
SPORTS CALENDAR

３月 ３日（日）祭典・空手大会

なのはなテニス大会

９日（土）なのはなテニス大会

１３日（水）スリーダブルス卓球大会

１５日（金）ウォーキング例会

１６日（土）なのはなテニス大会

２３日（土）なのはなテニス大会

３０日（土）冬季バドミントン大会

３月２日（土）～３日（日）

全国スポーツ祭典スキー大会

３月６日（水）第１３回常任理事会

１７日（日）第４７回県連盟定期総会

４月 ７日（日）野球協議会リーグ戦

１４日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・ミックスバレーボール大会

２１日（日）野球協議会リーグ戦

２７日（土）男女別３ペアチームテニス対抗戦

２８日（日）野球協議会リーグ戦

２９日（日）春季卓球大会

４月１３日 卓球協議会総会

１５日 ランニングクラブ総会

２８日 テニス協議会総会

３月 ４月

東京五輪期待の星、競泳・池江璃花子選手選
手の白血病公表に対してコメントを求められた桜田
義孝五輪担当大臣の発言が厳しい世論の批判
を浴びています。
「がっかりしている」「盛り上がりが下火にならないか
心配している」などの発言には、五輪に出場する選
手を「金メダルを生み出す道具」としか見ていないの
ではないか？との疑問がやはり現実のものだったこと
を示しています。
スポーツをテーマに数々の作品を発表している小
説家・堂場瞬一氏が描く世界の中にも似たような
作品があります。そんな数ある作品のなかであらゆる
関係をたちきってオリンピックで金メダルを獲得する為
のトレーニングに没頭させられる選手を主人公にして
描いた「独走」を最近読む機会がありました。
主人公は小さい頃から走ることが大好きで、ある
時アフリカ系外国人選手の走りを目の当たりにして
長距離走に目覚め、その後高校で長距離1万メー
トルで日本記録をマーク。一躍金メダル候補隣とな

り、政府（小説の世界ではスポーツ省）が金銭面
を含め全ての面倒を見るSA（ステートアマチュア）
選手に指定され、自由時間までが束縛されるなか
で主人公が「なぜ走るのか」と自問自答して成長し
ていく様子が描写されています。
池江選手の1日でも早い競技への復帰を多くの
人が望んでいるなかでの桜田大臣の発言には、ス
ポーツを国威高揚の手段としてしか見ていない今の
スポーツ行政の姿勢が垣間見えます。
更に同大臣はその後の会見でも「五輪憲章は読
んだこともない」と五輪担当大臣としての資質を疑う
発言も飛び出す始末。
こんな大臣では1年余に迫った本番を迎えられる
か心配です。即刻辞任すべきではないかと思います
が読者諸兄のお考えは？

こんな大臣は即刻やめて欲しい！



2月8日夕方出発、11日夜帰着の日程で、志

賀高原一ノ瀬スキー場を中心に千葉県スキー祭

典が行われました。今回はバス一台で千葉を16

時出発、その他車や電車で現地集合して総勢59

名が参加しました。行きは事故渋滞にはまって

ホテル着が25時に。早めに就寝を心がけました。

前回好評だった班編成を今年も取り入れまし

た。申し込み時点で年間滑走日数、直近はいつ

滑ったか、技術

レ ベ ル の 自 己

申 告 の う え で

｢がっつり滑走

したい ｣｢しっ

か り レ ッ ス ン

を 受 け た い ｣

｢のんびりレッ

スンを受けたい｣

と 希 望 を 書 い

て も ら い ま し

た 。 今 年 は 千

葉 ス キ ー 協 の

指導員が6人に

増 え て (う ち 2

名はルーキー )、

より充実した班構成になりました。

ゲレンデは三日間とも悪天候にならず楽しむ

ことができました。 がっつり班は、一ノ瀬、

ダイヤモンド、焼額山、奥志賀、寺子屋、タン

ネの森、東館、ブナ平、西舘、高天ヶ原と行け

る限りのゲレンデを満喫。ジャイアントを3回

続けて滑った班も。｢こんなにたくさん滑った

ことはない。疲れたけれど楽しかった｣の声が
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聞かれました。

しっかり班とのんびり班は、昨年秋に改訂され

た勤労者スキー協の教程も織り込みながら練習し

ました。｢勘が戻ってきました｣｢プルークから脱却

できた｣など好評でした。

【交流会】

二日目夜の交流会

は大広間に集合です。

新スポ連千葉県連盟

副理事長の格調高い

(?)歓迎のあいさつを

受け、続いて千葉県

勤労者スキー協議会に加盟している華麗に滑ろうs

ki &snowboardの会、素喜人(すきーじん)、スノー

バレーという３つのクラブが紹介されました。

いよいよ楽しいゲームです。歌に合わせて指を

順に開いて閉じて･･･。グーで腕を伸ばしてもう片

方の腕はパーで胸

を押さえて、今度

はパーで腕を伸ば

して片方の腕をグー

で押える。両方パー

の人がいたりして

大笑いです。

次に｢たんす貯金を持って来たのよ｣と出てきた

のはなんと一万円(らしき)札が束で。各班に20枚

ずつ配られます。

そしてグーチョキパーを班で決めてじゃんけん

ぽん !。9班あるのでなかなか勝敗がつきません。

ついに2 0枚をみん

なで分けて他の班の

人と1対1の勝負。

部屋の中は大騒ぎ。

結果は1 3枚になっ

てしまった班から

35枚に増やした班まで出ました。

そしてみんなで歌ったり、歌に合わせて炭坑節

を踊ったり楽しいひとときを過ごしました。

残念ながら一日目に古傷の膝を痛めてしまった

方、初日の夜に

高熱が出てイン

フルエンザと診

断されて個室で

過ごされた方が

いらっしゃいま

したが、ダイヤ

モンドスキー場

にある冬季のみ開設の診療所にお世話になり、山

を下りることなく過ごされました。

今年初めて利用したホテルは一ノ瀬ファミリー

スキー場のすぐ近く、24時間入れる風呂もあり、

親切な対応で気持ち良く過ごすことができました。

また来年会う約束をしながら、無事千葉まで戻る

ことができました。



①クラブ（チーム）名 全日本空手道剛柔会
拳剛会千葉

②代 表 者 永 井 恭 子

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）

全日本空手道剛柔会 拳剛会千葉
大人→12名
子供→40名
練習場所→習志野市立谷津小体育館

津田沼消防署
谷津コミュニティーセンター
谷津公民館

④クラブのアピール
拳剛会設立４０年ほどは日曜の週一程度の
稽古でしたが、ここ4～5年は 地域の合同稽古
や出稽古など
含め週5回の稽古を頑張っております。
自分の頭で考え、積極的に行動できる人間を

目標にしております。
空手道以外の事でも、指導者は必要な事、絶対しては
いけない事など噛み砕いて説明し、それをベースに子ども
達が様々なア
イディアを出し
合い失敗を
恐れず実行
してもらうよう
にしています。

クラブ紹介

全日本空手道剛柔会

拳剛会千葉

空 手

3月17日（日）１３：００から千葉県総合運

動場（天台スポーツセンター）宿泊研修所2階第

3研修所において、第47回総会を開催いたしま

す。

2018年度の運動の総括や2019年度に向け

ての方針などをみんなで討議します。

各協議会から選出された代議員、理事、常任

理事などが参加しますが、一般のクラブ員の皆

さんも参加できます。

興味のある方は連盟事務所までご連絡くださ

い。

また、議案書等の配布物の希望も合わせてご

連絡ください

連絡先 043(287)7353

新日本スポーツ連盟千葉県連盟総会は３月１７日開催です



館山道市原パーキングを過ぎたあたりから粉

雪が舞い始め、生憎の空模様のなかの館山城公

園散策となりました。参加者１１名。

先月の例会初参加のAさん、ほとんど歩けな

かったことを反省し、ウオーキングの練習に励

んで今回に臨みました。自信が付きウォーキン

グ協議会に加入しました。

まずは標高６８．５ｍの館山城に向かって

「椿の径」の坂道を登り梅園に。頂上にある公園

の魅力は「梅園」に併設した「万葉の径」であ

る。ここでは、万葉の人々が、どのよ うな暮

らしをしてどのような草花に心を通わせていた

かを植物100種が和歌と共に紹介されています。

万葉集に登場

する植物はおよ

そ１６０種類で

すから充実した

散策路と言えま

す。

表示札の一つ

に山上憶良の「萩の花尾花葛花なでしこの花

をみなえしまた藤袴朝顔の花」があり万葉の人々

が愛でた秋の七草に思いをはせることができま

した。

梅園の梅を鑑賞した後館山城へ。

館山城は東京湾が眼下に広がり、遠くには富

士山の姿を望む市民には人気のある公

園です。

館山城は1580年（天正8年）、里見義頼によっ

て築城。

里見氏は三浦半島から東京湾を船で安房国に

渡り、房州白浜の野島崎に着き、房総里見氏の

活動が始まります。

戦国時代には千葉氏と房総を二分して勢力を

競いました。

大名にまで

のし上がった

里見氏だが、

江戸時代、東

京湾入口を押

さえることが

できる力に脅

威を感じた幕

府は国替えをさせ没落させました。

なお、帰りに車中から見た「鶴ケ谷八幡宮」

は里見氏歴代の鎌倉に進出したいという目標に

よって造られ、

鎌倉の「鶴岡八

幡宮」を模した

神社である。

（日野正生・記）

ウォーキング協議会２月例会

春の花々を愛でながら ～館山城公園 散



「若い力は、すばらしい」

千葉県テニス協議会の歴史には、いろいろなこと

がありました。

ここ数年、協議会を運営している委員会には、

「前向きさ」を感じます。

「いつも会員･選手は,どう思うだろうか」を考えて

いるからだと考えます。

運営委員会に若手（50代）が２名入ってくれた

ことが大きな要因です。何かがあると会員･選手の

意見を聞こうとアンケート活動が多くなりました。

若手の委員は、自分も大会に出場し、参加者の立場

からの意見を提供してくれます。

当たり前のようですが、「選手･参加者が主人公!!」

のスポーツ連盟には、このことは大切です。

運営委員会のメンバーには、仕事やテニス活動、

病院通いでの多忙、しかもいつの間にか高齢者、住

居方面がバラバラで遠いなどの困難なことがたくさ

んあります。

年６回程度の運営委員会でも全員が集まれるには

大変な事で「運営委員長」の悩みのタネです。現役

選手で若手が運営に携わってくれることは、大きな

エネルギーとなっています。

テニス協議会の課題のひとつに、「会員の増加」

があります。昨年の12月と今年の1月にかけてうれ

しいことがありました。

若手委員たちの意見で、「この冬の団体戦は３チー

ム（従来）による対抗戦ではなく、２チームにしよ

う」と提案されました。なんと、申込みチームが殺

到し、会員優先の規定により、出場できないチーム

が続出しました。

「大会に参加できるように会員になろう」と、こ

の２ヶ月で従来の会員数の倍近くになりました。

３チームは作りにくいけれども、２チームなら参

加しやすいというテニス愛好者たちの希望に添った

大会案となったわけです。

千葉県テニス協議会は、有能な人による運営では

ありません。いつも討議は前へ進んで戻ったり。ケ

ンカしたりボヤイたり。それでも若い人を迎える事

ができ、よく生まれてくる問題や困難に対処してい

ます。

千葉県テニス協議会副理事長

冨田登喜子（77歳）

今期最後の理事会が2月22日（金）千葉市・穴川コニュ

ニティセンター講習室で理事13名と顧問1名の参加で開

催されました。

今回の理事会は昨年11月30日以後の各協議会の主な活動

報告と3月17日開催の県連盟総会に向けての議案の討議

と代議員確保の確認でした。 主な活動としては

ランニング 検見川クロカン大会報告と千葉・青葉の

森リレーマラソンの取組状況

ﾐｯｸｽﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 初めての柏中央体育館での新春ミックス

バレーボール大会の成功。

ウォーキング 東金古道・館山城公園などの月例ウォー

キングの様子。

卓球 千葉・花島体育館での加盟杯大会・冬季

卓球大会が盛況。

テニス 県総合SCをメイン会場となった鈴木杯テ

ニス大会・新春テニス大会・なのはなテ

ニス大会を開催・

サッカー 青葉の森・稲毛海浜競技場を使用しての

リーグ戦が進行中

スキー 2月8日～11日 59名の参加で志賀高原で

のスキー祭典が終了。

特にテニス・スキーで昨年を上回る参加者があったこ

とが報告されました。

県連盟総会に向けての討議としては

総会議案書ではスポーツを巡る情勢・18年度活動総括・

19年度活動方針が原案を基に話し会われました。

情勢では不祥事が頻発した一因として日本を代表する

選手がいろいろな圧力の中でも自分の意見を出し始めて

いるのではないか。

活動総括の中ではHP等の活用が少しずつでも前進し始

めて来たこと。活動方針の中では実際にスポーツを行っ

ている愛好者の声をもっと反映するための方策を考えな

ければならないのではないか。そのための方策として県

連盟と各協議会を結ぶ連絡会・懇談会を新設してはどう

か等の議論が出されました。

代議員確保については20名の代議員数に対して17名に

留まっている事から代議員報告締切日の3月2日まで引き

続き努力する事が確認されました。

なお一般会計・ひろば誌会計・特別基金会計も同時に

報告されました。

2020年に創立50周年を迎える県連盟の行事企画等を検

討することが提案されました

文責 金子泰夫

常任理事会報告


