
年が明けて約1か月が経ち、10年に一度の寒波

もあり、めっきり冷え込みが厳しくなった1月29

日（日）千葉公園体育館で冬季卓球大会（団体戦）

が開催されました。

会場となった千葉公園体育館は築後50年を経て

老朽化が目立ち、あちこち不具合があり、更に当

日の冷え込みも手伝い「寒いのでユニフォームの

上からジャージーを着てプレーしても構わないか？」

との問い合わせも。しかしながら、背番号等の掲

出は相手選手への礼儀でもあるので「ここはルー

ルでもあるのでちゃんと背番号は見えるように」

とお願いする一コマも。

また、本大会は参加チームを80チームに絞った

結果、申し込みを受けた115チーの内35チームに

参加の断りをしなければならなかったこともあり、

「超」難関の参加枠を潜り抜けた選手たちは、「寒

い、寒い」と震えながらも、嬉々として白球にそ

れぞれの思いをぶっつけて熱戦を繰り広げていま

した。

会場でいくつかのチーム、特に女子チームの方々

にインタビューしたところ、「卓球を長く続けてこ

られたのは仲間のみんなと会える事かな？ 後、

家族の理解かな？」と異口同音に応えてくれまし

た。

また、会場となった千葉公園体育館については

「使い勝手は良いが駐車場が少なく駐車場所の確保

に苦労している」との声も。

卓球には全く門外漢の私（園川）ですが、県連

盟でも有数の会員登録数を誇る卓球協議会の皆さ

んが、大会を毎回開催するために時には激しい議

論を交わしながらも嬉々として運営し、かつ自身

もプレーヤーとして競技を続けている「元気の素」

を垣間見る思いがしました。

なお、長年スポーツ愛好者に利用されてきた千

葉公園体育館は、今年4月中旬に供用が始まる

「（新）千葉公園体育館」にその座を譲り役目を終

えることとなります。新年度新しい体育館でのプ

レーが待ち遠しいですね。

大会結果等の詳細は新日本スポーツ連盟千葉県

連盟のHPにアクセス。リンク先の卓球協議会に掲

載されていますので関心がある方はそちらをご覧

ください。
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年明け早々、1月15日（日）磯辺スポーツセ

ンター体育館で第31回ミックスバレーボール新

春大会が4チーム(SIMPLE/Black・SIMPLE/White・

MADAMAN・Reversible）参加で開催されました。

毎回のことながら、なかなか参加チームが少

なく今回も直前まで募集を募りましたが、前記

のとおり4チームの参加となり、当初考えてい

たリーグ戦、その後決勝トーナメント戦を行う

プランから4チーム総当たりリーグ戦へと変更。

試合形式も25点先取、2セットマッチ、ジュー

ス無し、勝ち点制を導入。各チーム3試合を行

うことで開催にこぎつけました。

午前8時半過ぎにはほぼ全メンバーが集合。

ウォーミングアップを行い、午前9時半のプロ

トコールに向けて始動開始。第1試合は、昨年

末浜松市で開催された第17回全国大会出場の

「Reversible」と「SIMPLE/Black」の対戦。出

だしは両チームとも譲らず一進一退の攻防が続

くも、1セット目

は「SIMPLE/Black」

が25対20で制し、

続く2セット目も2

5対18で連取。第2

試合は「SIMPLE/W

hite」対「MADMAN」。

常連チーム「BURST」のメンバーを中心とし

て編成でされた「MADMAN」が2セットとも連取。

中でも圧巻だったのは、第2試合「MADMAN」対

「SIMPLE/White」での8連続サービスエイスポイ

ントを見せてくれた女子選手のパフォーマンス。

コート内の選手

達からも思わず

感嘆の声が上が

りました。

その後各チー

ム順調に試合を

こなし、3位と4

位は確定したものの、優勝は2勝0敗の｢MADMAN」

対1勝1引分の「SIMPLE/Black」との最終戦に持

ち込まれました。1セット目はシーソーゲーム

の末「SIMPLE/Black」が制する結果に。この結

果、2セット目を「SIMPLE」が勝てば2勝1引分。

一方、「MADMAＮ」が負ければ2勝1敗となり、得

失点差でどちらが優勝となるか結果次第となり、

目の色が変わったMADMANのメンバー。2セット

目を25対18で制して引分けに持ち込み、都合2

勝１引分けで優勝。「SIMPLE/Black」は１勝2引

分けで準優勝となりました。 凍える寒さの中

での大会、参加チームも少ない大会でしたが選

手たちが見せてくれた熱いプレーで暑くなりま

した。

（文責 園川）

リバーシブル対MADMAN2

準優勝チームと3位チーム、

SIMPLE （Black & White）



わかった!こんなに楽に滑れるんだ・

栃木スキー協スキーフェスティバル

1月28～29日、栃木スキー協議会主催のスキー

フェスティバルin奥利根・ノルン水上に、千葉か

ら3人で参加しました。初日は奥利根スキー場、夕

べから降り続く雪でゲレンデ整備されたはずが、

ふかふかのコンディション。

自由に滑ることもできましたが、せっかくなの

でレッスンを受けることにしました。インストラ

クターは森康夫・元スキー協デモです。

レッスンの内容は、今年の全国スキー協の技術

テーマ「ターン後半の足場を確保し、切り替え時

に前に出て、ターンポジションまで行くことで、

谷回りターン技術につなげる」です。

詳しく話すと紙面を独占してしまうので省きま

すが、板をプルーク(ハの字)にした滑りから、パラ

レル(板を平行)の滑りまで共通する技術を学ぶもの

でした。

参加者の感想です。「ゆるい斜面では、そんなに

やらなくてもいいと今まで思っていたけれど、キ

チンとやることで急斜面でも楽に滑ることができ

ることがわかった。目から鱗ですね。」

夜は自己紹介と、私がみんなの滑りを撮影した

ビデオ(盗撮ではない)を観て盛り上がりました。

2日目は、ひとりは仕事の研修のため朝帰り、ふ

たりは会場のノルン水上に行く途中で道路事情の

関係で、やむなく帰ることになりました(人身事故

ではありません)。残念。

わたくし指導員として千葉で頑張っていますが、

同じ技術テーマでも人が違い、言葉が違うと生徒

さんの受け止めが変わることを知り、とても新鮮

で勉強になりました。

さて翌週は北海道スキー協のフェスティバルに

行って、楽しく学んできます。 （文責 本田）

新年会に、レベルアップに

新潟スキー協イベントに２週連続参加

昨年度の合同スキーですっかりおなじみとなっ

た魚沼市の須原スキー場に２週連続でお邪魔しま

した。

１月７日から９日の１回目。

この日は新潟県スキー協の新年会。個性あふれ

る皆さんに交じって、千葉の面々も楽しく参加。

ちゃっかり景品もゲットして帰りました。

晴天だった１回目とは大違いの２回目は、雨雨

雨、１月１４日から１６日の３日間雨に降られ続

けました。雨にも負けないレベルアップ講習を経

験してきまし

た。

このほか２月５日開催された北海道のフェスティ

バルにも参加、全国を神出鬼没に駆け回りました。

来
年
の
参
加
も
約
束

し
な
が
ら
、
は
い
ポ
ー
ズ

雨天の講習で

は収穫も格別。

みっちり練習し

ま し



新日本スポーツ連盟千葉県連盟では、毎年み

なさんの声をもとに、千葉県と千葉市に対し予

算や施設関係の要望書を提出しています。

今年度は、昨年12月に提出しました。議会開

会中ということや千葉県の組織改正もあり、回

答が遅くなってしましましたが、1月11日に千

葉県から文書回答があり、千葉市からの回答は

１月３１日に面談の上直接回答を受けました。

面談は千葉市市民局生活文化スポーツ部長の

挨拶で始まり、スポーツ振興課長、副課長、課

長補佐、主査などのみなさんと県連盟からは園

川理事長、佐々木事務局長、吉田常任理事（途

中出席）が出席して行われました。

要望内容を整理して、文書でも回答頂きまし

た。

千葉県の回答全文

「スポーツ施設改善等の要望について」のう

ち、千葉県総合スポーツセンターに関する 御

要望については、施設を所管している千葉県環

境生活部スポーツ・文化局競技スポーツ 振興課

長からお答えします。

施設利用については、県主催の行事などの主

要な行事を優先して予約調整した後に、例年２

月頃に開催している行事調整会議で施設利用を

決定しています。

施設内の備品については、老朽化の著しいも

のや競技大会で不足している備品から随時 更

新しております。

また、総合スポーツセンター内の多くの施設

でも老朽化が進んでいるため、計画的に施 設

の改修を実施しております。なお、庭球場は、

クラブハウスの建替工事に着手しており、 体

育館については、令和10年度中の供用開始を目

指して、建替えを進めているところで す。

県予算につきましては、千葉県ホームページ

から御確認をお願いします。

今後もスポーツ関係団体との連携・協働を図る

よう努めるとともに、引き続き予算確保 に努

めてまいります。

「スポーツ施設改善等の要望について」のう

ち、美浜ふれあい広場スポーツ施設に関する御

要望については、施設を所管している千葉県印

旛沼下水道事務所萇からお答えします。

美浜ふれあい広場については、処理場内部に

損傷が発見されたため現在閉鎖していると こ

ろです。

今年度(令和4年度)は、安全性確保のための

応急処置や損傷箇所の修繕のための設計 業務

を進めています。

来年度(令和５年度)は、損傷箇所の修繕工事

を実施するとともに、構造物の安全性を 確認

するため、損傷箇所以外の施設の調査を行う予

定です。

利用再開時期等は、この調査結果に基づき判

断し、千葉県ホームページに掲載させていただ

きます。

【県連盟の見解】

・質問要望に対し、回答が不足しているもの

がある。

・スポーツ関係団体との連携協働について、

その主旨に照らし千葉県のホームページに

新日本スポーツ連盟千葉県連盟の紹介も掲

載してほしい。

＊コロナ禍の元、直接面談しての懇談が出来

ていない状況があります。

次年度に向けては、面談を基本として要望

を伝えていきたいと考えます。

千葉市の回答要旨

千葉市からは、前述したとおり文書での回答

を頂きました。加えて課長が高額な空調費が問

題になっているポートアリーナについて「興行

用の施設のようなもの。市民体育館といった性

格の施設ではない。」「新しい公園体育館は、料

金設定も含め、市民のための体育館という位置

づけをしている」など、これまでの懇談の中で

は聞けなかった回答を聞くことも出来ました。

詳細は小紙で後日掲載予定。



１月２０日(金)今年度８回目となる常任理事会を

県連盟事務所で開催しました。

報告事項

・1／８ 千葉県行事調整会議資料提出

・1／13 千葉市スポーツ施設利用調整会議資料

提出

・１／20 千葉土木事務所にリレーマラソンの為

の占用申請及び内行為申請を提出

協議事項

・2月4日の千葉県行事調整会議出席者の選任

スポーツ科学センター：田久保

野球場（軟式・硬式）：田久保、脇村、岡本、

進藤

武道館：佐藤、八木、金子

・千葉市スポーツ施設利用調整会議出席者の選任

体育館：吉田、園川

庭球場：伊東、固本

野球場：脇村、田久保

・2月11日全国評議会

田久保副理事長が参加

・全国連盟から組織現勢調査と都道府県連盟活動

アンケート調査の要請が来ている。

内容を確認のうえ回答をする。

・竹村財政部長より

12月末で会計年度が終了したことから、会計監

査の手続きに入りたい。事前に決算資料を確認

頂きたい。

何とか赤字を出さないで決算を迎えることがで

きた。しかし、寄付金に頼る部分が多いことな

どまだまだ課題が多い。

テニスと卓球で会員数を伸ばして頂けたのが、

赤字にならなかった大きな要因だった。

常任理事会 報告

こんにちは。サッカー協議会・磯部です。

今回は「サッカーに見るナショナリズム」につい

て考えてみたいと思います。

初の冬開催となったQatar（カタール）ワールド

カップは、アルゼンチンの優勝で幕を閉じました。

アルゼンチンを戴冠に導いたメッシ選手は、現役

最後のチャンスと言われる大会で、見事同国を優勝

に導きました。その物語はとても美しいものでした。

しかし、世界のサッカー界に目を転じると、そこ

には貧困、内戦や移民といった重い歴史を抱えてい

る選手が数多く存在します。

サッカーをスポーツとして語れば、信じがたいシュー

ト、すばらしい連携（日本がそうでした）等々に目

を奪われがちですが、華々しい光景の裏には既述の

とおり重い歴史が存在します。

ロシアによるウクライナ侵攻は、世界にセンセー

ショナルとナショナリズムの嵐を吹き荒れさせ、民

族問題が社会を引き裂く中、そのような歴史を抱え

るナショナルチームはどのように感じたのか、考え

てしまいます。

メッシも長い間、アルゼンチンのナショナリズム

に苦しめられてきました。

サッカーの世界には、日本人には計り知れない熱

狂的な国が存在します。そのひとつがアルゼンチン

です。アルゼンチンがワールドカップで優勝を逃す

たびに、ワールドカップ優勝杯を掲げたマラドーナ

には遠く及ばないと揶揄されました。そして熱狂は

大きな恨みとなり、メッシに向けられてきました。

人々は過去の栄光を上回る過大な期待をメッシに寄

せました。

ナショナルチーム以外で多くの栄冠を手にしてき

た選手だからこそ、メッシの双肩にのしかかるプレッ

シャーは相当のものだったでしょう。

そしてついに、アルゼンチンを優勝に導いたメッ

シは、マラドーナと同質、かつナショナリズムを超

えた存在となったのです。

一方、ウクライナ侵攻は、サッカーに関わる多く

の人たちを翻弄しました。サッカーが秘める大いな

る力がウクライナ紛争に終止符を打ち、かつナショ

ナリズムを超える姿を、今後も進化していくだろう

サッカーを通して見ていきたいと思っています。

（サッカー協議会代表 磯部 宙）



SPORTS CALENDAR

２月 ４日（土） テニス 男女別Ｄ３ペアチーム対抗

２月１８日（土） 野球 協議会総会

２月１９日（日） 野球 審判講習会

２月２３日（木） テニス 第５２回３７０チーム対抗男子

２月２５日（土） テニス 第５２回３５０チーム対抗女子

２月２６日（日） テニス 第４１回春季大会男子Ｄ

２月 ４日 千葉県行事調整会議

２月１１日 全国連盟評議会

２月１１日 千葉市施設利用調整会議（体育館・庭球場）

２月１８日 千葉市施設利用調整会議（野球場）

３月 ４日（土） テニス チーム対抗

３月 ５日（日） 野球協 リーグ戦

３月１１日（土） 春季テニス大会

３月１２日（日） 祭典・空手大会

野球協 リーグ戦

春季テニス大会

３月１５日（水） 卓球スリーダブルスお花大会

３月１９日（日） 野球協 リーグ戦

春季テニス大会

３月２１日（火） 野球協 リーグ戦

春季テニス大会

３月２６日（日） 野球協 リーグ戦

春季テニス大会

２月 ３月

スポーツ庁が昨年末発表した小学5年と中

学2年の2022年度「全国体力・運動能力、運

動習慣等調査」（全国体力テスト）によると、

実技テスト8種目の成績を点数化した「体力

合計点」は2019年度以降低下、2008年度の調

査開始以来、小中男女とも過去最低となった

そうです。

低下の要因ついてはスポーツ庁は、運動時

間がコロナ禍以前の水準に戻っていないこと

や肥満の増加、生活習慣の変化等を理由とし

て挙げています。なお、体育の授業を除いた

総運動時間の調査では420分以上（7時間）と

答えた割合は小中男女とも前回から増加した

が2019年の水準には戻っていないそうです。

一方、経済的困難を抱える子供たちを支援

する団体が、小学生の直近1年間に行ったス

ポーツや習い事について調査した結果、収入

が300万円未満の世帯では、約3割が「何もし

ていない」と答えたと言います。

回答の中には「野球チームに入らせてあげ

たいが，一人親の為、経済的に余裕がなく道

具やユニフォームが用意してあげられなかっ

た」等辛い胸の内が寄せられています。

このように経済的余裕や付き添いなどの時

間的余裕がないというのが主な理由として挙

げられています。「体験の貧困」は格差の固

定化に繋がる重大な問題です。

スポーツ庁の調査結果と併せ考えると、運

動時間が減ったのは単純にコロナ禍のせいだ

けではなく、子供たちの保護者の収入も大き

く影響があるという思いを強くしました。

又、スポーツ庁が進める「部活動の地域移

行」も当初の予定では2025年度までに移行す

るという目標だったものが、地域の受け皿が

ない等の批判が続出し「地域の実情などに応

じて可能な限り早期の実現を図る」と軌道修

正を余儀なくされています。

非正規雇用が働く人の半数を超えるという

現状からスポーツをしたくても時間的にも経

済的にも余裕がない、この状況を変えない限

りは子供たちの体力向上も繋

がらないと思うのは筆者だけ

ではないと思いますが、読者

諸兄のご意見は？


