
例年より梅雨明けが１か月以上早まった7月3日

（日）千葉市蘇我町にあるJFE体育館（旧川鉄体育

館）で夏季空手大会が開催されました。

この大会は今年の3月21日（月・休）に県武道

館で開催予定の第54回千葉県スポーツ祭典・空手

大会をコロナ禍の為延期しての大会でした。3月

段階では参加者が300名程度でしたがその後大会

参加団体と参加者が増え過去最多の382名のエン

トリーがありました。

参加団体は千葉市・市原市・習志野市が多かっ

たものの、木更津市・館山市、そして東京（松濤

館亀戸道場）からの参加団体もありました。

カテゴリーは幼児から一般まで、一番多いのは

小学生男子６年生42名。

種目は個人戦形の部と組手の部そして団体戦を

行いました。

体育館側からは「最大600名まで！」との指示。

保護者も多く観戦することから2部制で開催す

ることにすると共に、密にならない様に開会式・

閉会式は無し、メダルや表彰状は後日郵送にて行

うことにしました。

午前の部は９時３０分から、Aコート小学生５

年生男子、Bコート小学生4年生男子、Cコート小

学生3年生男子、Dコート幼児、そしてEコートは

小学生1年生男子と5面を使っての形競技からスター

トしました。

赤・青の帯をつけた2名が同時に形を演技し、3

名の審判員がそれぞれ赤旗・青旗を揚げて勝敗を

決めます。 Dコート幼児の部では協会大日・遠

藤奏和選手が鷲龍道場の池田夏也選手に勝ち優勝

を決めました。

形競技が終了次第、組手の競技に入り、各コー

トでそれぞれ優勝、準優勝、そして第三位を決め

ました。

今回は参加選手も多く、体育館の使用時間も決

められていることから３位決定戦は行わず、3位

を2名としました。
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午後からはＡコート・一般有段男子、Ｂコート・中

学男子、Ｃコート・小学生６年生男子、Ｄコート・小

学生高学年（5，6年生）女子、Ｅコート・中学生女

子、更にＦコートを作成して一般有段男子の形競技か

らスタートしました。

形競技が終わり次第、組手の試合を行いました。一

般有段男子では真心会平川日向選手が葵會舘の尾形彪

雅選手を2対0で下し優勝しました。

その後、小学生団体組手と一般団体戦組手が５コー

トを使って行われ、小学生団体では今回初参加の真晴

会が仙武会Ａを2対1。

一般団体戦組手では葵會舘Ａが同じ同門対決でした

が葵會舘Ｂを2対1で優勝しました。

審判長のナジ・メホロダト師範から「大変暑い中での

試合でしたが、審判員はミスも無く良く頑張ったと思

います。子供達も元気よく頑張ってくれました。コロ

ナ禍のため試合が無くて心配されましたが、楽しく試

合が出来、試合内容も良かったと思います」とのコメ

ントを頂きました。

今回の大会はコロナ禍での大会と言うことで感染対

策にかなりの注意を払っての運営でしたが無事終了す

ることが出来ました。

次回は来年3月宮野木スポーツセンター体育館での

開催が予定されています。結果は千葉県空手協議会の

ＨＰをご覧下さい。 （文責：金子）



好天の中、参加者８名、車４台で千葉モノレール

「スポーツセンター駅ロータリー」を出発。コロナ急

拡大のため密を防ぐためゆとりの配車としました。

館山自動車道・圏央道に乗り養老渓谷駅まで所要時

間は１時間３０分。

小湊鉄道養老渓谷駅より大福山山頂まで往復約１０

キロのウォーキングです。

駅を出発しアジサイを楽しみながら踏切を渡り養

老川に架かるつり橋に向かいます。

「ホーホケキョ、チチョチヨチチョ」鶯の鳴き声に

聞きほれながらのウオーキング。「これは鶯の谷渡り

です。」の説明も。

つり橋を渡るともみじ並木が続き緑の葉が風に揺

れ夏なのに涼やかなウォーキングとなりました。

左に池を見ながら歩くとたくさんのネムノキのピ

ンクの花を楽しむこができました。

畑にピンクの派手な花が咲いているので「この花

なんて言うんですか」「花魁花だよ」との返事でした。

地元の人との会話もウォーキングの楽しみです。

満開のアジサイ並木を過ぎるといよいよ大福山山

頂を目指しての緩やかな登り道。

谷側はもみじ並木が続きます。（秋には紅葉狩りで

たくさんの人出です。下見では野生のニホンザルの

群れが見られ野生のシカががけを駆け上ってきてびっ

くりしました。

爽やかな風に吹かれ緑のトンネルを楽しみながら

のウォーキングに疲れも吹っ飛びました。

山頂にてやっとお弁当タイム。ホトトギスの声を

聞きながらお弁当を食べていると「安倍元首相が銃

弾に倒れる」というニュースがスマホより流れびっ

くり。

下山も快調な足取りで往復１０キロの道のりを無

事歩くことができました。

下山は小とりのさえずりと蝉の合唱に励まされな

がらのウォーキングでした。



7月15日(金)今年度3回目となる常任理事会を県

連盟事務所で開催しました。

6月30日に開催した第2回理事会の内容を加味

しながら、経過部分についての報告があり、大き

なイベントはないものの、この間の協議会の状況

報告もなされました。

報告事項

・理事会での提案内容として県連盟の財務状況に

ついて厳しい状況説明が出来た。

・千葉県スポーツ祭典チラシを各施設、団体等へ

配布。持参できるところは持参して配布する。

・一部協議会から加盟費の入金があり、全国連盟

への分担金を納入できた。

・この間種目別全国協議会の総会が開催され、役

員に就任 した県連盟員もいた。

協議事項

・50周年記念誌記念の入稿原稿が完成したため、

常任理 事会で確認して入稿を確認した。入稿は

USBメモリに 入力して送付発注。

・コロナ感染拡大を受けて

行政からの制限等の指導はない。大会運営側と

して自 主的に開催に向けての判断基準を持たな

くてはならない。

・事務局長の休暇時の事務局対応について

7月21日から27日の1週間休みを取る間の事務

局対応をどのようにするか協議した。

常任理事会 報告

新日本スポーツ連盟全国野球協議会は新型コロナ

の影響で２０２０年２１年と２年連続、春の全国選

抜軟式野球大会と秋の全国軟式野球大会を中止しま

した。

関東大会で全国大会出場権を獲得したチームには

ご迷惑をおかけしたところです。

2022年は第45回全国選抜軟式野球大会が5月に開

催され、第56回全国軟式野球大会は10月22～23日の

日程で高知県で開催される予定です。

全国野球協議会は開催に向け着々と準備をしてい

るところです。

ところが７月初めごろより大会開催に水を差すよ

うな新型コロナウイルスの変異株（ＢＡ・５）が猛

威をふるいはじめました。

7月16日現在、第6波の最高感染者数を超え11万余

になり、専門家は第7波に突入したと警戒を呼び掛

けています。

さらに23日には20万余に達し過去最高の感染者と

なっています。

しかし、夏休みに入り感染者数が過去最多を更新

する県が続出している中でも政府のコロナ対策は従

来のマスク着用・手洗い・３密回避の徹底を促すだ

けで具体的な対策はなく感染拡大に歯止めがかから

ない状態となっています。

マスク着用も熱中症対策との絡みで徹底が出来ず

感染拡大に先が見通せなくなってきています。

スポーツ界でも変異株コロナのクラスターが発生

し、試合中止や大会出場停止となる事態が生まれて

います。

私たちスポーツを愛する、野球を楽しみたい愛好

者はコロナ対策がきちんと行なわれ、第４６回全国

軟式野球大会が開催できることを望み準備していき

ます。

最後にスポーツ連盟は「スポーツは平和とともに」

をスローガンに掲げ、スポーツは平和でなければで

きないことを先の大戦で学びました。

２月に始まったロシアのウクライナへの侵略はい

かなる理由があろうとも正当化できません。一刻も

早く戦闘を終結させ平和で安全な生活が日常になる

ことを国際世論にしていきましょう。

千葉県野球協議会事務局長 脇村 元夫



①クラブ（チーム）名 ＭＮＲ

②代 表 者 宮 崎 直 人

③チームの連絡先（市原市古市場201-1）

④道場訪問

（名前の由来・チームの特徴・練習日程・人数等）

夏季空手大会（７月３日）の翌日MNRに取材伺

いました。

道場は市原市古市場201-1 湯楽の里の前の路

地を入った住宅地の中に立派な道場がありました。

館長は宮崎直人さ

ん

学生時代に空手

部で鍛え、地元で

「楽しい空手」を教えたいとの熱意で７年前に自

宅の敷地内にご家庭の援助もあり道場を建設。

団体名をMNRと付けました。 理由は大会に出

たときすぐにわかる様にと命名したとの事です

伺った時は１７時から幼児から１年生までの稽

古時間。10名ほどで形の練習。

大会に出場した年長さんの湊谷君、牧野君も先生

の一番前で練

習。

１８時からは２年生から６年生までの稽古時間

となりました。

この日は１１名の参加。関東大会に出場した加々

美航貴君・真洋君は流石に腰の入った稽古をして

いました。

全員揃って写真を撮りました。

保護者のお母さんに道場通わせた理由をお聞き

たところ「心も身体も強くなって欲しいので通わ

せています」と話して下さいました。

塾生は全部で３５名ほど、練習は古市場での道

場の他牧園幼稚園でも稽古をしています。

文責 金子泰夫

クラブ紹介

ＭＮＲ
空 手

SportsNetちばでは、クラブ紹介に出てい

ただけるクラブを募集しています。

種目は問いません。クラブ員募集でもかま

いません。

また、原稿を書くことが苦手な方は取材

に伺うことも可能です。ご連絡をお待ちし

ています。

連絡先 043(287)7353

玄関には賞状も
並べられていま
した



SPORTS CALENDAR

８月 ６日（土） チーム対抗テニス大会
８月 ７日（日） 野球協議会リーグ戦
８月１１日（木） 祭典卓球大会団体戦

ミックスバレーボール交流大会
チーム対抗テニス大会

８月１３日（土） 男女別テニス大会
８月１４日（日） 野球協議会リーグ戦
８月２１日（日） 野球協議会リーグ戦
８月２７日（土） 祭典６人制バレーボール大会

チーム対抗テニス大会
８月２８日（日） サッカー協ミックスリーグ

９月１０日（土） 野球協議会

トーナメント戦キャプテン会議
９月１１日（日） サッカー協ミックスリーグ
９月１８日（日） サッカー協ミックスリーグ
９月１９日（月） 祭典卓球大会個人戦

野球協トーナメント戦

８ 月 ９月

ロシアのウクライナ侵略を背景に、NATO

（北大西洋条約機構）諸国は軒並みGDP比2％

の国防費増額を決めました。

「力には力を」「軍拡には軍拡を」という風

潮が全ヨーロッパを覆っています。そして日

本を含む東アジアでは軍事大国化する中国や

核開発に明け暮れる北朝鮮に対してNATOと同

様に力づくで対抗しようとする動きが顕著に

なっています。

先月（6月29日）スペインで開催された

NATO首脳会議に出席した岸田総理は「日本も

5年以内に防衛費の相当な増額を確保する」

と大見えを切りました。

許せないのは国民に何ら説明することなく

簡単に軍事費増額を国際公約として公式の場

で約束してしまった事です。

NATO諸国並みにGDP2％にまで国防費を増や

すという事は単純に考えても、現在GDP１％

に抑えられていても6兆円近くとなる防衛費

が11兆円超にもなる巨額なものです。問題は

財源をどこに求めるか？与党側は一切説明を

拒んでいます。何故でしょうか？これだけ巨

額になると①消費税の大幅増税 ②赤字国債

の大量発行 ③福祉予算の大幅削減しか考え

られません。

一方、私たちが福祉予算の増額を求めても

「財源はどうするか？」とオウム返しに問い、

決して増やそうとはしません。口を開けば

「財源がない」の一点張り。スポーツ予算に

しても、オリンピック・パラリンピックには

何ら躊躇することもなく湯水のごとく税金を

つぎ込みますが、市民スポーツの足場となる

公共スポーツ施設の拡充にはなかなか予算を

注ぎません。

6月末発表された2020東京オリパラ大会の

決算は1兆4千億円強。招致の際、何と言って

いたか？金のかからない五輪を目指す、費用

も7千億円。ところがいざ蓋を開けるとなん

と2倍強。組織委員会は決算発表の際、「400

億円程度削減した」と胸を張る姿には唖然と

するしかありません。

2030年札幌冬季五輪招致をめぐる動きがま

たぞろ動き出しています。世論調査でも4割

近い反対があったと言います。同じ過ちを繰

り返すのか？とてもスポーツ振興

に役立つとは思えません。皆さん

はどう思いますか？


