
「公共スポーツ施設」「スポーツ環境」状況改善

の為に毎年行っている自治体（千葉県・千葉市）

への要請ですが、千葉県に対しては2020年度回

答を基にして、ほぼ同じ内容の要請文書を昨年

（2021年12月末）に教育庁教育課宛てに提出して

いました。

年が新たまって早々文書回答（2022年1月11日

付教体第832号）が連盟事務局に届きました。回

答内容は前年と比べても特段前進面はありません

が、継続した自治体への要請活動が国を動かすこ

とにも繋がることを念頭において今後共要請活動

を続けていきたいと思います。

主な要請事項ですが、施設改善については次の

3点

①－庭球場のコート改善及びクラブハウスの建替

え工事進捗状況

②－2019年の第19号台風で甚大な被害を受けた

体育館の改修工事進捗状況及び体育館敷地内

への駐車を認める事

③－硬式野球場の修繕工事進捗状況及び軟式野球

場の利用回数増等

また、その他には

①－スポーツ予算の増額

②－スポーツ連盟活動への連携・協働促進

を挙げていました。

回答結果によりますと、

①－クラブハウス建替工事は既存の建物と同程度

の鉄筋コンクリート2階建て（約350㎡）で

今年度（令和3年度）実施設計に取り掛かっ

ている事

②－テニスコートA面についてクラブハウス建替

え工事後、人工芝に張り替える事

③－体育館は被害箇所以外に耐震性、バリアフリー

への対応等の理由から現在地に建替え予定で

ある事

④－体育館敷地内スペースへの駐車は、原則施設

を利用する団体が利用するものである事

⑤－硬式野球場照明設備工事が令和3年度末に完

了予定である事

⑥－軟式野球場利用は調整会議などで定められた

基準に基づき決定されている事

⑦－新日本スポーツ連盟行事への後援要請に応じ

ている事

⑧－令和4年度予算は公表されていないので具体

的説明はできない事

が確認されました。

これらの回答に基づき、県連盟では次の2点に

ついて追加で回答を求めています。

①－クラブハウス建替え工事期間の明示及び工事

期間中のB面コートの利用可否

②－長期間となる工事期間中の体育館敷地内への

駐車利用を認める事

なお、その後、電話による回答があり、①につ

いても②についても、利用できない旨の回答が寄

せられました。

県連盟では、今後とも皆さんの声を施設管理者・

設置者に届ける為の活動を進めていきます。
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新たな変異株オミクロン株の急激な拡大でまた

ぞろ不穏な空気が漂う中、1月10日（月・祝）印西

市松山下公園体育館で第27回ミックスバレーボール

新春大会が開催されました。

昨年11月初めに募集開始した当初は、新型ウイル

ス感染症も不思議と落ち着きを見せていたことから

参加チームも増えるものと期待していましたが、な

かなか増えなかったので中止も視野に入れていまし

たところ、千葉県からBURST（印西市）・ROUGE

（八千代市）・GOZILA（千葉市）・CHIRIｘCHIRI

（市原市）・八街排球クラブ（八街市）、東京都からSI

MPLE（北区）・MAKES（板橋区）の合計7チーム

の参加を得ることが出来ました。

試合は午前中Aブロック3チームBブロック4チー

ムに分かれリーグ戦を行い、午後は各ブロックから

勝ち上がった上位2チーム同士による決勝トーナメン

ト戦、下位3チームによる順位決定リーグ戦を行い、

各チーム少なくとも4試合を行う形式としました。

予選リーグではAブロックからSIMPLE（1位）

BURST（2位） B ブロックからMAKES（1位）

と八街排球クラブ（2位）が決勝トーナメント戦へ、

常連チームのGOZILA、初参加のCHIRIｘCHIRI、

対外試合としては2年ぶりの参加となるROUGEは順

位決定リーグへとそれぞれ進みました。

決勝トーナメント戦はどのチームも午前中のリー

グ戦とは一味違い、体調も目覚めたのか熱戦に次ぐ

熱戦の連続。第1試合のSIMPLE vs 八街排球クラブ。

リーグ戦での対戦ではSIMPLEに負けていた

「八街」がリベンジとばかりに、勝利への執念が勝っ

たのか、フルセットに持ち込みセットカウント2対１

で決勝の舞台へ。続く第2試合BURST vs MAKES

の1戦も、これ

またフルセット

の末、MAKES

が2対1で決勝へ

それぞれ駒を進

めました。

決勝戦の「八街」

vs MAKES戦で

は、地力に勝る

八街が終始ゲー

ムを支配しセッ

トカウント2対0

で新春大会の王

者に輝きました。

なお、3位決定戦のBURST vs SIMPLEはこれま

たフルセットにもつれｾｯﾄカウント2対0でBURSTが

3位を確定。

随所に力溢れるプレーを見せてくれたSIMPLEが4

位となりました。

順位決定リーグではやはり地力があるGOZILAが2

勝負けなしで5位、初参加のCHIRIｘCHIRIは1勝1

敗で6位、学生らしいはつらつとしたプレーを見せて

くれたROUGEは残念ながら0勝2敗で7位という結果

となりました。

大会終了後、今年大学を卒業して社会人となる

ROUGEの複数の選手から「久しぶりに対外試合に

参加でき卒業の良い思い出になりました。」との声が

寄せられました。今後もバレーボールを続けて欲し

いと願いつつ若者の持つエネルギーをチョッピリ頂

き感謝、感謝。

決勝トーナメント戦の結果は次のとおりです。

（ミックスバレー協・園川）

～～第27回ミックスバレーボール新春大会～～



2022.2.10〜13.新潟県魚沼市の須原スキー場に千葉ス

キー協3クラブの会員有志総勢19人で出かけました。

ほとんどの人が聞いたことも、行ったこともないス

キー場でしたが、行ってみると長い急斜面やボーダー

好みの不整地、麓からは見えない頂上の裏側の斜面な

どなかなか楽しめる所でした。

連休でリフト待ちは少しの時間はあったものの昼食

時の席探しの苦労はなく快適でした。

そしてメインの企画、魚沼スキークラブのコブ職人

の方々によるコブ作りからのコブレッスン。わざわざ

この日のために昨日まで出来ていたコブを整地してお

いて下さいました。

まずは魚沼ＳC会長渡邊さん直々の指導で平地での

コブ滑りの導入レッスン。コブ滑りの肝は外足にしっ

かり乗る事。プルーク(スキーの後ろを開いた姿勢)で

左右交互に骨格を使って外足を力強く踏む練習。

いよいよコブ作りに挑戦です。短いポールが等間隔

に真っ直ぐ下に向かって植えられた斜面を先程の要領

でプルークで右左と雪を削りながら溝を作っていきま

す。

出来てきた緩斜面の浅いコブは何とかなりそうだっ

たのに、上の急斜面のコブには全く歯が立たず転倒の

繰り返し。そこにちょうどコブレッスンではない班が

コブ班の様子を見に来ていて無様に転ぶのをしっかり

見られていた！夜のお酒の肴となりました。

お酒と言えば、新潟県もコロナの蔓延防止策が適応

になっていて夕食時のアルコールの提供はありません

でした。お酒の肴になりそうな美味しい山菜や鮎、野

菜料理がふんだんのご馳走も黙食。

次に来る時は地酒の熱燗が欲しいねと参加メンバー

からの声が続々でした。

なぜ須原か。

魚沼市の3つの

ローカルなスキー

場が存続の危機に

陥り3つ全て廃止

の案が浮上。地元

の皆さんと新日本スポーツ連盟新潟スキー協議会の有

志が中心となり存続をかけて市長選を戦い、存続を勝

ち取りました。

署名活動には千葉のスキー協議会も微力ながら貢献

しました。それなら行って泊まって滑ってスキー場を

応援しようという事になり今回の企画となりました。

秋には下見で訪れ、とても良い所、素晴らしいお宿

でしたので自信を持って千葉のみんなをお誘いしたと

いう次第です。

コロナ禍ですので、できる限りの感染対策はした上

で、行事ではなく個人の判断で参加するという形で行

いました。

魚沼ＳCの皆さまからは熱烈大歓迎を受け、講師ま

でボランティアでしていただき、お酒やリフト券、笹

団子の差し入れまで至れり尽くせり。

魚沼の方々は何て素敵なんだろうと心底感激して戻っ

てきました。

皆さまも機会があれば是非魚沼市を訪れてみて下さ

い。スキーだけではなく守門岳などハイキングや良い

温泉があります♪

華麗に滑ろうスキー&ボードの会 児玉 三枝子

参加者の感想

華麗に滑ろうスキー&ボードの会 藤川さん

先日の須原スキー行は、とても素晴らしかっ

たです。天候に恵まれ、お宿は美しく快適、雪

の山々に囲まれたスキー場の立地のすばらしさ、

なによりも現地のスキークラブとの交流が最高

でした。一緒に滑ったり、教えても下さった高

橋さんや他の方々との触れ合いのなかで、新潟

という雪に慣れ親しむ日常をもつかたがたの人

柄に触れることができ、心に残るスキーツアー

となりました。本当に素晴らしい企画をありが

とうございました！



2月17日（木）ワクチン接種の副反応にやられ

てしまった佐々木事務局長欠席の中で、第10回常
任理事会を開催しました。

報告事項

○ リレーマラソンの参加意向の有無を問う葉書

約180通を郵送
○施設調整会議による体育施設利用日数の確認

（県施設）

野 球：硬式野球場＝４回／年

軟式球場＝６回／年

テニス：１０日／年

○第3回理事会の報告
・千葉県スポーツ祭典のチラシ用写真の選考

・総会（4月16日（土））議案概要の確認

○県スキー協議会3クラブ合同行事（有志）

19名が参加、新潟スキー協と交流 大好評
協議事項

①50周年記念誌編集状況

・県協議会からのメッセージに添付する写真が揃っ

ていない。早めに提出を。

・3月3日に打合せ会議を
②総会に向けての準備

・各協議会での代議員選考を依頼

・議案などの確認は3月17日の常任理事会と3月

24日の理事会で行う
③全国総会に向けて

・代議員として竹村常任理事と日野常任理事及び

金子事務局次長を選任

・千葉からの発言として「行政との交渉（懇談会）

の経緯と結果などについて」評議員会で発言し

ているので、求められる可能性も

④その他

・園川理事長が

3月 9日入院

3月10日手術

3月いっぱい若しくは4月下旬まで入院・リハビ
リ（入院先：国際医療福祉大学成田病院）

総会への参加も危惧

・SportsNetちばの3月号編集概要について

７２歳。卓球の魅力に取り付かれた老人。

少しでも新しい技術を身に付けたいといろい

ろなチームや卓球教室で練習に励んでいます。

実は卓球教室によってレッスンの仕方は違っ

ています。指導者の方針でしょうね。私たちは

どれが自分に一番適しているか判断しなくては

なりません。

Ａ卓球教室→個人レッスンとグループレッス

ンの並立。グループは３から４人一組でコーチ

に一人ずつレッスンを受けます。３分から４分

で次の人と変わります。

前半はフットワーク、切り返し、ドライブ、

ツッツキ等基礎練習を重ねます。後半は人それ

ぞれの課題に即して「パターン練習」などのレッ

スンを受けます。

更に細かい指導を受けるには個人レッスンで

技術、戦術を学びます。

Ｂ卓球教室→最初に指導者から「本日の技術」

をボードを使って説明がある。その後全員テー

ブルに付いてその課題について練習。指導者は

全テーブルを周って指導。最後にその技術を使っ

てゲーム。

Ｃ卓球教室→「本日の技術」について解説。

そして順番に指導者からその人に合った技術の

指導を受ける。待っている人はその他のテーブ

ルを使って「申し合わせ（リクエスト）」をし

て練習。

どの教室も指導者の個性が出るレッスン方法

でしたが、色々なコーチにレッスンを受けるこ

とが勉強になることが分かりました。

また、色々なチームの練習に参加して指導を

受けるのも大変勉強になっています。次回は色々

なチームの練習方法についてお知らせしたいと

思います。

（もじゃまること日野正生・記）

常任理事会報告



①クラブ（チーム）名 Ｔ Ｍ Ｔ

②代 表 者 坂倉 允
③チームの連絡先（連絡希望の方は県連盟事務所）
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）

＜名前の由来＞
今年（2021年）2月に活動を開始し始めまし

た。女子6人制チームで10年前くらいからあるチー

ム「千葉ッツ女子」の女の子と仲の良い男の子達

でミックスバレーボールチームとして立ち上げた

際、熟れたﾄﾏﾄをイメージして英語のTOMATO

を取ってTMTとしました。

＜チームの特徴＞

とにかく笑いが絶えないチームです。初めて新

日本スポーツ連盟の大会（11月の板橋ミックス

との交流大会）に参加した際にも試合中にズボン

が破れてお尻が出ちゃうことがありました。

これからもハプニングを披露することがあると

思いますが、多めに見てください（笑い）

＜練習日程等＞

練習場所の拠点は千城小学校の体育館です。

第1土曜日と第3土曜日の18時～21時まで練

習時間としています。その他に毎週日曜日は違う

チームにお邪魔して練習をさせて頂いています。

練習方法は登録人数が6人とチーム編成がギリ

ギリですので他チームのお力を借りしています。

コロナ禍の中で練習場所の確保が今のところ悩

みの種です。

公共の体育館が使えない時は旅館の体育館など

を借りていることもあるんですよ！

＜登録人数等＞

現在の登録人数が6名ですので是非一緒にミッ

クスバレーをやって頂けるメンバーを大大第募集

中です。

興味がある方はinstagramのメッセージや、チー

ム代表の私のメールアドレスに連絡してください。

⑤クラブのアピール

（２０２２年度の抱負）

6人制バレー「千葉ッツ女子」では優勝経験も

あります。

ミックスバレーをやってみたい方は誰でもウエ

ルカムです。笑いが絶えないチームですので是非

連絡してください。

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）

特にありませんがネットで知った新スポ連の大

会に機会が合えばこれからも参加していきたいで

す。

引き続きよろしくお願いいたします。

クラブ紹介

ＴＭＴ
ミックスバレーボール



SPORTS CALENDAR

３月 ５日（土） 男女別３ペアチーム対抗テニス大会
３月１３日（日）混合ダブルス２ペアチーム対抗テニス大会

３月１６日（水）スリーダブルスお花大会（卓球）

３月１９日（土）第４０回春季テニス大会

３月２０日（日）チーム対抗テニス大会

（女D.混合D.男D３ペア）
野球協議会リーグ戦

３月２１日（月・祝） 祭典・空手大会（県武道館）

３月２７日（日） サッカー協議会リーグ戦

野球協議会リーグ戦

全国連盟定期総会 ３月１３日（日）

千葉県連盟第４回理事会 ３月２４日（木）
全国連盟オンラインシンポジウム ３月２６日（土）

４月 ３日（日） 野球協議会リーグ戦
４月１０日（日） 野球協議会リーグ戦

４月１７日（日） 野球協議会リーグ戦

４月２３日（土） 第４０回春季テニス大会

４月２４日（日） 第４０回春季テニス大会

野球協議会リーグ戦
４月３０日（土） チーム対抗テニス大会

千葉県連盟定期総会 ４月１６日（土）

3月 ４月

17日間に及ぶ2022北京オリンピック大会が

終わりましたね！

連日放映される選手の躍動する姿にウィン

タースポーツにはトンと縁がない私もミーハー

ファンになってしまい、ついついチャンネル

を合わせて見入ってしまいました。

スノーボード、ジャンプ、フィギュアスケー

ト、スピードスケート、カーリング、女子ア

イスホッケーetc、、、おそらく筆者と同じ行

動をされた方々も多いのではないでしょうか？

つい半年前に開催された2020東京大会でも

問題山積でしたが、2022北京大会も課題山積。

開会式での中国の国威高揚が強調された演

出、ROCフィギュアスケート女子選手による

ドーピング疑惑をめぐるIOCの対応、スノー

ボード・平野歩夢選手へのあいまいな採点基

準、スキージャンプ・高梨沙羅選手のユニフォー

ム規定違反、はたまた人工雪で固められ環境

に悪影響を及ぼしかねない会場問題等数え上

げればきりがありませんね。

そんな中でも選手は与えられた条件下で精

いっぱいのパフォーマンスを見せてくれまし

た。

特に筆者の印象に残ったのは、カーリング

女子・ロコ・ソラーレの選手達でした。どん

な条件でも笑顔を絶やさず、常にメンバーと

のコミュニケーションを取り合って目の前の

難局を乗り越え、遂に決勝の舞台へと駒を進

めていきました。残念ながら決勝では前回平

昌五輪の際に銅メダルを争ったイギリスチー

ムとの戦いに破れましたが、彼女たちの勝負

を諦めない姿勢は見ている者にも少なからず

影響を与えてくれました。

どちらかと言えば冬季限定というマイナー

競技だったカーリングがメジャー競技になる

可能性が大きくなり、次代を繋ぐ選手たちも

きっと出てくる気配を感じました。

同様に若い選手が躍動したスノーボードに

も同じ躍動感を感じました。

一方、色々な側面から考えさせられること

がありました。その一つに朝から晩までテレ

ビ放送する必要があるのか？どのチャンネル

もオリンピック関連だけ。特にＮＨＫはレギュ

ラー番組を外してまで五輪競技一色。他のメ

ディアもメダルの数を追い求める報道姿勢に、

相変わらず勝利至上主義が見え隠れする危惧

を感じました。

ともかく選手達にはお疲れ様と声をかけて

あげたい。

そして本当に五輪のあるべき姿

は何なのか？という事を真剣に

考える時期に来ていますね。


