
昼間はポカポカ陽気になるも、朝晩は時折真冬

並みの寒さとなる寒暖の差が気になる中、第50回

目の節目を迎えた県連盟定期総会が4月16日（土）

14時から千葉県スポーツ科学センタ―第1研修室

で理事14名、代議員18名、監事2名、顧問1名の

合計35名の出席で開催されました。

金子事務局次長の司会で、議長、総会役員を選

出。

総会冒頭、人工関節手術を1か月前に受けたと

人には見えない時折ユーモアを交えた園川理事長

の挨拶、全国連盟から届いたメッセージが読み上

げられました。

その後、園川理事長から情勢報告（第1号議案）、

吉川組織部長から2021年度総括（第2号議案）、

竹村財政部長から2021年度決算報告と特別基金

会計報告、吉田常任理事（ひろば担当）から機関

紙決算報告（以上第4号議案）、黒須監事から監査

報告（第5号議案）等2021年度の活動を交えて報

告されました。

質疑応答ではコロナ禍での各協議会の活動や会

員増の具体的取り組み、他団体との交流を図る必

要等問題提起が行われた後、一括して採択が行わ

れ1号・2号・4号・5号議案は賛成多数で承認さ

れました。

その後一旦休憩の後、2022年度方針（第3号議

案）が佐々木事務局長から、2022年度予算案

（第6号議案）が竹村財政部長からそれぞれ提案。

予算等財政面の厳しさを反映し、今後の連盟を

支えるにはどのような財政運営が求められるか、

いくつかの質疑が行われた後、一括して採決を行

い賛成多数で承認されました。

議案すべてを採択し、理事長の「女性理事を増
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氏名 役職１ 役職２ 新任・留任

園川　峰紀 理事長 常任理事 留任

本田　満 副理事長 常任理事 留任

田久保　孝一 副理事長 常任理事 留任

佐々木　睦昭 事務局長 常任理事 留任

吉川　明 組織部長 常任理事 留任

竹村　昭 財政部長 常任理事 留任

日野　正生 理事 常任理事 留任

吉田　嬌子 理事 常任理事 留任

磯部　宙 理事 理事 留任

金子　泰夫 理事 理事 新任

固本　祐理子 理事 理事 新任

野村　優美 理事 理事 新任

東山　千恵子 理事 理事 留任

脇村　元夫 理事 理事 留任

三上　昭二 理事 理事 留任

山口　順 理事 理事 留任

山口　幸雄 理事 理事 新任

稲葉　守俊 監査 留任

黒須　直樹 監査 留任

バレーボール

担当

ミックスバレー・ランニング

スキー

野球

スキー・卓球・バドミントン

ランニング

卓球

ウオーキング・卓球

テニス・ひろば誌

サッカー

空手

テニス

バレーボール

スキー

野球

野球

卓球

やす努力や世代継承となる若手役員の発掘の訴え」で

総会を締め、出席者全員で記念写真をとり定期総会は

閉幕。

従来であれば、総会終了後には懇親会を催して意見

交換を行うこととなるのですが、コロナ禍の中、まだ

まだ予断が許せない状況から今回も懇談会はお預けと

なりました。

来年こそは懇談会を飲りたいね！ という声に送ら

れて散会となりました。

新たにスタートする50期・51期の役員体制は左記

の通りです。

【総会での主な発言】
「仲間を増やす活動」について

テニスはこの数年で会員数が大幅に増えた。背景と

しては大会参加を会員優先にしたこと。かけ声だけで

は会員は増えない、加盟したことによるメリットを示

さないと加盟してもらえないのではないか。

「事務所見学会」について

各協議会の一般会員との交流会や事務所見学会など

を実施すると書かれているが、「一般会員」とはどう

いう意味か、「特別な会員」がいるのか

【理事会からの答弁】
・テニス以外の卓球などでも、会員優先や会員限定と

いった大会参加のハードルを設けてきている。

華麗に滑ろうスキー＆ボードの会 佐藤三喜夫

私がヒョンナ縁から今のスキークラブに入会した

のは、確か2021年の春以降だったと思います。それ

から思いもよらない方向に物語が進んでいくのです

が、今回はその体験を書いてみます。

私は、北海道東部、根室本線の通る田舎で、北海

道でムツゴロウ動物王国を開いた畑正憲さんが生活

の拠点を置いていた村の出身です。

私の実家は、今は牡蛎（かき）で有名な厚岸から

海岸沿いを辿って東寄りにある漁村です。

私の子どもの頃は、冬には雪もかなり積り、川は

氷が張り、父親はその凍った川に穴をあけて魚を取

る網を仕掛けていました。

そこで獲れた氷下魚（こまい）は大型で、今、飲

み屋で出される小さなコマイとは全く違ったもので

した。 広い湿原の中にある真水をはった沼は厚い

氷が張るので、小学生の頃はそこでスケートをして

遊びました。 スキーとの出会いも、ゲレンデと呼

べるようなものではなく、隣村に行く途中の坂で、

馬や人が通る一直線の轍が唯一のスキーコースでし

た。凍った一直線の滑降コースを卵型した姿勢で滑

るものですから、足腰が強くなければ滑れない、子

どもの頃の経験はそのようなものでした。

ここから一気にスキー協の指導員検定試験の話に

飛びます。

縁あって入会したクラブでは、私が技術向上の意

欲を示した時事務局のKさんは、指導員の試験を受

ける人でなければスキー協の教程テキストやDVDを

購入することは出来ないかのようなニュアンスのこ

とを言っていたので、成り行き上その方向に進まざ

るを得なくなりました。

そんなこんなの上に、去年の12月からかなりの頻

度でクラブの皆さんとスキーに行き、先輩指導員か

ら教わり、2回の検定試験に臨みました。

1回目は3月第1週の長野県戸狩スキー場での検定

です。結果は全然ダメで、かなり心理的に落ち込み

ました。2回目が第2週群馬県片品スキー場での検定。

理論のレポートと筆記試験は合格しましたが、実技

部分は合格点には届きませんでした。

でも、私は今回得難い経験をしました。一つはク

ラブの仲間の励ましです。特に先輩指導員のKさん

の励ましが心に響きました。もう一つは、歌が私を

励ましてくれました。長年歌を歌ってきて、歌が傍

にあることに感謝したのは初めてでした。

スキー協初級指導員検定試験に挑戦して

特別寄稿



【対戦】 FCミラノ（リーグ戦1位）－HELLCATS

（リーグ戦2位）

【結果】 2-6 HELLCATS勝

【会場】 稲毛海浜公園サッカー場

2022年3月27日（日）本年度C1リーグ優勝決定戦

が行われました。

結果は上記のとおり、HELLCATSさんに決定。

対戦相手のミラノさん、審判対応してくれたワイ

ルドマジョーラさん、どうもありがとうございまし

た。

最後のミニセレモニーでは、僅差で敗者側のミラ

ノさんの勝者への快い拍手が感動的でした。

本優勝決定戦を持って本年度予定していたC1リー

グは終了となります。参加して頂いた全てのチーム

の皆さん、大会応援の方や大会運営にサポート頂い

たすべての方に感謝申し上げます。

この2年間はコロナの影響で、感染対策を踏まえ会

場管理上の観点から様々なルール縛りをしてきまし

た。

初めは固く、順次緩やかに変更していくつもりで

したが、感染状況は悪くなるばかりで、結局最後ま

で非常に厳しく管理させて頂きました。もっとも？

なルールもあったと思います。このような状況でご

協力頂き大変深く感謝しております。

来年度のC1リーグは今のところ開催する予定はあ

りませんが、今後は東京オリンピックを契機に、男

女かかわらず、どのスポーツも楽しめる時代が来る

と予想されます。

C1リーグでは、本日までの経験をベースにしてそ

のようなフィールドを作って参りたいと考えていま

す。その際は是非ご協力賜れれば幸いです。

とはいえ、スポーツを楽しむ皆さんが、心から楽

しめるフィールドは人それぞれです。そのようなフィー

ルドが沢山ある事が理想と考えていますので、いず

れどこかで皆さんとは交流する機会はあると確信し

ています

まだまだコロナ禍の収束が見えない中、体調管理

にはくれぐれも気をつけて日々のトレーニングに励

んでいただくとともに、皆さんの健勝を祈念してい

ます。

いつかまたどこかのピッチでお会いしましょう！

千葉県サッカー協議会 磯部 宙

Ｃ１リーグ優勝 HELLCATS

5月22日(日)に県立青葉の森公園（中央区青葉町）

で、毎年恒例の「千葉・青葉の森リレーマラソン」

が開催されます。

今年は20回という記念となる大会です。

新緑を愛でながら、ランナーの力走に声援を送っ

てみてはいかがですか。

外周を周回していますので、どちらからでも見学

できます。



４月１６日（土）の総会会場において、今期第

１回目となる理事会を開催しました。

（会場は走会と同じスポーツ科学センター）

新しく理事に就任された方もいるということで、

自己紹介を園川理事長からからはじめ、この日の

議題である理事長の選任を行いました。

理事長には、理事の互選により園川前理事長が

選任され、就任したばかりの園川理事長から常任

理事７名の推薦があり、理事長含め８名の常任理

事会が組織されました。

（常任理事、各役職等については、本紙2面の役員

一覧表をご覧ください）

併せて、財政部長、組織部長、副理事長、など

の担当について紹介があり、常任理事会や次回理

事会の開催日程の大まかな確認がありました。

【一口メモ】

「理事会」は概ね3ヶ月に1回の頻度で開催されます。

補正予算などの大きな問題から、この間のコロナ禍でど

のような活動をしているのかなどの情報交換、県スポーツ

祭典の募集要項、毎年実施している自治体（県や市）との

懇談会で何を要求するのか、などについて論議します。

日程的には平日の夜７時から９時くらいまで、２時間程

度です。

「常任理事会」は月１回開催され、喫緊の課題や長期的

な課題の進捗状況等について協議しますが、どちらかとい

うと○○○をしましょうという、執行的な機関です。

常任理事会の前には、理事長･副理事長・事務局長・組

織部長で構成される「４役会議」が開催されます。常任理

事会の前の週に開催します。

どちらの会議も傍聴が可能です。事前に事務局までご連

絡下さい。

【さらにもう一口】

事務所は金子さんの勇退で、一人しかいません。電話に

出られないこともありますご容赦下さい。

理 事 会 報 告

１９７３年の夏「新体連の活動をお願いします。」

と県の青年運動の責任者をしていたＴさんに声をか

けられました。

学生時代に新日本スポーツ連盟（当時は新日本体

育連盟）の創立宣言の草案に携わった城丸章夫研究

室に籍をおいた者としては断ることも出来ず、承諾。

高校体育教師の秋本信孝氏と千葉市内で青年運動

を組織していた徳田 稔氏と３名で引き受ける事に

しました。

当時２８歳の独身。体育教師でありながら《体育

嫌い》の私がスポーツ連盟に関わるきっかけでした。

なぜ体育嫌い？ それは日本の体育が戦前の軍隊

教育を引き継ぎ上意下達で強いものが威張る保守的

な体質があったからです。

前回の東京オリンピックで金メダルを獲得したニ

チボー貝塚大松監督の『おれについて来い』がベス

トセラーになるほどの時代でした。

それまでの県連盟（当時県本部）は青年が主体で、

広く県民に普及しようとするスポーツ団体でなく、

また体育の専門家集団でした。 “いつでも・

どこでも・だれもがスポーツを”と言うスローガン

や“スポーツは平和とともに”は私の体育・スポー

ツ観とピッタリ。

スポーツ連盟の活動がまさに私のライフワークと

なりました。以後５０年近くも連盟に深く関わるこ

とになりました。

まず始めたのは全国スポーツ祭典に千葉県から代

表選手を送り出すために県スポーツ祭典を開催する

こと、そして事務局体制づくりでした。 私達が最

初に関わった第１０回千葉県スポーツ祭典では陸上

競技・サッカー・空手・剣道・剣道など１０種目に

及び２年間ではありましたがラグビーにも挑戦しま

した。

今では当たり前になっていますが、県や市からの

後援を貰えるなどとは夢のまた夢でした。 それか

ら49年、いつの間にか喜寿を迎え、２年続けて大学

病院での入院手術となりました。

幸いにもこれからは組織力・文章力抜群の園川峰

紀理事長、そしてパソコン・ネット何でも熟す佐々

木睦昭事務局長をはじめ有能な役員が県連盟をガッ

チリ固めて頂くことになり、無事卒業することが出

来ました。めでたし。メデタシ！

それにしても皆様、癌は早期発見・早期治療が何

より大切ですよ。

事務局次長 金 子 泰 夫



 A B C D E   

A  2-0 1-1 0-2 2-0 5-3 2 位 

B 0-2  0-2 1-1 1-1 2-6 5 位 

C 1-1 2-0  1-1 2-0 6-2 1 位 

D 2-0 1-1 1-1  0-2 4-4 3 位 

E 0-2 1-1 0-2 2-0  3-5 4 位 

 

①クラブ（チーム）名 パンジー

②代 表 者 佐 藤 純 子

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）

１５～１６年前に船橋市飯山満にある地区ク

ラブで練習している仲間で結成。

３色すみれのように色々な個性の人の集まった

クラブと言う意味で命名しました。

女子のみのチームです。

会員はおよそ１０～１２名。

パンジーとして練習することはあまりありませ

んがそれぞれ他のチームで練習していて試合の時

に集合する形式をとっています。

団体戦の試合で人数が足りない時は他のチーム

にも呼び掛けています。

⑤ クラブのアピール

平均年齢も高いので、技術向上は２番目。

健康維持と.親睦を第一目標にして、明るく楽

しく卓球をすると言うチームです。

団体戦に参加して入賞を目指しています。

⑥ その他

団体戦を増や

して欲しいと思

います。

個人戦より団

体戦の方が楽し

く感じます。

奇数の試合数でなくても、得失点で順位を決め

れば良いと思います。又はセット数でも。

最後まで順位が決まらないので楽しみです。

ミックスダブルスの団体戦もありかな。

（写真は3月16日の「スリーダブルスお花大会」）

クラブ紹介

パンジー
卓 球

堀口・鎌田ペア

上野・大島ペア

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。

ご連絡をお待ちしています。

佐藤・鍋田ペア



SPORTS CALENDAR

５月 １日（日）第１５回なのはなテニス大会男女S
野球協議会リーグ戦

５月 ３日（火・祝）春季卓球大会

５月 ５日（木・祝）祭典・ミックスバレーボール大会

５月 ７日（土） チーム対抗テニス大会

５月 ８日（日） 第１５回なのはなテニス大会・混合D
野球協議会リーグ戦

春のバレーボールフェスティバル
５月１４日（土） 第49回350チーム対抗テニス大会・女子
５月２１日（土） 第１５回なのはなテニス大会 男子D

野球協議会リーグ戦
５月２２日（日） 青葉の森リレーマラソン

５月２８日（土） 第49回370チーム対抗テニス大会男子

６月 ５日（日） 野球協リーグ戦

サッカー協ミックスリーグ
６月１２日（日） 野球協リーグ戦

６月１８日（土） 男女別テニス大会
６月１９日（日） 野球協リーグ戦

サッカー協ミックスリーグ
６月２０日（月） ペアマッチ卓球大会
６月２６日（日） 野球協リーグ戦

チーム対抗テニス大会

全国勤労者スキー協議会代表者会議 ６月１２日（日）

５月 ６月

選手会とオーナー側の意見の対立（主な点

はサラリーにあるということだったが）から

今年の開会が危ぶまれてれていたところ、急

遽交渉が成立、通常から２週間程度遅れたも

のの、４月７日開幕となった米大リーグ。

とりわけ大谷翔平選手をめぐる話題は事欠

かない。その最たるものは俗称「大谷ルール」

と称する「先発投手として登板した試合では

途中で降板してもそのまま試合に出場できる」

という新ルール。

現状でこのルールの恩恵に与れるのは大谷

選手ただ一人。こんなルールをいとも簡単に

作り出すのはさすが大リーグといえる。

海の向こうでの出来事とはいえ、閉塞感漂

う世界を明るくしてくれる事から、マスコミ

が注目している事は理解できるが、そこまで

やるかという具合に各テレビ局も特設コーナー

を設ける等時間を割いて報道していますね。

一方、同じプロスポーツのサッカーも今年

秋にドーハで開催されるワールドカップ。

日本は初戦こそ躓いたものの、その後は快

進撃が続き、本線出場を勝ち取った。

しかし、日本がワールドカップ出場を勝ち

取った試合はなぜか地上波の放送はなかった

のを読者諸兄はご存じだろうか？今までは地

上波で放送していたのになぜか？その理由は

放映権料の高さにあるといいます

これまで日本のテレビ局はアジアサッカー

連盟とワールドカップ以外の大会も含め４年

で約２００億円の契約を交わしていました。

今回はその５倍。８年で２千億円と高くな

り払えなくなったといいます。この高額な契

約印を払ったのが「ダゾーン」というスポー

ツ動画配信サービス会社。

日本サッカー協会も何とか地上波放送がで

きないか、事前にダゾーンに相談したものの

ダメだった。ヨーロッパではスポーツの重要

な試合は「公共財」ととらえ、有料放送の独

占を禁じています。誰もがアクセスできるよ

うにすべきとの意識が高い。これはスポーツ

の発展から議論することが必要とい思いませ

んか？

なんだかオリンピックの放映権料が「べら

ぼー」に高く買った経緯とだぶりますおね。

スポーツもお金がないとで

きないような環境にしないよ

うに頑張る新スポ連のスタン

スをもっとアピールする必要

があると思いませんか？


