
創立50周年の年にあたり
大いなる飛躍を図ろう！

新日本スポーツ連盟

千葉県連盟

理事長 園川 峰紀

1970年（昭和45年）11月7日に県連盟創設以

来50周年を迎える今年はいつになく改まった気持

ちで新しい年を迎えました。県連盟会員の皆さん

に2020年の新年のご挨拶をお届けします。

創立以来千葉市内で何か所か引っ越しを繰り返

し転々とした連盟事務所が、現在の事務所（穴川）

に居を構えた1987年（昭和62年）からは活動の

拠点が確立、専従の事務局員が常駐してからは着

実な発展を遂げました。

この50年を振り返りますと、県連盟活動の中心

となっている県スポーツ祭典は、今年で56回目を

迎えます。

創立年数と回数が違うのは1965年（昭和40年）

当時、労組青年部や学生が中心となり陸上・卓球

など5種目を行った青年スポーツ祭典が第1回県連

盟スポーツ祭典として開催されているからです。

その後1970年に連盟が創立してからスポーツ

祭典運動が活発になり開催年によっては実施でき

なかった種目もあり紆余曲折がありましたが順調

に回数を重ね今年５６回目の祭典を迎えることと

なった次第です。

発足当時は、今では考えられない剣道やラグビー・

すもう等もあったと言います。それが現在では陸

上・野球・バレーボール・ミックスバレー・卓球・

テニス・クロスカントリー・空手・スキー等合計

11種目4500名余のスポーツ愛好者が集う県内で

も有数のスポーツ団体へと成長しています。

これは全国に広がる各都道府県連盟と比較して

も活発な活動を行っている団体の一つと言えます。

協議会も発足当時はほぼゼロの状況でしたが、

今では野球・テニス・ランニング・卓球・ミック

スバレーボール・スキー・ウオーキング・空手・

サッカー・バレーボール等10種目の競技で日常的

に活発に活動しています。

その他にも恒常的な連盟活動として夏の反核平

和マラソン。連盟最大イベント青葉の森・リレー

マラソン。スポーツ権を謳ったスポーツ基本法の

具体的行動として千葉県・千葉市へのスポーツ要

求・交渉等の取組を行っています。

しかしながら、ここ数年スポーツを取り巻く環

境も激変しています。長時間労働の恒常化、非正

規労働者の増加、公共スポーツ施設の老朽化・減

少化等を考えますと私たちが長年訴えてきた「い

つでも、どこでも、だれでもスポーツを！」の重

要性が益々大きくなってくることを肌で感じます。

今年はオリンピック・パラリンピック開催の年

でもありスポーツに対する関心が国民・県民・市

民の中にも高まっています。

県連盟創立50周年を機に、過去の教訓を学び現

状を自覚し未来に向けて大いなる県連盟の飛躍を

はかりスポーツの楽しさを広めていきましょう！
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卓球協議会はジングルベルの音があちこちの店

舗で聞かれる年の瀬、１２月１５日（日）今まで

の「加盟杯大会」改め「新スポフェス卓球大会」

を千葉公園体育館で開催しました。

３人または４人の３ダブルス大会は男子の皆さ

んには珍しいのか、いつもは女子チームの参加が

圧倒的に多いのですが、今回は男子が３８チーム

と比較的多い大会となりました。全体では８３チー

ムでした。

スポーツ祭典の団

体戦・個人戦・ダブ

ルス戦そして初・中

級ペアマッチ大会と

続いた事から新しい

チームや市原・君津

からの参加チームが増加。

当初順位トーナメントも考えていたのですが、

応募チーム多数の為リーグ戦のみとしました。

加盟杯に準じて、参加チームへのお礼の意味を

込めて参加チーム全員に賞品を出すことにしまし

た。ちなみに１位はグルメ券 ２位は靴下 ３位

は卓球試合球 ４位はゼッケンピン 5位（リー

グによっては６位）サイドテープ。

参加チームは高校生から大学生・学生OBそし

てベテランまで各年代の参加者で公園体育館は溢

れんばかりでした。

試合内容も各リーグとも接戦。女子ではBラン

ク第3ブロックとCランク第１ブロックで２チーム

の勝敗が同じで対戦相手との勝負で順位が決定。

男子ではBランク第２ブロックで３チームの勝

敗が同じで得失ゲーム数でも２チームが同じ、ポ

イント数の合計で「ぴんぽんずC」が「真砂サン

デーB」に０．０５のポイント差で勝ち、Cランク

第１ブロックでも３チームの勝敗が３勝１敗で同

じ、「のんのん」が７ゲームの勝ち点で１位になっ

たのに続き、「茂原クラブ」が０．１２ポイント

の差で「小池家」に競り勝ち２位となりました。

参加チームからは

「大会の雰囲気が良く、大変楽しく試合が出来ま

した。大会賞品が全チームに頂け次の励みになり

ます」（フルールB）

「沢山の方々が参加していてとても活気のある大

会だと思います。卓球だけでなくみなさん気さく

な方が多く楽しくやらせて貰いました」（JRE千葉）

「今まで負け続けていたチームにリベンジする事

が出来ました。スポーツ連盟は運営が上手だから

楽しい一日になりました」（卓栄会）

とお褒めのコメントも

頂きました。

（金子泰夫）

女子 A１甘茶クラブ

女子 B１フリーダムA

女子 B３ フルール

男子 C ２ JRE千葉

男子 C 3小池家

男子 B 2 んごおー



今回で7回目となる千葉県（教育庁体育課）への

要請行動を11月29日（金）午後、園川理事長・金

子事務局長・佐々木事務局次長の3名の参加で行い

ました。

冒頭、民主団体や各地の大会等で集約した「スポー

ツ予算増額などの要請署名」６３９筆とともにスポー

ツ連盟機関紙「スポーツのひろば11月号・12月号」・

県連盟機関紙「「Sports Net ちば10月号・11月号」

を手渡し、さっそく今年の秋、千葉県を襲った台風

により使用不能となった「体育館」「軟式野球場」

の現状について確認したところ、対応者が被害を示

す写真を提示しながら

・体育館の被害は屋上設置の避雷針が強風で飛ばさ

れ、その残骸が屋根を転がり落ちながら軟式野球

場方面に吹き飛んだことにより屋根部分などが破

損。

・軟式野球場は防護ネットの一部が体育館から飛来

した屋根部分残骸により破損。

グランド内の残骸はすべて撤去されており、若干

修理が必要な個所はあるが年度内には利用可能な

状態である。

・体育館は施設の内外とも被害の程度を確認するた

めに足場を組んでの調査を年度内に行う予定であ

る。

・調査が判明した時点でどのように改修作業を進め

るか検討したい。全面改修になるか部分改修にな

るのか調査が終了しないとわからない

以上のような回答でした。

体育館はすでに建てられてから50年を超える老

朽建築物ですが、バレーボール・バドミントン・卓

球など各種の大会で頻繁に利用されている公共スポー

ツ施設でもあり早急な復旧を望む声が大きいこと、

併せてHPにも利用者へ丁寧な案内が不可欠である

旨を伝えました。

応対した担当者からは「指定管理者に伝えておく」

との回答がありましたが、被害の度合いを調べる調

査の実施開始が年度内であるとの回答から、来年度

の利用も難しくなることが予想され、元の状態に戻

るには相当な費用や時間がかかることが容易に想像

されることからも今回の被害の甚大さを改めて感じ

ました。

その他、総合スポーツセンター施設である「庭球

場」「野球場」「陸上競技場」「ラグビー・サッカー

場」などについて要請を行いました。

いずれも「指定管理者に伝えておく」旨の回答に

終始。

昨年喫緊の課題との認識を示されていた「庭球場

管理棟改修」についても、現状手つかずの状態で改

修が進んでいないこと、改修工事が進んでいる野球

場・陸上競技場は来年度（2020年度）期間は限定

されるものの使用可能となることが判明しました。

今回の要請は時間も30分程度と短く、前進した

回答がなかったものの、応対していただいた窓口の

態度もフレンドリーで終始和やかな中での要請でし

た。

今後とも粘り強く要請を重ねていく必要性を感じ

た次第です。

（園川 記）



12月19日（木）連盟事務所にて第10回常任理事会を開

催しました。

主な活動報告（大会・講習会）

ランニング リレーマラソンの準備を進めている

ウォーキング 豪雨等の為中止が続いている

卓球 これまでの加盟杯ではなく、OPENの大

会（新スポフェスタ）を開催。

幅広い地域から参加があった。

参加者からもいろいろな人と出来て楽し

かったという感想がでていた。

スキー 千葉県スキー祭典の応募開始。

現在のところ 30名程度

ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 昨年400名が日程変更等の影響もあり、

133名に、委託会社を止め、神奈川県

連盟のシステムで運営、節約に努める。

主な討議・決定事項

組織・財政関係

対県･対市交渉の結果、多くのスポーツ施設が台風等

の被害のため使えない状況が改めて浮き彫りに、早期

の復旧を求めつつ、連盟大会の会場確保の必要性が浮

き彫りに。

各種目別協議会との懇談

１２月２０日（金）ウォーキング協議会と（園川、佐々木）

餅つきとつきたての餅をほおばりながら、終始和やかな

雰囲気で。

1月19日（日）空手協議会とを予定

財政について ぎりぎりの予算で事業を運営中

冬季募金は10万を超えるものの、年度目

標までは到達できていない。引き続きお願

いしていく。

ひろば誌郵送料について

11月29日の第2回理事会で合意を得られたことから、

来年度（4月）から100円引き上げる。

3,700円→3,800円

読者宛の文書を早急に作成する。

組織・運営関係

○県連盟50周年記念行事について ２０２０年１１月

１４日（土）穴川ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰを第一候補に、対市交渉

のテーブルに載せて好感触を得た。

○全国連盟の理事会、評議会の代議員選出

次年度役員は次回以降に協議

○全国スポーツ祭典関係

・ミックスバレーボールの宿泊先の確保

・野球とテニスの会場の要請があり、該当協議会が会

場確保に奔走中

○福島長崎1,500Km反核平和マラソン

小山市役所から夢の島までを埼玉、千葉で担当する

1月16日（木）に園川、金子、佐々木で下見

ランニング生活から
ウォーキング生活へ

６５歳で退職して５年。ついに７０歳という年に

なってしまった。

退職したら時間もあるし、十分に練習をつんで自

己記録を更新しよう、などと考えていたはずだった

が。

当初は、近くのスポーツジムに再入会して筋トレ、

ランニングマシーンで走るなどしていたはずが。

今は、国民救援会という、元ボクサーの袴田事件

など再審えん罪事件支援、人権と民主主義を守る団

体の千葉県本部の事務局長という、ボランティア活

動をするはめになって３年。

そんなことで、時間がとれない、年をとると外の

寒さがつらい、などと言い訳をして、今では、年に

２、３回の１０キロレースとスポーツ連盟の反核マ

ラソンで走る位の状況に陥ってしまった。

おかげで、ランニングの出身母体である「ランラ

ンラン」の仲間からも、多少不審の目で見られてい

るのが実情である。

しかし、なりゆきとと言うか、それならばという

か、徐々にウォーキングに軸足を移し、リュックに

スマホをしのばせて船橋の自宅から千葉市の事務所

の往復で、８０００歩、そのほかの用事などで合計

１５０００歩位という日常になってしまっている。

これで、千葉ランニングクラブの会長で、いいの

だろうか、などと疑問を持ちつつも、まあ、仕方な

いさ、と納得させている。

皆さん、ご理解ください。

ランニングクラブ会長 逸 見 眞 一

常任理事会報告



①クラブ（チーム）名 LIBERDADE CHIBA

②代 表 者 西 澤 幸 祐

③チームの連絡先 千葉県木更津市
（連絡希望の方は県連盟事務所まで）

HP https://www.liberdade-chiba.net
（一度訪問してください）

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）

各国代表やJクラブなどで活躍した吉岡大介氏を監督に
迎え、2020年千葉県社会人サッカー3部参入に向けて
本年より始動。
現時点ではセレクションなども行わず、同じ目標を持った
有志でチーム作りをしています。
練習は今期は火曜、金曜19時から21時の間で1時間
半、土日は不定期ですが、練習試合またはCSLAリーグ
に参戦。
選手は現在20名、まだまだ選手募集中です宜しくお願
いします。

⑤クラブのアピール
試合は勝負にこだわって戦うのは当然ですが、今期は

結果よりも、その時の自分たちの立ち位置をしっかり感じ
ながら、来年度のために準備をできたらと思っています。
全選手が募集で集まった選手のため、コミュニケーション
を取りながら、吉岡監督を中心に一緒にチーム作りができ
る環境だと思います。

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）
2020年にはジュニアユースチームも立ち上げ予定。
ジュニアユース、ジュニア年代の育成もクラブとして行なっ
ていければと思っています。
また10月26日にはオルカ鴨川FCさんと一緒に小学生を
対象とした無料スクール＆ゲーム会を開催します。
ぜひ、遊びに来てください。
（１０月２６日までの掲載が間に合いませんでした。ご
容赦ください。）

クラブ紹介

LIBERDADE
CHIBA

サッカー

クラブ紹介掲載を希望されるクラブは、６０

０字程度の原稿と写真３～４枚を新日本スポー

ツ連盟千葉県連盟事務所までメールに添付し

てお送りください。



SPORTS CALENDAR

１月 ５日（日） ミックスバレーボール新春大会
サッカー協議会リーグ戦

１月１２日（日） チーム対抗テニス大会
サッカー協議会リーグ戦

１月１７日（金） 月例ウォーキング･鋸南町

１月１８日（土） 新春チーム対抗テニス大会

１月１９日（日） サッカー協議会リーグ戦

１月２５日（土） 冬季卓球大会

１月２６日（日） チーム対抗テニス大会
サッカー協議会リーグ戦

２月 ８日（土） 春季テニス大会・男子S
スキー祭典 ～11日（火）

２月 ９日（日） サッカー協議会リーグ戦
２月１６日（日） シニアテニス大会・男子/壮年女子W

サッカー協議会リーグ戦

２月２０日（木） 卓球講習会

２月２１日（金） 月例ウォーキング
２月２３日（日） シニアテニス大会・女子/壮年男子W

サッカー協議会オープン大会
野球協議会審判講習会

２月２９日（土） 新春テニス大会・女子W

全国理事会 ２月 ８日（土）
全国評議員会 ２月 ９日（日）

全国卓球選手権大会 ２月２２日・２３日

1月 ２月

NHKで2019年に放映された大河ドラマ「いだてん」
はストーリーが目まぐるしく展開し、現代史を舞台に
したことや、テンポが速すぎてついていけない、視聴
率が上がらない等不評を被っていましたが、最終回
前に放映された「聖火」を巡るテーマでは平和を語
る上で「なるほど！」と共感させる内容が含まれてい
ました。
ドラマでは最終聖火ランナーは当初日本人で初め
てオリンピックに出場した「金栗四三」氏であったとい
います。しかし、同番組のもう一人の主人公1964
年東京大会の招致に奔走した「田畑 政治」氏が
語るには、広島に原爆が投下された8月6日に広島
で生まれたアトミック・ボーイ（原爆の子）と呼ばれ
た当時19歳の青年「坂井義則」氏が最適という。

同氏を最終ランナーにするのは原爆を落とした米国
の心証を悪くするとの大方の意見を退け「アメリカに
おもねって原爆への憎しみを口にしない者は世界平
和に背を向ける卑怯者だ」と田畑氏は一蹴。
聖火はオリンピック発症の地アテネから出発、先の

大戦で日本が侵略したアジア各国を回り沖縄に到
着。その後国内四つのルートを経て開会式前日に
東京に到着。最終走者坂井義則選手の手で聖
火台に点火されました。
アジア各国を通過したのも「先の大戦中日本がひ
どいこと、むごいことをしてきた」との思いがあったとい
います。
筆者も当時中学2年生、九州・熊本の地で聖火
が目の間を走るのを実際に記憶していますが、あの
聖火リレーの裏側にこんな話があったのか！と今更
ながら「オリンピックは平和の祭典である」との思いを
強くしました。
選手第一、政治の介入は許さない、国や人の為
でなく自分の為にやる等々、キャストが少々煩さす
ぎるきらいはありましたが、ドラマが訴える「オリンピック
はこうあるべき」との主張には共感できるものがありま
した。それにつけても後半年余りに迫っ
た2020東京オリンピックには平和の
メッセージがあまり感じられないのは
筆者だけでしょうか？

「いだてん」が伝えたものは・・・
～～～平和へのメッセージ～～～


