
今年「新日本スポー

ツ連盟千葉県スポー

ツ連盟」は創立 4 9年

目を迎えます。

今から3年前の2015年11月に創立50周年を

迎えた「新日本スポーツ連盟全国連盟」に遅

れること５年後の１９７０年に発足し、この

間事務所を移転すること3回、現住所（稲毛区

穴川・黒川ビル2階）に腰を据えてから約３２

年の月日が流れ、県内における民主的スポー

ツ権の確立を標榜して活動を重ね、それなり

に連盟活動に邁進してまいりました。

しかしながら発足当時のメンバーも齢、年

を重ね、役員の高齢化が進み、１９７６年以

来ずっと事務局長という重責を務めて頂いて

いる金子泰夫さんからも新しい人に連盟活動

を引き継ぎたいと常々訴えられていました。

また、ここ数年、３月に行われる定期総会

でも若手育成の必要性と連盟活動を支えてく

れる人材発掘が常に課題として確認されてい

ます。

２０１８年に行われた「第３３期全国連盟

盟総会」では「停滞状況」にある連盟を底上

げするため確認されたスローガン「１０％・

４５００人の会員拡大」を目指し、各地の連

盟で日夜この目標を達成すべく活動を行って

います。

そして、昨年２０１８年東北ブロックをメ

イン会場に実施された「第32回全国スポーツ

祭典」では軟式野球・バスケットボール・ソ

フトボール・陸上競技・ウォーキング・バレー

ボールなど１６種目に約７千人のスポーツ愛

好者が集いました。

同時に開催された「第５４回千葉県スポー

ツ祭典」にも「１１種目・約３０００人」の

スポーツ愛好者が参加しています。

この中にはきっと連盟活動に理解を示し、

私たちの輪の中に飛び込んで活動して頂ける

人材は必ず入るはずです。

幸い千葉県連盟には昨年から事務局長を引

き受けてくれる人材や、役員（理事）にも新

しいメンバーが加わったりして一定の前進を

みることができてきています。

更に、懸案事項の一つであった事務所内装

のリニューアルも昨年１２月末には完成し、

各種会議の場所として、活動の拠点としての

体制が確立しました。

２０１９年は事務所リニューアルを糧に心

機一転、来年２０２０年に迎える千葉県連盟

創立５０周年を目指し、スタッフの若返りを

図り、一歩前進す

るよう活動を進め

て行きましょう！

新日本スポーツ連盟千葉県連盟

理事長 園 川 峰 紀
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恒例の冬季バドミントン大会は年の瀬も押し迫っ

た12月22日（土）千葉県総合スポーツセンター体

育館で開催されました。

今年も県内各地だけでなく、東京・神奈川から

の申込も含め60チームが参加を希望。12面ある体

育館ではあるものの終了時刻の関係から57チーム

に限定。

7時開場、9時試合開始の過密スケジュールの大

会となりました。

今回東京・日野市から初参加のクランチの田中

亜希子さんは「いつもと違う相手と試合ができて

楽しかったです。」と話して下さいましたが今回東

京からは東京アイビーの3チームを初め8チームも

の参加でした。

また神奈川からは常連の「てぃわら会」を入れ

て4チームの参加がありました。

試合は男女別・1部～3部ランク別としリーグ戦

の後決勝トーナメントを行いました。男子３部は

22チームの応募のためリーグ戦が出来ずトーナメ

ント戦（敗者戦）としました。

男子1部は東京・神奈川から各1チーム、千葉か

ら3チームの5チームのリーグ戦。

昨年優勝の九十九里BCは1勝3敗と振るわず代わ

りに3勝同士の大田区の「Team:Oasis A」が「よし

の～ず（千葉大）」を2対１で下し優勝のグルメ券

を手にしました。

今回初めて参加した渋谷教育学園幕張高校は男

女3チームが参加。「バドミントン自体の技術を沢

山学ぶことができましたが、それ以上に大会に対

しての態度や礼儀を様々な方から教えてもらい、

とても充実した一日でした」との感想を寄せて頂

きました。

男子一部優勝

Team:Oasis A

女子一部優勝

クランチ

男子二部優勝

チーム高山

女子二部優勝

Team:Oasis

男子三部優勝

千葉北クラブ

女子三部優勝

Easy BC



11月１９日千葉県教育庁体育課に続いて、12

月17日千葉市スポーツ振興課との懇談会を行い

ました。 懇談会には千葉市からは那須一恵生

活文化スポーツ部長、山﨑洋喜スポーツ振興課

長そして伊藤かずみ施設班主査の三名。県連盟

からは田久保孝一副理事長、金子泰夫事務局長、

佐々木事務局次長、吉田嬌子常任理事の四名が

参加しました。

懇談に先立ち県連盟で春から大会等で集めた

410筆のスポーツ予算増額要請署名を那須部長

に渡しました。

初めに現在の体育施設について県連盟からの

改善要求について次のような回答を貰いました。

野球場について

◎青葉の森球場の一般利用枠を増やすこと

→青葉の森球場の枠は184コマしかないので他

の施設を利用して欲しい。

◎千葉公園球場の整備について

→当面立て替える予定はなく、改善する必要の

ある箇所は随時検討する。

直近では今年度冬季に芝の整備を予定してい

る。

◎犢橋球場のトイレの洋式化について

→当面便器の交換を行っている。

◎稲毛海浜公園球場のダックアウトの支柱につ

いて

→随時塗装を行っている。

テニスコートについて

◎青葉の森コートのトイレ悪臭について

→定期清掃を実施している。

◎高浜コートの出入り口の増設について

→現状では予定はない。

◎高浜コート洋式トイレの増設について

→便器交換で対応する。

◎稲毛海浜コートの洋式トイレについて

→便器交換で対応する。

サッカー場について

◎青葉の森球技場の芝生養生について

→良好な状態を保てるように管理者と協議する。

体育館について

◎千葉公園体育館の卓球台の新規購入について

→現状では計画はないが劣化状況を調査・検討

する。

◎駐車場の拡充・増設について

→現在85台しか止められないが、拡充の予定は

無い。

◎花島公園体育館の卓球台追加設置について

→増設の予定はない

どの施設についても今後も引き続き連盟の意

見を伺い対処するとの回答でした。

千葉公園体育館整備基本設計について

委託業者が決まり基本計画業務については千

葉市体育協会傘下のスポーツ団体や少年スポー

ツ団体等26団体にゾーニング（建物・各室の大

まかな配置等）を取り纏めている。随時業者と

の協議をしている。今年度中に基本計画が出来

るのでお示しできるのではないかとの話でした。

なお、マスタープランは千葉市都市局が作成

し、公園緑地部・緑政課が取り纏めているとの

事。パブリックコメントについては実施しなかっ

たと回答でした。

会場確保について

最後に2020年度全国スポーツ祭典のミックス

バレーボール会場として千葉ポートアリーナ及

びシニアサッカー大会会場としてフクダ電子ア

リーナの確保に協力して頂きたい旨の要請をし

て今年度の懇談会を終了しました。

文責 金子泰夫
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１２月１７日(月)スポーツ連盟事務所にて第１０

回常任理事会が開かれました。

１１月１５日から１２月１７日までの主な取り組

み（報告）

ランニング 陸上競技大会の総括会議

リレーマラソンの要項検討

ウォーキング 三石山ハイキング

野 球 トーナメント戦及び同決勝

テ ニ ス 鈴木杯テニス大会

ミックスバレー 千葉市交流大会

（磯辺スポーツセンター）

サッカー 年間リーグ戦開催中

卓 球 卓球教室２５名参加、講師２名

ス キ ー スキー祭典チラシ発送、折込依頼

県教育庁に対する要請行動について

・園川理事長、金子事務局長、吉田・吉川常任理事

佐々木事務局次長

全国理事会（園川理事長参加）

・ひろば誌について、ﾐｯｸｽﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙについて

テニス全国大会

主な討議は以下のとおりでした。

１．事務所の契約について

１２月１日より契約主体の変更等

２．第１回全国評議員会について

・田久保副理事長、吉田常任理事が出席で検討

３．事務所照明の改善について

・見積もり内容について検討

４．総会日程のあり方について

・２０２０年については３月２０日で決定

５．対市要請行動について

＊掲載記事参照

６．第３回理事会について

・総会に向けての議案討議と代議員の確認

７．県連盟ホームページの終了について

・県連盟のホームページをアップしているレンタ

ルサーバーが事業から撤退する事に

・新たなレンタルサーバの契約とホームページの

刷新を

８．その他

常任理事会報告

スキーバス往復
(２．５泊４日）

４３，８００円



①クラブ（チーム）名 BURST
②代 表 者 菅 野 清 敬

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）
バレーボールチームのＢＵＲＳＴです。
チーム創設から１７年目を迎えました。創設当初は、

地元中学の同
級生で結成した
チームでしたが、
今では色々なご
縁があり集まって
くれたメンバーで
活動しています。

１０代後半～３０代後半のメンバーで構成されており、
若手とベテランの融
合をテーマに青春を
忘れずバレーボー
ルを楽しんでいます。
練習場所は主に、
印西市・船橋市・
鎌ヶ谷市で活動し
ています。

④クラブのアピール（2017年度の抱負等）
男性の平均年

齢が３０代後半、
女性の平均年齢
は２０代前半の
チームですので若
いパワーをもらいな
がら、平成最後の
ミックスバレーを楽

しみたいと思います。
目標は大会で一つでも多く勝つこと！若者に負けないよ
う頑張ります。

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）
いつも大会を開催して頂きありがとうございます。
ミックスバレーの大会が少ないので、たくさん開催して頂け
ると嬉しいです。
要望等は特にございませんが、今後もバレーボールを継
続しやすい環境づくりに尽力して頂けると幸いです

クラブ紹介

BURST
ミックスバレーボール

新日本スポーツ連盟千葉県連盟は、野球や卓

球、テニスなどの種目別の協議会と各クラブの

皆さんが主人公の組織です。

コートや球場等会場の確保、ホームページや

機関紙などによる宣伝、お知らせ、リレーマラ

ソンなどの大規模企画の際の相互支援などに取

り組んでいます。

２０１９年度の活動を決める総会を開催しま

すので、皆さんの意見を持ち寄って総会を成功

させましょう。



SPORTS CALENDAR

１月 ５日（土）新春テニス大会（チーム対抗）

６日（日）サッカー協議会リーグ戦

新春ミックスバレーボール大会

１３日（日）なのはなテニス大会

サッカー協議会リーグ戦

１８日（金）ウォーキングクラブ例会

２０日（日）サッカー協議会シニア大会

２７日（日）なのはなテニス大会

冬季卓球大会

２月 ３日（日）サッカー協議会リーグ戦

８日（金）～１１日（月・休）スキー祭典

１５日（金）ウォーキングクラブ例会

１６日（土）なのはなテニス大会

２４日（日）なのはなテニス大会

サッカー協議会リーグ戦

２８日（木）卓球協議会講習会

２日（土）千葉県施設調整会議

９日（土）・１６日（土）千葉市施設調整会議

９日（土）・１０日（日）全国連盟評議員会

１６日（土）野球協議会総会

２２日（金）第４回県連盟理事会

１月 ２月

2018年のスポーツ界も各部門で新旧交代が繰り広
げられました。
卓球・バドミントン・レスリング・野球・フィギュアスケート・
スキージャンプ・マラソン等で綺羅星のごとく若手アスリー
ト達が台頭してきました。そんな中でも、どっこいベテラ
ン健在！とアピールしている選手も存在感を増し結構
ファンの目を楽しませてくれました。
そんなベテラン選手の中で筆者が最も関心を寄せた
のは女子レスリング・伊調 馨（いちょう かおり）選
手と男子フィギュアスケート・高橋 大輔（たかはし だ
いすけ）選手の二人。
伊調選手は2016年リオ五輪で前人未到の五輪4
連覇を達成した女子レスリング界では押しも押される
存在。その後、コーチによるパワハラ騒動に巻きこまれ2
年近くトレーニングができない状況にありながら年末の
全日本選手権で初戦敗退を乗り越えリオ五輪・63キ
ロ級金メダリストの川井梨沙子選手を倒して57級で
逆転優勝。
一方、髙橋選手は世界一と言われる華麗なステップ
を武器にバンクーバー五輪で日本初のメダリストになっ
た後、現役引退し5年間のブランクがあったにも関わら

ず、年末に行われた全日本選手権大会では並み居る
若手を退けて見事2位の表彰台をゲット。二人ともトッ
プアスリートとしては決して若くない。伊調選手は34才、
高橋選手は32才。いずれも中年の域に差し掛かって
いるが、周りの見る目は厳しいものがあったが見事に復
活を果たした。
伊調選手は優勝後「勝った、負けただけではない。
反省して、修正して、レスリングを極める」と口にし、優
勝しても決しておごらず常に前を見据えている。一方、
高橋選手は「後輩の姿を見て血が騒ぐ。表現力は若
手に負けない。現役続行を続けたい。」と夢を持つこと
の大事さを語っていたが、世界選手権は若手の舞台
であるとして出場を辞退した。このような二人の姿勢に
若手も学ぶところは多いはず。
2019年は若手アスリートだけではなくベテランアスリー
トの動向からも目が離せな
い。スポーツ界のレジェンド
達にはこれからもファンを楽し
ませてほしいとともにできるだ
け長くその雄姿を見せてもら
いたいものです。

どっこい！ベテラン健在！
高橋大輔・伊調馨選手にみるベテランアスリートの姿!


