時代の並木が残され

キングの予定で

ていてそれはそれは美しい古道です。
途 中 に

した。
以前私は白井小学校に勤務していました。市

「キツネノ

町村合併で、今では白井の地名はなくなり、小

カミソリ」

学校、中学校、公民館でその地名が残されるだ

の 群 落も 見

けとなりました。

ら れ 、８ 月

在籍中、白井の歴史的な遺跡・遺物に魅せら

に は 市民 が

れて子供たちとミュージカルを作って公演をし

た く さん 訪

た経験があります。

れます。

題は「泉姫物語」です。地域に残されている

東 金街 道

キツネノカミソリ

竜神伝説と天保の大飢饉の時におきた「多部多

沿いには中世の「中野城」跡、日蓮宗妙興寺と

農民一揆」の話を基にしたものです。この一揆

野呂檀林跡、縄文遺跡「八反目遺跡」などの遺

は領主戸田大学が年貢を増やし石高を増やそう

跡が見られます。

として、白井地区の農民たちが一揆に立ち上が
ります。

馬頭観音、一里塚、庚申塔、道祖神、相撲塚、
前方後円墳、お杖桜、清水不動、上人塚、多部

時の家老「鱈（たら）沢善右衛門」は年貢を
上げるのを止める為に切腹して戸田大学を諫め
ます。それでも年貢を上げようとしたため一揆
ウォーキング協議会の皆さん

田城址・・・・
ぜひ、皆さんと歴史散歩をしてみたいと思い
ます。古代から現代までの歴史を学ぶ楽しい散
歩ができます。
もう一つ楽しいことは、みんなで野外炊飯を
して食べることです。２か月に１回、実施して
います。
これもウォーキング協議会の特徴です。
（文責

日野正生）

常任理事会報告
９月２５日(火)スポーツ連盟事務所にて第７回常任理事
会が開かれました。
８月２８日から９月２５日までの主な取り組み（報告）
としては
ランニング 陸上競技大会の受け付けが開始されました。
今回も神奈川保土ヶ谷中からの申込がありました。
日本陸連のルール改正の為来年度からの企画を変更予定
卓 球
スポーツ祭典・ダブルス大会を開催。
男子・女子・混合ダブルス合計１４２ペア男女ダブルス
と混合ダブルス両方に出場できるので好評。
（9月24日）
テニス
スポーツ祭典・チーム対抗戦（９月９日）
。
新チーム対抗戦（９月２２日）
、同祭典・全国大会予選
会（９月１５日・１６日・２４日）
空 手
第１回沖縄空手演武会（１１月）への呼びか
けを行いました。千葉から1団体申し込む予定。
野 球
リーグ戦を進行中（８月～９月） リーグ
戦の決勝は青葉の森にて９月２４日（月・休）優勝は栄
町クラブZ、 準優勝は千葉北ブルズ。
関東ブロック大会（１０月７日）

スキー
スキー祭典の準備を進めています。2019年２月
８日～１１日志賀高原。案内ビラは協議会で作成予定。
２万枚を10月には発送したい。
全国サマーセミナーに東山さん・本田さん・佐々木さん
が参加。
（９月8日・９日）
関東ﾌﾞﾛｯｸｾﾐﾅｰ 千葉より４名の参加。古武術の身体操法
を取り入れ独自の指導法により全国大会優勝に導いた布
袋先生の実技を体験し、2日目は新潟大・山﨑 健先生の
スポーツと栄養の関係についての話を伺いました。
主な討議は以下の内容でした。
１．黒川ビル２０１号室の移転及び改修について
床等の改修を行うこととなりました。
２，各協議会運営状況（会場確保）について
早めのキャンセル手続きが必要
３．その他として
〇千葉県連盟を紹介するリーフレットを１０月常任理事
会で作成することを確認しました。
〇各協議会責任者に送付するスポーツ祭典の総括資料の
内容を確認しました。
（常任理事 吉川 記）

「ハイ！一本」バドミントンダブルス戦。二人の中高
生が一点を取りに気合いを入れて声かけします。

現在、東金山武支部のメンバーとして主に知的障が
い者の方と一緒にプレイしています。メンバーの年代
は１０代、２０代と皆さん若い人が中心ですが、父兄、
一般の大人もいます。
知的障がい者の方は健常者の中高生と違い、短期間

この方法を知的障がいの女子高校生二人にやってもら
いましたが、見事に成功し、２０１７年に長崎で開催

の技術向上は難しいですが、メンバーの努力で少しず
つ上手になりました。

された日本障がい者バドミントン選手権大会知的障害
の部で準優勝。銀メダルを獲得しました。

私が指導する際に、一番大切にしていることはマナー
です。試合前後の礼儀、シャトル拾い等です。最初は

大会のレベルは高かったものの、他のチームと比べ
て息が一番合っていました。

大変でしたが、皆さんが丁寧に、時には厳しくしたら
できるようになったのです。

障がいがあるだけに、最初二人はバラバラでした。
しかし、練習を重ねて何とか声かけだけは合うように

そして、不思議なことに、練習に身が入り試合に勝
つことが増えたのです。つまり、技術向上につながっ

なりました。そして、試合になったら結果は、なんと
銀メダルです。
本人たちも自信を持つことができました。私も、ハ

たのです。この数年で子供たちの成長を見ることがで
き、自分も含めて大人がパワーをもらいました。
障害の有無に関係なく、努力していく事が大切だと

ンディがあっても一所懸命やれば、できるのだと知り
ました。

思いました。
障害がある事で大変な事もあると思います。でも、

私は、１０年前に、ある障がい者バドミントンのチー
ムにボランティアとして入部しました。高校時代に経

スポーツをしている時はみんな明るいです。私も同じ
気持ちです。

験がありましたが、久しぶりなので動きを忘れていま
した。そこで、一般のチームに入部して経験者に教え

そして、これからもスポーツできる時間に感謝し、
大切にしていきたいです。

障がい者スポーツを通して

てもらい勉強しました。いまも、継続中です。

（バドミントン協議会（準） 平賀 章郎）

チーム結成されたものです。
「中 央クラブ」の

クラブ紹介

名前の由来は、新
しい練習場となった

中央クラブ

千葉市中央区に

卓

あり ます中央コミュ

球

ニティ ー セ ンター の
体育館となり、そこが位置的に千葉市の中央にあること
から名称づけられました。

① クラブ名

中央クラブ

② 代表者

澤井 正剛

平成３０年８月現在で会員が３７名で、うち男性
が２０名、女性が１７名で、２０代から７０代の年

③ 連絡先

齢層です。

メール

pc-20160701sawai@jade.plala.or.jp

毎週水曜日（１７：３０～２１：００）と、土、
日、祭（１３：００～１７：００）を定例の練習
としています。
⑤クラブのアピール
中央クラブは「 Harmony 」（融和）「 Challenge 」
（挑戦）をモチーフに会員の活性化を図るとともに、卓球
技術の向上を目標に活動するアスリートの集りです。卓
サーブに集中

佐野さん

球経験者も多く、地域の
卓球大会ＯＲ全国大会
を目指して練習しています。
“スポ ー ツ やろう よ ！☆ 中

メンバー募集中です

央クラブ☆メンバー募集中”
④チームの概要
中央クラブは千葉市の出

スマッシュを決める浅海選手

⑥その他

洲港に旧ＳＣ（サンキョウ

いつもお世話になり あり

ボーリング場内）で練習を

がとうございます。役員の方々のご苦労に感謝申し上げ

し てい た仲 間 が 13 年 前 に

ます。今後ますますのご発展を心よりお祈りいたしており

卓球場の 閉鎖に伴い 、新

ます。

たな練習場を確保する際に

署名にご協力ください
毎年１１月の対県・１２月の対千葉市要請に向け
て現在スポーツ連盟では署名運動に取り組んでいます
目標は、対県・対市ともそれぞれ５００筆とし、９
月２５日現在それぞれ２６０筆余りとなっています。
この間、民主団体に郵送で書名簿を届けて回収した
り、テニスや野球などの大会会場で参加者の皆さんに
呼びかけています。目標を達成する為には理事の皆さ
んばかりでなく会員の皆さんのご協力が不可欠です。

この署名運動はスポーツ権を謳ったスポーツ基本法
の具体化行動として２０１２年から毎年取り組んでお
り、対県・対市要請に際し
担当者に手渡しています。
併せて皆さんからお聞き
した施設改善など要求も現
場からの声として要求書に
まとめ窓口に伝えています。

SPORTS CALENDAR
10月
１０月 ７日（日）野球協議会トーナメント戦
祭典・バレーボール大会（全国予選会）
鈴木杯テニス大会
１３日（土）野球協議会トーナメント戦
１４日（日）野球協議会トーナメント戦
サッカー協議会・年間リーグ戦
１９日（金）ウォーキング例会 東金古道
２１日（日）野球協議会トーナメント戦
鈴木杯テニス大会
２８日（日）野球協議会トーナメント戦

大阪なおみ選手の活躍の影にサーシャコーチの姿が!

11月

１１月 ４日（日）野球協議会トーナメント戦
祭典・陸上競技大会
鈴木杯テニス大会
１１日（日）野球協議会トーナメント戦
１６日（金）ウォーキング例会
１８日（日）野球協議会トーナメント戦
サッカー協議会リーグ戦
ミックスバレーボール交流大会
２３日（金）野球協議会トーナメント戦
鈴木杯テニス大会
２５日（日）野球協議会トーナメント戦
鈴木杯テニス大会

テニスでは試合中はコートでのコーチングができないと

全米オープン優勝の力は？？？

いう。そのため試合中は観客席で選手を見守るしかな

若干２０歳で日本人として全米オープン初優勝を

瞬間が報道されているが、その間どんな話をしているか？

飾った大阪なおみ選手の活躍の陰にはコーチのサーシャ

とにかく選手目線で対応し、褒めて、褒めて、褒めちぎっ

の姿があった。

ている。とにかくポジティブである。ことわざにも「豚もおだ

伝えられるところでは、彼女がテニスを始めたのは４

い。しかし休憩時には声をかけられる。テレビでもそんな

てりゃ木に登る」とあるがまさにそのとおり。

歳の頃とか。当時華々しい活躍をしていたウイリアムズ

最近不祥事が頻発している日本のスポーツ界では、

姉妹の試合を見ていたテニスに全くの素人のお父さん

指導するコーチの罵声が飛び交っていたりする事も珍し

「彼女たちにできる事ならなおみにもできる」と考えテニス

くなくコーチと選手の関係が上から目線となっている事

を教えることにしたという。 それからひたすらテニスに打

がややもすれば多い。その行き着く先が暴力問題であ

ち込み２０１３年（１５歳）にプロデビュー。その

り、パワハラ・セクハラ問題につながっていると考えざるを

後いろいろと大会に出るも世界ランキングは５０位の

得ない。

壁を超えられず。 ２０１７年１１月に現在のコーチ

日本人コーチにも最近はサーシャ氏のような選手の

であるサーシャ・ベジン氏からコーチングを受けてから、あ

自主性を重んじるコーチが現れているがまだまだその数

れよ、あれよという間にランキングをあげ今回の快挙に

は少ない。彼のような考え方を持つコーチが増えれば不

至ったという。 全米オープン優勝後のランキングは一

祥事も少し はなくなるかもし

挙に７位となっている。

れない。そんな事を考えさせて

小生はテニスには全く興味はないが、彼女がなぜこん
な短期間に強くなれたかという事には非常に興味をそ
そられる。

くれ た大阪なお み 選手の 一
層の活躍を願う。

