
今年5年ぶりに開催予定だった「福島～東

京～広島～長崎1800㎞反核平和マラソン」で

すが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響

で中止となりました。その代替イベントとし

て個人で走った距離を集計して1800㎞を走破

しようという「壮大な」企画が現在全国各地

で行われています。

期間は7月5日から8月9日（長崎原爆投下の

日）まで約1か月半。参加資格は問われませ

ん。走る場所も問いません。自宅周辺を自由

に走って頂きますとのこと。できれば今回の

企画の為特別に制作されたTシャツ（別掲写

真参照・1000円）を着て頂ければなお結構！

という訳で私もこのイベントに参加していま

す。

スタートは計画に合わせて7月5日。目標設

定はつつましく100㎞としました。走る時間

帯は概ねお昼の時間帯（11時～13時頃）とし

ました。膝の痛みもあり、夏のマラソンとい

うことも手伝い、以前のように10

㎞以上を走ることは難しいことから毎日の走

行距離を5㎞～8㎞に設定、キロ7分から8分の

ゆっくりペースで走ることしました。

案に相違して今年は長梅雨で雨模様が続い

たおかげで目標としていた100㎞を7月24日に

達成。新たに目標を150㎞に設定してぼちぼ

ちと走っています。

全国の仲間たちには、ウルトラマラソンが

趣味というランナーが42.195㎞を走ったとか

（一日ですよ！）10人のランナーで10㎞を走っ

た（足せば100㎞となります！）とか工夫を

凝らして取り組んでいることが報告されてい

ます。

全国連盟のホームページやFace book等で

掲載されていますので、詳細をご覧になりた

い方は是非チェックしてみてください。そし

て、この記事を見ているあなたも走ってみま

せんか？1800㎞の1㎞でも結構ですのでこぞっ

て参加して反核平和をアピールしましょう！
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７月16日（木）連盟事務所にて第3回常任理事会

を開催しました。

【スポーツのひろば読後感想】

コロナに負けないステイホームでのトレーニン

グ記事が面白かった。

事務局で把握していない千葉の読者がいる！

主な活動報告

・ZOOMでの会議が増えている。ＰＣを買い換えて

よかった。

・全国スポーツ祭典は中止になったが、種目別の

野球では祭典に代わる全国大会を千葉県で開催

・ひろば誌の誌代未納者に対して納入のお願い文

を発送

協議事項

・金子前事務局長の入院手術に伴う事務所の開所

時間について

月曜から水曜までは不在とせざるを得ない

対応は佐々木事務局長が在所する木曜以降

・スポーツ庁が所管し、日本スポーツ協会が窓口

となるスポーツ活動継続サポート事業補助金に

ついて、厳しい財政状況の中なんとか獲得した

い。

7月23日に全国連盟主催の補助金申請に向け

た講座が開催されるので、それを受けて検討

・夏季募金について

お願いの文書は送らせていただいた。財政上、

昨年度を上回る募金が必要

・SportsNetちば8月号掲載記事について

・各協議会の今後の大会等について

ウォーキング：8月は佐倉市方面に

テニス：引き続き参加者募集を

（みんなテニスをやりたがっている）

・50周年記念行事について

50周年記念式典（案）について検討

講演ではなくパネルディスカッションを

和太鼓の演奏も

・新しいＰＣ購入により、ZOOM会議等がスムーズ

に参加できるようになる

・ZOOMの時間人数制限等解除を検討

夏です。夏と言えば海。

実は中学高校時代は水泳部に入っていまし

て、それなりの記録を残しています。

水泳の良いところは、ライバルを誰に決め

てもいい。私は当時のオリンピック選手でし

た。ただフリースタイル100mでも15秒以上の

差がありましたが。

また、高校大学時代は毎年遠泳をしていま

した。

距離は2kmから5kmといろいろ。

ある年は2mを超えるうねりと10mの向かい風

の中で3時間泳いだこともあります。

50名の隊列の先頭で、50mはあろう一番うし

ろまで届くようにエーンヤコーラの声を出し

続けた。ゴール地点で岩場に手を付きいざ立

ち上がろうとしてもどうにもできない。そう

です、体が異常に重く感じたのです。はいは

い、若かかりし時の思い出ですね。

さて今年の夏、全国各地で海水浴場を開か

ないと決めました。

とても心配です。海水浴場を開かなくても、

海に入ることを禁止はできません。

遊泳可能区域をあらわすブイがない。だか

ら海岸から沖合い、どこまでが安全かわから

ない。

ライフセーバーが、監視員が極端に少ない。

沖に流されて助けを求めても、誰も気付い

てくれない。毎年海の事故は起きていますが

今年はどうなるのでしょう。

海の家の方々、ライフセーバーの方々の生

活も大変です。

でもいつも開いていた浜、いつも監視して

いた海で事故が起きてしまったら、どんなに

つらい思いをすることか。

これも自己責任という名でくくってしまうの

でしょうか。

本田 満（県連盟副理事長）

常任理事会報告



①クラブ（チーム）名 千葉ＺＥＬＶＡ（ゼルバ）
②代 表 者 吉川 明
③チームの連絡先 千葉県千葉市中央区

（連絡希望の方は県連盟事務所まで）
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）

チーム名の由来：チーム名のゼルバは、千葉市の市木
「けやき」の学名ゼルコバから名付けました。
また、現在名のローマ字表記に変えたのは、
一昨年にチームの役員が替わったのを期に、
心機一転、チームロゴにも使用している
「ＺＥＬＶＡ」に変更しました。

チームの特徴：千葉県及び近県より、Ｖリーガー（Ｖリー
グチームの選手）を目指して入部する選手
が大半です。

新日本ス
ポーツ連盟関
係では、第54
回秋のスポー
ツ祭典バレー
ボール千葉県
大会に参加し、
優勝をしました。

また、昨年はアマチュア大会の最高峰「全国実業団6
人制バレーボール大会」で準優勝を遂げました。

昨年10月に
ＶリーグＳ3ライ
センスを取得し、
今年の10月か
ら開催されるＶ
リーグにⅤ3のカ
テゴリーに参戦し
ます。

練習日程：毎週水曜日、土曜日19時～22時に千葉
市内で練習を行っています。
人数等：部員は、監督、コーチなどスタッフを含めて30
名です。

⑤クラブのアピール
千葉県を代表するＶリーグチームとして、Ｖ3リーグで上
位を目指して頑張って行く事とバレーボールを通してスポー
ツ振興に尽くしていきたいと思います。
この様なチームに賛同し、バレーボールに自信がある方
はセレクションを受けて一緒にやりましょう。
また、自信は無いけどスポーツ、バレーボールに興味があ
る方は一緒に盛り上げて行きましょう。

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）
今、小中高生のスポーツ離れが問題となっています。
少しでも改善できればと、小中学生を対象にバレー教
室（会費あり）を開催していますので、興味のある方は、
一度ご連絡頂ければと思います。
先ほども少し触れましたが、今年10月開催のＶリーグ
2020-21シーズンＶ3に参戦し、来年2021年2月と3
月にJFE体育館にて千葉ＺＥＬＶＡ主催大会を開催
致します。
新日本スポーツ連盟のスポーツ愛好家の皆さんの応援、
ご来場をお待ちしています。
（詳しくは、千葉ＺＥＬＶＡのホームページ参照下さい）

クラブ紹介

千葉ＺＥＬＶＡ
バレーボール

ホームペー
ジは左のＱＲコードから
もアクセスできます。
一度ご訪問ください。



2020年6月5日、日本サッカー協会は、来年
2021年9月に日本女子サッカープロリーグ「WE
（ウィー）リーグ」が発足する旨発表しました。
名称のWEはWomen Empowerment の

略称で、女性が活躍できる社会の象徴となる願
いが込められていると言います。
シーズンは欧州リーグと開催時期を合わせ、初

シーズンは2021年9月に始まり、2022年5月頃
に終了する秋春制。初年度は６～10クラブの参
加を見込む。女子の国内最高峰リーグとの位置
づけ。現行のなでしこリーグはアマチュアとして残り、
昇降格は数年間は行わないそうです。
リーグ参入への基準として年俸制減のないプロ

A契約選手を5人以上保有すること。チーム名は
地域名を含み、リーグが認めれば企業名やブラン
ド名が加えられます。クラブの運営法人は一人以
上の女性役員を登用し、3年以内に職員の半数
以上を女性としています。 この点は女性による
女性の為の組織づくりが念頭に置かれているよう
です。
確かに多くのスポーツ団体役員には男性の名前
がずらりと並んでいます。将来はすべて女性による
運営ができることを期待したいものです。

日本女子サッカーの実力は高く、2011年・ドイ
ツで開かれたワールドカップでは見事優勝、当時
活躍した澤 穂希選手、佐々木監督の姿を思
い浮かべる人も多いと思います。
その後、海外のプロサッカーで活躍している選手
もいますが、男子と比べると選手層も薄いことから
採算性の確保が大きな課題となっています。
その為に数年間は日本サッカー協会が資金拠

出するそうです。また、男子と比べると年俸でも大
きな開きがあります。
アメリカでは女子サッカー人気が高く観客動員数
も多いにも関わらず待遇が男子と比べ不当に低く
抑えられているとし、待遇改善を主張して権利拡
大のたたかいを進めています。
日本で新たに始まる女子サッカーの歴史の中で、
少なくとも欧米並みの待遇・プレー環境の向上を
望みたいものです。そしてJリーグと同じようにサッカー
に夢中になれる夢舞台が整
えられ世界に伍して闘える女
子サッカー選手が輩出される
ことを望みたいですね。

日本にも女子プロサッカーWE(ウィー)リーグ誕生！！

８月 １日（土） 祭典・テニス大会・混合ダブルス
２日（日） 野球協議会リーグ戦
８日（土） 祭典・テニス大会・女子ダブルス
９日（日) 祭典・テニス大会・男子ダブルス

第２１回ミックスバレーボール千葉市交流大会

野球協議会・リーグ戦

１０日（休） 野球協議会・リーグ戦

１５日（土） 全国スポーツ祭典特別大会・男子ダブルス

１６日（日） 野球協議会リーグ戦

２３日（日） 全国スポーツ祭典特別大会・女子ダブルス

バレーボール協議会交流大会（６人制）
野球協議会リーグ戦
サッカー協議会交流大会

２９日（土） テニス全国スポーツ祭典特別大会
男・女・混チーム対抗

３０日（日） 野球協議会リーグ戦

９月 ５日（土）スキー協議会総会

６日（日） テニス全国スポーツ祭典特別大会・男女子S
野球協議会リーグ戦

１３日（日） テニス全国スポーツ祭典特別大会

混合ダブルス３ペアチーム対抗
バレーボール協議会交流大会（６人制）
野球協議会リーグ戦
サッカー協議会リーグ戦・開幕戦

２０日（日） 野球協議会リーグ戦

２１日（休） 祭典・卓球大会・団体戦
野球協議会リーグ戦

２２日（火） テニス全国スポーツ祭典特別大会・男子S
野球協議会リーグ戦

２６日（土） テニス全国スポーツ祭典特別大会男女別3ペア
チーム対抗

２７日（日） 同上混合ダブルス2ペアチーム対抗

野球協議会リーグ戦

８月 ９月

SPORTS CALENDAR


