
コロナ・雨・雨・雨のため中止にしていた

例会を9月18日に開催。１２名が参加しました。

スポーツセンター駅から乗車し桜木駅を下車。

「加曾利貝塚公園」までウオーキング。

見学を通して学んだことや疑問に思ったこと

を中心に報告します。

公園に入り、まず北貝塚断層面の発掘保存館

を見学。「へえ、色々な貝を食べていたんです

ね。」と感心しきり。アサリ・マガキ・ハマグ

リ等々。これらは自分たちの食用だけではなく、

加工して物々交換として使っていたようです。

タヌキ・イノシシ・シカなど動物たちの遺骸

もたくさん発掘され、縄文人の狩猟生活を垣間

見ることができました。

博物館の資料によると、落とし穴に落として、

弓や槍でしとめていたようです。同時に犬の骨

が完全遺体で発掘されています。

多くの動物の遺体の中で完全遺体は犬だけで、

犬以外の骨はばらばらに折られたり、割られた

りしているとのことです。

狩りのため、犬は大切にされていたようです。

次は南貝塚に向かいましたが、コロナ対策で

学芸員の案内なしでの見学となりました。

それでも様々の発見がありました。

「縄文時代は何年続いたのだろうか」年表を

数えてみたら、一万二千年も続いていました。

しかし、どうしてそんなに長く続いたのか。

一つ分かっていることは縄文時代は争いがなく

平和な時代だったことです。

次の話題が「土偶」のことだ。「土偶はなぜ

女性ばかりなのか」最終コースの「旧大須賀家

の代官屋敷」横の施設で土器や土偶の復元サー

クルが活動していて、そこで教えていただいた。

土偶は縄文中期から現れ、「生殖力のシンボ

ル」と同時に原始的農耕が行われていて五穀豊

穣を願って作られていたそうです。

しかも、人為的に破壊された状態で発見され

ることが多く、それは、古代農耕民族は女神が

死ぬとそこから色々な作物が生まれてくるとい

う信仰を持っていたことによるそうです。

服装や装飾品の展示には麻で作った服を着て、

麻で編んだポシェットを肩にかけた女性が展示

してあった。

麻の繊維を草木染で染めている。土偶をみ

るとパンツをはいた土偶もあるので女性はきち

んとパンツを作ってはいていたことも分かった。

博物館を出た後は復元された竪穴式住居の見

学に向かった。偶然解説してくださるボランティ

アの人が「復元竪穴式住居」の中で火起こし体

験や質問に答えてくれた。

・人骨がほとんど残っていないのは関東ローム

層が火山灰でできているため酸性で骨が溶けて

しまうから。

・家の中央に炉があり炉の上には枝を組み合わ

せた棚がつるしてありそこで肉や魚、貝、ドン

グリなどの燻製を作っていた。

その後加曾利貝塚の入り口都川の船着き場を

通って帰宅しました。

(日野 記）
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秋も深まった11月15日（日） 千葉県ミックスバ

レーボール協議会としては初の試み・板橋区MIXバ

レーボール協議会との合同交流大会を磯辺スポ―ツ

センター体育館（千葉市美浜区）で開催しました

板橋区からは8チーム（すもう部・Pさん・駒込

サンセッツ・REVERSE・MAKES・GYC・STAR

JAGUAR・Sクラブ）全国大会出場経験があるチー

ムがずらり。

千葉から7チーム（GOZILA・A/B・BURST・A

/B・Macotts・AQUA・RAN-D）板橋区にも引け

を取らない実力ぞろいの合計15チームが参加。

25点先取3セットマッチ（但し3セット目は15点

先取）で、参加16チームを午前・午後に分け、互い

の地区同士の対戦は行わない、交流大会ゆえ表彰は

行わない、最低2試合は保証する等申し合わせて実

施しました。

午前9時30分午前の部プロトコール。どのチーム

も試合に飢えている様子がありあり！コロナ禍の中

で大会に出場出来なかった鬱憤を晴らすかのように

ボールにぶつける選手の姿には鬼気迫るものがあり

ました。

事前に板橋区

のチームは6月以

降ほぼ毎月1回大

会を重ねていると伺

い、千葉のチームは

練習場所の確保もま

まならず、なかなか大会に参加できる機会もなかっ

たことから互角に戦えるか一抹の不安はありました

が、いざ蓋を開けると熱戦に次ぐ熱戦が繰り広げら

れ、フルセットに持ち込まれる試合展開が相次ぎ、

選手の歓声が体育館中に響きわたりました。

勿論大会としてのコロナ対策はバッチリ！試合中

のマスク着用は可、待機中の選手もマスク着用、応

援は大声を出さな

い、コートチェン

ジの際の椅子・テー

ブルの除菌、試合

球や線審が持つフ

ラッグの除菌、得

点係は使い捨て手

袋を必ず使用、トイレの使用には必ず手指消毒等々、

そうそう！大事なことですが受付の際には検温・健

康チェックシートの提出と考えられることはすべて

導入して万全の体制で行いました。

熱戦が続いた午前の部は予定より早く午後1時半

過ぎに終了。 心地よい汗を流した選手たちが三々

五々帰り支度を始めている間に午後の部に出場する

8チームのメンバーが集合。

午前同様 検温・健康チェックシートの提出と流

れ作業でスムーズに進行。予定より若干が早く午後

2時45分にプロトコール。午前の部と同様に白熱し

た素晴らしい試合展開が続き、まさに選手の熱気で

コロナもどこかに吹き飛んだようでした。

午後の熱戦も予定より早く午後7時すぎには無事

に全日程を終了することができました。

板橋の担当者とも話し合いましたが、今後このよ

うな交流大会を板橋で交互に開催していくことを確

認しました。次回は板橋で再会？となるかもしれま

せんね！！ （園川記）

アタック撃つぞ

アタック止めたか？



野球協議会では、 現在54回となるリーグ戦を

行っています。

順調にいくと年内には優勝チームが確定しま

す。

熱戦が続いているリーグ戦、最終盤の試合結

果をお知らせします。

特に、一部リーグは勝ち点１、２を争う熱戦

が繰り広げられています。



第２回理事会報告

１１月２６日（木）千葉市・穴川コミュニティセンター

にて「第２回理事会」が開かれました。

１９名中１３名の参加でしたが各協議会の活動状況を共

有する事が出来ました。

はじめに園川理事長から、感染拡大の為５０周年記念行

事を延期しなければならかったが、野球・卓球・ミックス

バレーボール・テニスなど大会を再開しており、今後の活

動を行う上でどのようにしたら良いか、またＨＰ活用等に

ついて活発な意見交換をして貰いたい旨の挨拶がありまし

た。

この間の活動として

野球 ７月から試合を再開。

１２月１３日にリーグ戦と選抜大会予選会の決勝を

行う予定

ミックスバレー ８月と１１月に大会を開催。

１１月は東京・板橋区のチームも参加し、参加者か

ら喜ばれ、東京のチームの感染対策が参考になった。

卓球 ９月と１０月にシングルスの大会を開催。

１２月末にも予定、来年２月・３月は様子を見て

テニス ６月から、なのはな大会/全国スポーツ祭典・特

別大会/チーム対抗戦などを開催。

１１月の大会では試合中に怪我人の発生

バレーボール 全国予選会の替わりに８月と９月に交流大

会として開催。

サッカー ９月１３日（日）稲毛海浜公園・球技場で開幕

戦。１１月から３月にリーグ戦を開催予定。

スキー バスツアーが３密になるためスキー祭典は中止。

討議の内容は

１．各協議会の共通の課題として：HPの活用方法

・県連盟HP作成者が限られているので講習会を計画し

たい。

・写真なども掲載したい。各協議会で作成したものを県

連盟HPに掲載したい

２．冬季募金について

コロナ禍の為、補正予算を作成。冬季募金として１０

万円を目標とする。

３．県体育課と千葉市スポーツ振興課との懇談会について

署名数 県２９３筆 千葉市３３１筆

日程が決まり次第理事に連絡する。

要望内容を取り急ぎ纏める。

（県体育館の補修工事・高浜庭球場の補修等）

４．来年度調整会議について

県 ２０２１年２月６日

千葉市 ２０２１年２月１３日・２０日

５．連盟創立５０周年記念行事について

来年秋を目途に開催予定。記念誌作成担当は園川・

本田・吉川・金子とする。

６．スポーツ事業継続支援補助金申請について

卓球協議会主催の２大会を補助対象事業として申請。

受付は完了したが、 事務局から修正を求められてい

る。

高齢者のお仲間に入って早数年、気が付くと後期

高齢者が近づいてきました。自分では若いつもりで

いても年齢は重ねていく・・

子供は自立し、親を見送って自分の事だけで気楽

に生活し、後は毎年スキーを楽しめるんだろうと考

えた時、健康寿命という話を聞き唖然としました。

健康寿命って何！！国の定めでは「健康上の問題

で日常生活が制限されることなく生活できる期間」

となっています。要するに元気に自立して過ごせる

期間の事です。

平均寿命は1958年（昭和33年）当時、男性58.0歳、

女性61.5歳だったのが、2019年（平成31年・令和元

年）には、男性81.41歳、女性87.45歳と大幅に伸び

90歳に近づいています。

一方健康寿命は、2019年時点では男性72.68歳、

女性75.38歳だそうです。平均寿命を全うした場合、

男性で約9年、女性で約12年もの間、誰かの世話に

なるということになります。

自立生活が出来なくなる原因の第1位は運動機能

障害、第2位は認知症、第3位は脳血管障害だそうで

す。平均寿命は伸びたが、私たちの運動器は元々そ

れほど長持ちするようにできていないようです。

いつまでも自立した生活を送るためには運動器の

メンテナンスを行いながら大切に使い続ける必要が

あります。

骨や筋肉は40歳ころから衰え始め、50歳を過ぎる

と急激に低下するそうです。

しかし、運動器は自分の意思で動かすことにできる

唯一の器官です。

幾つになっても（高齢になっても）鍛えることが

出来るので「運動器の寿命は自分で伸ばす」意識が

大切です。

スポーツ連盟に加入されている皆さんは普段から

運動習慣があるので関係ないかもしれませんが、長

い老後を活動的に楽しく過ごすためには、日常生活

での少しの努力が大切だと今更ながら考えさせられ

ました

今日が一番若いんです。少しでも健康寿命を伸ば

せるよう出来るだけ早く目標をもって努力しなくて

は！と思います。そこで結論・・・

＜骨と筋肉を鍛えるためには適度な運動と十分な栄

養が不可欠＞

（スキー協議会・東山）

理事会報告



①クラブ（チーム）名 ヤチスマ
②代 表 者 春川 陽一
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）
＜名前の由来＞

「ヤチスマ」には「ヤ＝八千代市」「チ＝千葉市」「スマ＝
スマイル、スマッシュ」の意味が込められています。
その名の通り、八千代市・千葉市をメインに活動している
チームです。
今からおよそ３年ほど前、八千代市市民大会に参加する
にあたりチーム名を決めることとなり、代表（春川）が考
案しました。部員からは「ダサい」「もっとおしゃれな名前に
変更したい」等の意見がありましたが、この名前のまま大
会で活躍を続ければ、認知度が上がりきっと愛着がわくと
信じて「ヤチスマ」を継続しております。

＜練習日程等＞
練習日は毎週月曜日夜１９時より幕張コミュニティー
センター・不定期の日曜日に八千代市市民体育館にて
練習を行っています。
去年からスポーツ連盟主催の全国卓球選手権大会千
葉県予選に出場し、部員のうち男子４０代Ｌの部で千
葉県代表となることができました。
今年度よりスポーツ連盟の登録団体となっております。
人数は１０代から５０代まで３０名程。１０代２０
代が半数を占めており、若いチームと言えます。男女構成
比は男：女＝９：１。

④クラブのアピール（2020年度の抱負等）
「ヤチスマ」メンバーは学生時代に部活で活躍した人が
多く、実力者ぞろいです！腕に自信がある方はぜひぜひ
遊びに来てください。
残念ながら今年はコロナ禍の影響で大会開催が数えるほ
どしかありませんが、大会にも積極的に参加をしております。
やはり団体戦は楽しいですね。
また不定期で「ヤチスマ杯」が行われます。いわゆる部内
対抗戦で全員総当たりのリーグ戦を行っています。レベル
に応じて点数のハンデがありますのでどなたにも優勝のチャ
ンスはあります。

⑤ スポーツ連盟への希望など
大会で上位入賞者をＨＰで掲載していただけると励み
になります。

クラブ紹介

ヤ チ ス マ
卓 球

武
さ
ん

加瀬さん

石丸さん



SPORTS CALENDAR

１２月 ６日（日） 野球協議会リーグ戦
及びトーナメント戦

１２月１２日（土） 鈴木杯テニス大会 男女S
１２月１３日（日） 鈴木杯テニス大会 男女D

野球協議会リーグ戦及びトーナメント戦
１２月２０日（日） サッカー協議会リーグ戦
１２月２６日（日） ダブルス卓球大会

３７０歳男子チーム対抗

年令別壮年女子Dテニス大会
１２月２７日（日） 鈴木杯テニス大会 混D

サッカー協議会リーグ戦

１月１０日（日） サッカー協議会リーグ戦
１月１１日（祝） 新春ミックスバレーボール大会
１月１７日（日） サッカー協議会リーグ戦

チーム対抗テニス大会
１月２３日（土） チーム対抗テニス大会
１月２４日（日） サッカー協議会リーグ戦

春季テニス大会
１月３１日（日） 2021年新春テニス大会 女・男・混合

＊年間計画で１７日に予定していた春季卓球大会は
２月７日（日）にポートアリーナで開催。

1２月 1月

今年8月に行われるはずだった202東京五輪。
その中でも金メダル獲得の有力候補種目となる柔
道で唯一代表が決まっていなかった男子66キロ級。
その代表決定戦の会場が12月11日～13日にい
ずれかの日程で東京・講道館で検討されていると全
日本柔道連盟が11月上旬発表しました。
代表決定の座を争うのは、2019年世界選手権
優勝の丸山 城志郞（まるやま・じょしうろう）=ミ
キハウス、2018年世界王者の阿部一二三（あべ・
ひふみ）＝パーク28の二人。
二人とも実力伯仲。お互いに手の内を知り尽くし
た選手同士。二人の直接対決の結果は、昨年の
世界選手権では丸山の勝（捨て身技の隅返しに
よる技あり）11月のグランドスラム大阪では阿部の
勝（内股を足技で返しての技あり）とどちらもお互
い譲ることはありませんでした。
今回の勝負のポイントは無観客で行うこととなって
いると言います。というのも二人の性格が正反対で
あること。
丸山は静かに闘志を燃やして戦うポーカーフェイス

タイプ。観客の声援もなく会
場の演出が無い分、雑音か
らは逃れることができることから
試合を有利に進めることが可
能となります。
一方、阿部は会場の雰囲
気を味方に付けるタイプ。観客の声援が味方となり
自分に注目が集まればそれだけ力を発揮できること
から無観客となれば気持ちを盛り上げることができる
か、一抹の不安があると言います。
それ以上に今回はトーナメント戦ではなく、1試合
で代表が確定する形式ですので二人とも重圧がか
かることは間違いないところ。
しかし、このような試合形式だからこそ勝ち抜けば
本番でも力を発揮できることは
間違いないところです。 どちら
が勝ってもお互い悔いのない、
正々堂々の勝負を見たいもの
です。


