
2019年末中国・武

漢市で発生した新型

コロナウイルス感染

症が瞬く間に全世界

に広がり、連日マス

コミで報じられる感

染者数・死者数は膨

大な数に上り、まさにパンデミックの様相を

呈しています。（5月27日現在世界での感染者

数560万人）

日本でも感染拡大を防ぐ為に大人数が集ま

る会議やイベントの中止・自粛・延期が多く

なり、4月7日の「緊急事態宣言」が発出され

て以降、それまで曲りなりにも利用できてい

た体育館等の公共スポーツ施設の閉鎖が相次

ぎ、予定していた大会が軒並み中止となる事

態となりました。

国民の命と財産を守るべき日本政府は「東

京オリンピック・パラリンピック開催ありき」

という態度に終始し、緊急事態に対応するこ

となく事態を悪化させたという批判もありま

す。

オリパラの1年延期。野球・サッカー等の

プロスポーツ界は未だ開幕に至っていません、

長い歴史を持つ高校野球も春・夏との大会と

も中止。

学生スポーツ界もインターハイを始め各種

大会が中止となりました。少なくとも今年の

夏まではこの様な状況が続く見込みです。

私達が活動している千葉県も緊急事態宣言

の最重要地域に指定され、宣言が発出されて

一か月後に行われた5月4日の宣言見直し時期

も解除とはならず、東京・神奈川・埼玉と同

様に特定地域とされ、引き続き公共スポーツ

施設は閉鎖される状況が続いています。5月

末頃には多少変化があることを期待している

のですが・・

当初3月20日に予定していました県連盟総

会も延期した日程でも会場利用が出来ず、初

の試み「書面議決」を選択せざるを得なくな

りました。

更に、通常であれば総会当日に理事長を理

事互選で行っていたのですが、それも後日の

「書面議決」となり、当初予定から2カ月遅れ

で前期に引き続き私・園川が理事長を拝命す

る運びとなりました。改めてよろしくお願い

します。

現時点ではワクチンも開発されておらず、

通常の生活に戻れる時期は未確定、いわゆる

3密を防ぐために「ステイホーム」政策がま

だまだ続く気配ですが、このような閉塞感を

打破できるのはスポ―ツの持つ底力ではない

でしょうか！

今後は否が応でも新型コロナと共生するこ

とに合わせた新しいスポーツライフスタイル

が私たちの運動にも求められることになりま

す。

皆さんの力をお借りしてスポーツ連盟とし

ての新しい姿をあげたいと思います。

新日本スポーツ連盟千葉県連盟

5月27日執筆 理事長 園川 峰紀
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緊急事態宣言解除から３日後の５月２８日（木）

スポーツ連盟事務所で、県連盟総会後初めての

常任理事会が、園川理事長の司会で進められま

した。

【確認事項】

総会議案書面議決の結果と理事信任投票の結

果を確認しました。 また年間の会議日程の確

認も行いました。常任理事会は第三木曜日、理

事会は６月、11月、翌年２月の年間３回の開催

となります。

【報告事項】

3月１１日から５月２８日まで、すべての種目

の大会を相次ぎ中止とし、スポーツ愛好者にとっ

ては辛い２か月間となりました。

種目協議会の総会・運営委員会も開催出来ず、

活動が停止してしまいました。

6月からテニス・野球など屋外競技種目から順

次再開する見通しです。

【討議事項】

今回の常任理事会の一番の課題はコロナ禍に

よる予算案の見直しでした。

収入の部については加盟クラブの減少・大会

からの事務所維持費の減少・事務支援費の減少

により当初予算より１２５万円減額が予想され

るとの試算から、支出の部の備品維持費・活動

費（人件費）・印刷費などをどの程度減額出来る

かを検討しました。

今年度は財政状況の緊急事態という事で募金

に頼らざるを得ない状況となります。

補正予算案については6月の理事会で提案する

ことになりました。

次に今年の全国スポーツ祭典が中止になった

事から後援して貰った各自治体への通知を急ぐ

こと、確保した会場を利用するのかしないのか

の判断も迫られている事を確認しました。

この他５０周年記念行事の進捗状況・「Ｓｐｏ

ｒｔｓＮｅｔちば」の編集について討議しまし

た。

【その他】

テレビ会議の導入、それに対応するためのパ

ソコン購入などについて話し合われました。

常任理事会報告

新型コロナウイルス感染症拡大と

スポーツの平等性を想う

昨年末に中国武漢から発生した新型コロナ

ウイルス感染症拡大は日本のみならず世界中

に蔓延。５月２７日現在世界中の感染者５６

０万人、死者３５万人を数えるまでになりま

した。

イタリア・スペインに続き当初から大きな

被害が襲うだろうと予想されていたアメリカ

は、大統領の「暖かくなればウイルスは奇跡

のように消える」との根拠のない楽観論もあ

り、あっという間に感染者数と死者が世界最

悪となってしまいました。

中でも深刻なのはアフリカ系住民や社会的

弱者や貧困層の人々と言われています。

首都ワシントンでは人口の４６％を占める

黒人が新型コロナの死者の８割を、イリノイ

州では人口の１５％のアフリカ系住民が死者

の４３％などなど。弱者や貧困層は感染リス

クが高いのです。

貧困からくる栄養に問題を抱える人、糖尿

病などの基礎疾患を抱える人、医療保険が無

いため病院に行けない人の多くが死者を急増

させている原因と言われています。

日本でも以前にも増して格差社会の広がり

が大きな社会問題となっています。

経済効果のみが優先され、公共の福祉が隅っ

こに追いやられているアベノミクスと言われ

る経済政策（７年半にも及ぶ）の中での新型

コロナウイルス感染症拡大は、今の日本社会

全体を見直す契機とならなければなりません。

スポーツは現実の社会ではどのような不公

平や差別があろうともプレーそのものを巡っ

ては対等・平等です。「スポーツのルールの発

展には対等・平等性の一層の実質化に努めて

きた歴史があります。

競技によっては重量性が採用されたりハン

ディキャップ制が採用されたりしたのは対等・

平等性の実質化を求めてきたに他ならない」

（スポーツと民主主義・城丸章夫著）

自国第一主義で排他的な発言を繰り返すト

ランプ大統領、コロナ禍で苦慮している国々

を尻目に軍事演習を繰り返し世界覇権を虎視

眈々と狙っている習近平政権。

新型コロナウイルス感染症拡大の中で、ス

ポーツ文化のもつ人々の対等・平等制の大切

さ、平和な国家そして民主主義国家の必要性

を改めて想う次第です。

（文責 金子泰夫）



①クラブ（チーム）名 スノーバレー
②代 表 者 鳴 海 定 光
③チームの連絡先 新日本スポーツ連盟千葉県連盟
（連絡希望の方は↓まで）
メールアドレス njsf1970chiba@gmail.com

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）

「船橋スキーを楽しむ会」から発展して「スノーバレー」
となりました。
2012年に3人が中心になり「船橋で愛好会を作りスキー
を楽しみましょう」と準備したところ、十数名の方が会に参
加していただきました。
この輪がさらに大きくなることを願って、全国スキー協に
加盟、千葉スキー協議会を再開することができました。
このことで、全国レベルの技術と活動、交流が千葉でで
きる。
今までよりも深くスキー理論を学べるなど身近にスキー
協があることはスキーを楽しむ人々にとって、とても頼もしく
思えることではないでしょうか。
クラブ名を決める総会の時はいくつか案はありましたが却
下され「真っ白な雪の谷間に舞い込んでスキーを楽しもう」
といことで「スノーバレー」と名付けました。

現在９名の会員、高齢化であと何年保つか気がかり
なところもありますが、高齢になっても技術は伸びることを
確信しながらスキーを楽しんでいます。
また、交流を通じてお互いの健康術を伝授し合う中で

「健康維持のため水泳をやっている。８０歳で地球一周
をめざし毎朝柔軟体操を欠かさず行い、体調を確認して
いる。」という会員も。それを聞いた仲間が目標を持って
生きるって、すごく周りを元気にするんだと、感心しきりでし
た。 いくつになっても仲間から元気をもらい充実した人生
を歩みたいものです。
⑤クラブのアピール
年間行事が少ないのではないかと思っています。
現在は秋のハイキング、１月最終日曜日～火曜日の
舞子スキーツアーのみですが、もっときめ細やかに企画で
きたら良いなと思っています。
ただ、他のクラブに加盟している会員もいる関係で、そち
らの行事とバッティングする事が多いため、日程等企画を
調整していく必要を感じています。
このコロナウィルスではあらゆる活動がストップしたままで、
収束の兆しがいっこうに見えません。どうかこの危機を無
事乗り切ってシーズンを迎えたいと思います。
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）
スポーツ連盟にいろいろなスポーツ種目があることを意
外と知られていないのではないでしょうか。
卓球、テニス、スキーなど会員の紹介で増えていくのは
わかるのですが、一般の人はどうしたら参加していけるの
かわからないので、１年に何度か新聞折込などで「スポー
ツは楽しいよ。一人で以内でここに来て」と宣伝をし、存
在感を示すことも大事でしょうか。

クラブ紹介
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本来であれば3月20日にはセ・パ両リーグとも
「開幕プレーボール！」となり、開幕後1カ月余りが
経過した今、ゴールデンウイークを前にして「今年
の交流戦はどのチームが上位に来るか・・」なんて
いう話で盛り上げっていたはずですが・・・
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、一度
ならず、2度も3度も開幕日が変更となり、6月中
旬からどうやら開幕となる模様です。しかしながら
試合形式は開幕しても大相撲でも行われた「無
観客」で行われることとなります。試合数も交流
戦中止となり140試合が120試合前後に、場合
によってはオールスターも、CS（クライマックスシリー
ズ）も中止とのこと。
無観客試合は米・大リーグでも行われる可能性
があると報道されていますが、現在唯一行われて
いる無観客方式で台湾プロ野球ではユニークな
方法が取られています。
当初コロナ感染拡大を防ぐ為に開幕日を2回

延期。開幕してもファンには球場に近寄らないよう
に呼びかけて4月上旬にシーズンイン。開幕2週

間を経過し順調に試合を消化していると言います。
今年から台湾プロ野球に参戦している「楽天モ
ンキーズ」は来場できないファンに代わってマネキン
やヒト型ロボットの応援団を客席に配置する等工
夫。
球団はツイッターで中継、海外の野球ファンから
反響も大きく他の球団も同様に追随。海外のテ
レビ局とも放映権に関して交渉を始めています。
今年のプロ野球は何といっても球速160キロ超
の球を投げる佐々木朗希投手（ロッテ）や甲子
園を沸かした奥川投手（石川星稜高校☞ヤク
ルト）といった楽しみな選手の活躍を早くこの目
で見てみたいというファンも多いと思います。
かなりイレギュラーなシーズンとはなりますが無観
客試合でも台湾プロ野球のように工夫を凝らして
いけばきっと楽しい野球が戻っ
てくるでしょう！
早くそんな試合を見て観た

いですね。。
（原稿執筆 4月30日）

今年のプロ野球は無観客試合！？

～～開幕が遅れ、交流試合もなく、試合数も減る～～

６月 ７日（日） 祭典・卓球大会・ダブルス戦（中止）
野球協議会 リーグ戦

１４日（日） なのはなテニス大会・男子ダブルス
野球協議会 リーグ戦

２１日（日） 野球協議会 リーグ戦
２８日（日） なのはなテニス大会・チーム対抗戦

サッカー協議会交流戦
野球協議会 リーグ戦

テニス協運営委員会 ６月 ６日（土）
卓球協運営委員会 ６月 ７日（日）
ランニング協運営委員会 ６月１２日（金）
第１回県連盟理事会 ６月２６日（金）

７月 ４日（土） 祭典・テニス大会・混合ダブルス
５日（日） 祭典・テニス大会・男子シングルス

関東ブロックバレーボール大会（中止）
野球協議会 リーグ戦
サッカー協議会交流戦

１２日（日） 野球協議会 リーグ戦
関東ブロックバレーボール大会（中止）

１８日（土） 祭典・テニス大会・男女ダブルス
１９日（日） 反核・平和マラソン

野球協議会 リーグ戦
２３日（木） 野球協議会 リーグ戦

祭典・テニス大会・シニア男女ダブルス
２４日（金） 祭典・テニス大会・女子シングルス
２６日（日） 野球協議会 リーグ戦

第９回全国理事会 ７月５日（日）

６月 ７月
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