
新型コロナウイルス感染症の拡大、緊急事

態宣言の予想もあって、当初3月20日（金・

祝）千葉県スポーツ科学センター・研修棟で

開催予定の新日本スポーツ連盟千葉県連盟

（以下「県連盟」という）第４８回定期総会に

ついては、これを中止としました。

昨年末、中国・武漢市で発生が確認された

新型コロナウイルスがじわじわとその影響を

広げ、年明けの1月にはクルーズ船・ダイヤ

モンドプリンセス号の乗客から、そして国内

各地でウイルス感染者が次々に見つかりまし

た。

その後、アジアは言うに及ばずヨーロッパ・

アメリカを含む全世界に広がり、日本国内で

は小・中・高の一斉休業、イベント中止・延

期が相次ぎました。ついに3月上旬、ＷＨＯ

はパンデミック宣言を行い、未だ終わりが見

えない状況が続いています。

この時期、県連盟は過ぎし一年の活動を総

括し、向こう一年間の活動方針等を話し合う

定期総会を予定していたのですが、多くの代

議員や理事に皆さんが、限られた空間となる

会議室に長時間留まることから感染が広がる

おそれがあると判断し、2月20日（木）の常

任理事会で一旦中止・延期の判断を行いまし

た。

当初は、既に各協議会・県連盟としての活

動は年度末・新年度を迎え実質的には活動を

開始しており、これを止める訳にはいかない

ことから、苦肉の策としてウイークデーのし

かも夜の時間帯で総会を開催する予定でした。

本来はじっくりと代議員の皆さんと議論を

深め総括・方針を確認することが求められま

すが、県連盟では少しでも会員の皆さんの健

康を重視し、かつ効率的に進めるべく事前に

議案書を代議員諸氏のお手元に届けることと

致しました。

議決につきましては、書面による議決とい

たしました。

代議員の皆さんは、議決案が到着しました

ら、内容を熟読の上、議決については書面で

お返しください。

会員の皆さんには、ＨＰ・機関紙上で議案

の一部を公表していく予定です。

代議員のお手元に届ける資料は次の通りで

す。

１） 私たちを取り巻く情勢

２） 2019年度活動総括

３） 2019年度決算報告・監査報告

４） 2020年度活動方針

５） 2020年度予算案

６） 2020年度活動計画

７） 資料集

なお、今回の総会では役員改選も予定して

いましたので投票用紙も同封してあります。

投票用紙は事務局宛てにお届けいただけま

すようお願いいたします。
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2月22日（土）・23日（日）三重県津市の産業・ス

ポーツセンターにて第55回全国卓球選手権大会が開

催されました。

この体育館は女子レスリングで世界大会16連勝、

個人戦206連勝を記録し「霊長類最強女子」の異名を

もつ吉田沙保里選手の業績を称え通称「サオリーナ」

と呼ばれています。

吉田選手は三重県嬉野市出身との事。体育館入りロ

ビーには彼女の功績が沢山展示されていました。

私は会場となるスポーツセンターには初めて足を運

んだのですが、メインアリーナの床や観客席がゆった

りと広い事、そしてサブアリーナに何と！卓球台が2

4台も設置出来る事に驚きました。

前年の広島での一般大会に引き続き、年代別大会と

して全国から団体戦に男女360チーム、個人戦に同じ

く810名の選手が集いました。卓球台は合計75台を

使用。

千葉からは、男

子団体戦に30代

から70代まで５

チーム、女子団体

戦も推薦を含め5

チームが出場。

全国各地から選出されたチー

ムと戦いました。

男女とも団体戦は4チームのリーグ戦の後、決勝トー

ナメントとなります。リーグ戦を勝ち抜くのは容易な

事ではないのですが、男子30代で「TRF」、女子70

代で「みどり」が決勝トーナメントに進出。そして昨

年ベスト４の「花野井クラブ」が決勝戦で兵庫の

「Woody」を2対0で下し初優勝しました。

代表の井ノ口さんは「シードチームが敗退して初対

戦の相手が多かったのですが、1つも落とさず勝てて

良かったです。前日に有名店「しらかわ」でひつまぶ

しを食べて元気をつけたおかげです」と喜びを語って

いました。

千葉県卓球協議会の竹村会長を擁する「卓愛会」は

70代に出場。準優勝の東京「GLクラブ」に敗れ、惜

しくも決勝トーナメントに進出する事は出来なかった

ものの、大接戦と素晴らしい試合を展開しました。

翌日の個人戦は、新型コロナウイルス感染症拡大で

棄権する選手もありました。

私は80代L（80～84才）・H（85～）の進行係を行

いましたが、選手から「試合も然りですが病気との闘

いですね（笑）」とのコメント。

80Ｈで千葉県代表の永田冬彦さんが見事初優勝を

飾りました。

2020年度の一般大会は岡山県で、年代別は東京で

開催予定ですが、新型コロナウイルス感染症拡大で予

選会が出来るのかどうか、また本戦が出来るのか予断

を許さない情勢となりました。

（文責 金子泰夫）

卓球台７５台が
並ぶと圧巻の景色

竹村会長 吠える！

ひつまぶし効果？

花野井クラブ優勝!!



1943年（昭和18年）に北海道に生まれ

る。中・高・大と陸上競技部に所属。高

校時代は北海道代表として全国大会に出

場した経験もありました。

大学卒業後は、労働組合（日本 航空）

の書記として民主運動に参加。その後、

団地自治会専従職員として勤務。

退職後に四街道市千代田団地で松井ス

ポーツ店を開きました。

新日本スポーツ連盟には陸上競技大会

の役員（跳躍係）として協力して頂くと

ともに、会計監査として20年以上もご尽

力頂きました。

趣味はバイク、全国を駆け回ってこら

れたようです。

奥様が中学校の体育教員。

洋氏は奥様の教え子。

洋氏の日本人離れしたルックスに惚れ

てご夫婦になられたのではないかと思わ

れます。（合掌）

（文責 金子泰夫）

新日本スポーツ連盟事務局長 金子泰夫

一昨年、他県の方から「新日本スポーツ連盟

と政党との関係をはっきりさせないと卓球協議

会の設立は出来ませんよ。」と言われました。

ここで改めてスポーツ連盟と政党との関係を

述べてみたいと思います。

2013年８月の和食昭夫理事長（当時）はスポー

ツ連盟の基本的な考えとして理事会で次のよう

に述べています。（途中略）

１．スポーツ連盟は、だれもがスポーツを楽し

み、一人ひとりが多面的な能力をのばすこと

を目指し、活動する自主的で民主的なスポー

ツ団体である事。

２．スポーツ連盟は、スポーツ要求と政策は国

民のスポーツ要求に根ざしたもので国民的な

共同を推進することを自らの使命としている

事。

３．２０１１年に成立した「スポーツ基本法」

が謳っている「スポーツ権」は、スポーツ連

盟の掲げている「スポーツは万人の権利」を

記した内容と共有されたもので積極的に参加

していく事。

４．スポーツ連盟は、政党及び選挙については

構成員の思想・信条・政党支持の自由を最大

限保障するとともに特定の候補者や政党を支

持・推薦の決議は行わず強制しない。

とスポーツ団体であることをはっきりと述べ

ています。

WEBサイトには、しんぶん赤旗（2004年10月

30日付）に掲載されたものがアップされていま

す。

福島県の一読者からの「全国スポーツ祭典を

開催している新日本スポーツ連盟はどんな組織

ですか？」との問いに対して同党スポーツ委員

会の鳥井健次氏は 「日本共産党は、スポーツ

連盟のような自主的で民主的なスポーツ団体を

励まし、国会や地方でスポーツ予算を大幅に増

やし、スポーツの条件整備をすることなどに協

力・共同して取り組んでいます」 スポーツ連

盟とは協力・共同の関係ですと答えています。

私は「スポーツ連盟は共産党なの？」と問わ

れたとき、「スポーツ連盟はスポーツ団体です。」

「スポーツ連盟にはいろいろな考えの方の人

たちで構成されていて自民党支持者の方から共

産党支持者の方までいらっしゃいます」

「スポーツ連盟の役員の中にはスポーツ愛好

者の願いを実現しようと献身的に活動している

日本共産党支持者も多数いらっしゃいます」

等と答えるようにしています。

スポーツ連盟の活動を政治活動と同列に発言

する人は、私達の活動からスポーツ愛好者を意

図的に分断させようとする人たちの常とう手段

ではないかと考えています。

松井 洋氏を偲ぶ



SPORTS CALENDAR

４月 ５日（日） 野球協議会リーグ戦
ﾐｯｸｽﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協議会総会（予定）

４月１２日（日） 野球協議会リーグ戦
４月１７日（金） 月例ウォーキング（予定）

４月１９日（日） 野球協議会リーグ戦
４月２５日（土） 春のバレーボールフェスティバル

（予定）
４月２６日（日） 野球協議会リーグ戦

なのはなテニス大会
春のバレーボールフェスティバル

（予定）
県連盟理事会 ４月１６日（木）予定
県卓球協議会総会 ４月１８日（土）予定
県連盟総会 ４月３０日（木）予定

５月 ２日（土） シニアテニス大会・男子/壮年女子
５月 ３日（日） 祭典・ミックスバレーボール大会

（予定）
野球協議会リーグ戦

５月 ５日（火・祝）混合D3ペアテニス大会
５月 ６日（水・休）男女別２ﾍﾟｱﾁｰﾑ対抗テニス大会
５月１０日（日） 春季卓球大会（中止）

野球協議会リーグ戦
５月１６日（土） シニアテニス大会・女子/壮年男子
５月１７日（日） 野球協議会リーグ戦
５月２３日（土） なのはなテニス大会
５月２４日（日） なのはなテニス大会
５月２４日（日） 青葉の森リレーマラソン（予定）

野球協議会リーグ戦
５月３０日（土） なのはなテニス大会
５月３１日（日） 野球協議会リーグ戦

４月 5月

昨年末に中国・武漢市で発生した新型コロナウイ
ルス感染症の拡大による被害を食い止めるために、
今日本のプロ野球・大相撲・サッカー・ゴルフ等のプ
ロスポーツ界を始め高校野球等のアマチュアスポー
ツ界でも観客を入れない「無観客試合」が行われて
います。（高校野球については後日中止に）
無観客試合では、主催者にとっては入場料を得
られなくなる、観客にとっては現地で試合が見られな
くなる、プレーする選手にとっては声援が全くないこと
からモチベーションを上げられないというようなマイナ
スの影響がとても大きくなります。
無観客試合で一番多いケースは、観客のトラブル
などを原因とする規制措置や制裁であり、多くのス
ポーツで試合主催者となるチームや観客に対しての
罰則とされていました。例えば、2006年FIFAワール
ドカップアジア地区予選、日本対北朝鮮戦、2014
年J1リーグ、浦和レッズ対サガン鳥栖戦で、サポー
ターによる「JAPANESE ONLY」という「浦和レッズ
差別横断幕事件」等々サッカー界では多く適用さ
れた事例があります。
この他にも東日本大震災等の天変地異の際に
無観客試合となったケースもありますが、いずれもそ
の期間は限定的でした。

たまたまテレビで大相撲の中継を見ていたところ、
画面には力士・審判・報道陣等の関係者のみが、
そして土俵を取り囲む観客席は全くの無人の席が
目に飛び込んできました。
一種異様な雰囲気でしたが、行司・呼び出しの
土俵上で響き渡る声、力士達の立ち会い、体同
士がぶつかる音、勝負がついた後の静寂さ、今まで
のテレビ中継では必ず観客の声が飛び交い、金星
を挙げようものなら座布団が舞ったものですが、それ
も無。 ある意味新鮮な感覚を受けましたが、やは
り観客の声援が飛び交い、それに力士が呼応する
アウンの呼吸が欲しいと感じました。
今回のように先が見えない中でいつまでこんな状
況が続くのか？その煽りを受けて市民スポーツまで
が自粛ばかりでは息が詰まってしまいます。
安倍首相は「私が全責任を負う」と大見得を切っ
て「コロナ対策」を次々に発表していますが、「やって
る感」だけ。
スポーツが持つ力をもっと利用すべきと思うのは筆
者だけでしょうか？
早く普通にスポーツができる環
境に戻って欲しいですね！

2020年3月9日

無観客試合
新型コロナウイルス感染症で苦肉の策？


