
桜の花も散り、季節は間違いなく前進している

ことを感じさせる4月17日（土）の午後、千葉県

スポーツ科学センター（千葉市稲毛区天台町）第

1研修室で2年ぶりとなる面談での形式で新日本ス

ポーツ連盟千葉県連盟（以下「県連盟」という）

第49回定期総会が、代議員17名、理事17名、監

事1名、顧問1名、オブザーバー2名、合計３８名

（36名）の出席で開催されました。

午後1時40分、大会書記・金子事務局次長の開

会宣言、その後、議長に渡辺信明さん（テニス協）

本田満さん（スキー協）の二人を選出。

資格審査担当者から定足数に達した旨の報告を

受け、園川理事長から開会挨拶。全国連盟・東京

都連盟・神奈川県連盟・埼玉県連盟のメッセージ

披露。

その後、議案書に沿って、情勢

（第１号議案）を提案者の園川理事

長、総括（第２号議案）について

は同じく佐々木事務局長、決算

（第４号議案）については竹村常任

理事、特別基金会計報告（第５号

議案）、機関誌（スポーツ

のひろば）決算報告（第

６号議案）、最後に会計監

査（第７号議案）を稲葉

監事からそれぞれ説明を

行い、若干の質疑応答に続

く採決では、出席代議員全員から賛成を頂き可決

されました。

なお、第７号議案を除く案件は報告事案という

事から拍手をもって採択されました。

15分間の休憩に続き、後半は方針（第３号議案）・

を吉川常任理事、予算（案）（第８号議案）の提

案を竹村常任理事がを行いました。

質疑応答の中で予算として計上されている「種

目事務支援費」についてはコロナ禍で大会開催が

厳しい状況から予算上の根拠を示して欲しい旨の

質問が複数の協議会からあり、県連盟からは連盟

活動を維持するためにも財政的な支えを各協議会

で行って欲しいことから計上した旨の説明があり

ましたが、各協議会の実情にあう額とすることで

予算額の変更もありうることとなりました。
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前の週の春の嵐が再び襲来する気配もあってか、

朝は晴れていた空も試合が終盤に近付くお昼頃に

は空模様が怪しくなってきましたが、3月28日

（日）花島公園球技場で2020C1リーグ最終戦・リー

グ戦の優勝を左右する一戦、「HELLCATS」対

「東和FCマインズ」戦が行われました。

なお、当該試合の審判は同じC1リーグの一員

「ワイルドマジョーラ」

が務めてくれました。

開幕試合となった昨

年9月13日は、緑の芝

生も鮮やかな稲毛海浜

公園グランドでしたが、

最終戦はグランドの芝の状態も悪く、土がむき出

しのところもある等舞台はやや寂しいものがあり

ましたが、そこは両チームの熱いプレーが十分に

カバーしてくれました。そして、風がやや強くな

りだし、グランドからも砂ぼこりが舞い上がる中

で午前9時半にキックオフ！

前半戦の試合展開は「HELLCATS」が終始

「東和FＣ」を圧倒。

開始早々からゴールに殺到する「HELLCATS」

イレブンのシュートがさく裂。試合開始後4分後、

6分後に華麗なパスワークで立て続けに2点をゲッ

ト。

「東和FC」も反撃に出るも、ことごとく攻撃の

芽を「HELLCATS」の堅いデイフェンス陣に阻

まれ、なかなかボールを支配できない。

そうこうする内に「HELLCATS」のフォワー

ドがヘッドで合わせ3点目、フリーとなったとこ

ろにうまい具合にパスが通り4点目をそれぞれゲッ

ト。

試合中ほぼ７割から８割近くボールを支配して

いました。そして前半終了間際にもゴール前の混

その後、各協議会から

2020年の活動報告と2021

年度の企画を兼ねた発言

が続きました。

どの協議会もコロナ禍

の中で工夫を凝らして取

り組んできた内容に参加代

議員からも笑みがこぼれる一幕も。

野球協では審判の高齢化が叫ばれる中、何とか若

い審判を獲得しようとあの手この手を使って40台の

若い？人を迎え入れた事。テニス協では年間48大会

を運営、千葉市以外のコートを確保し新規大会を企

画している、サッカー協ではコロナ対策をしっかり

と行い加盟チームを増やして今年度は登録費も支払

えるようにしたい等々コロナ禍でも工夫を凝らして

大会運営・協議会運営を図っている

ことが窺える報告が相次ぎました。

一方、この1年間、大会そのもの

が出来なかった協議会もあるなど、

私達を取り巻く情勢は今後も厳しい

ことが予想されたことから、各協議会とも情報交換

を密にしてこれからの１年を乗り切っていきたいと

いう事は全員の胸に刻まれた総会でした。

最後に方針・予算について採択となり、代議員の

賛成多数で可決。2021年度のスタートを切ることと

なりました。

【園川 記】



戦から5点目をもぎ取る。

このままいったら二桁得点は行くんじゃないか？

と思わせる

試合展開で

した。 一

方、対戦相

手の「東和

FC」はこの

まま終わってしまったんでは悔いが残ってしまうと

いう思いもあってか、終了間際には「HELLCATS」

陣内でボールを回す時間も作ることが出来ましたが

ゴールネットを揺らすことはできませんでした

午前10時15分後半戦開始。「HELLCATS」は4人

の選手交代を行い更なるゴールを狙ったが、前半戦

と違いなかなか「東和FC」のゴールネットを揺ら

すことが出来ない。「東和FC」の動きは前半戦と比

べると、選手の動きにも切れが目立ちシュートの回

数も増えてきたが、それを上回る「HELLCTAS」

フォワード陣のシュートの嵐に翻弄され、試合終了

5分前に6点目を献上してゲームセット

試合終了後、HE

LLCATS監督に勝

因を尋ねると「グ

ランドコンデイショ

ンが良くなかった

のでパスコースを

確保するためにキチ

ンとボールを止める

ことを心掛けたこと

でしょう。」

前半戦の勢いから

後半戦はもっと点が取れたのでは？との問いには

「いや～油断でしょうかね？次年度のリーグ戦でも

優勝を狙いたい。」油断さえなければ来期も優勝戦

線の常連となると思われます。

一方、破れた東和FC監督は「HELLCATS さん

は今回のリーグ戦で初めて実戦で闘いましたが強い

ですね。来期リーグでは私たちももっと強くなって

参戦します。」来期のC1リーグも熱い戦いが期待で

きそうです。

この試合の結果、暫定

1位だった「FCミラノ」

は5勝1敗2引き分けで勝

ち点１７。一方、暫定2

位だった「HELLCATS」は6勝1敗1引き分けで勝

ち点19となり、2020年度C1リーグ優勝の栄冠に輝

きました。

今年5月末に開幕する2021年度C1リーグ戦も熱

い戦いが期待されます。

（文責： 園川 記）



新日本スポーツ連盟は、３月２０日、東京オリンピック、
パラリンピックについて、国民の大多数がコロナ禍との戦い
に疲弊している現状を鑑み、その開催を再考する必要が

あるのではないかとの声明を会長・理事長名で発表しまし
た。 以下その全文を掲載いたします。
（「クラブ紹介」は都合によりお休みさせていただきます）

東京オリンピックは“開催ありき”の準備ではなく、 国民の声に応えうる方針への再考を求める
２０２１年３月２０日

新日本スポーツ連盟 会 長 石川 正三

理事長 長井 健治

新日本スポーツ連盟は、２０２０年東京オリンピックを誰もが祝福できる平和と友好の祭典として開催できるよ

う、ＩＯＣ、ＪＯＣ、組織委員会、東京都に働きかけてきました。それは、他の世界大会などと違ったオリンピッ

ク・ムーブメントという基本理念の実現にあるからです。

これまでオリンピックは、紛争など幾多の苦難を経験してきました。戦争、東西冷戦下での大会ボイコットの応

酬、人種・民族・ジェンダー差別、ドーピング、買収など。そして今、新型コロナウイルス感染症のパンデミック

によってはじめての延期を経験し、延期した大会の開催自体が困難に直面しています。

しかし、菅義偉首相は「人類がウイルスに打ち勝った証として、東京大会の開催を実現する決意だ」（２０２１

年１月１８日施政方針演説）と自分が主催者であるかのような発言をしており、また3月10～12日に開かれたIOCオ

ンライン総会でトーマス・バッハ会長は、「7月23日に開会式が開かれるかどうかを疑う理由はない。問題は開催す

るかどうかではなく、どのように開催するかだ」と菅首相と口裏を合わせる発言をしています。

また、２月3日のＪＯＣ臨時評議員会で、森喜朗前組織委員会会長が「女性がたくさん入っている理事会は時間

がかかる」「組織委員会の女性理事はわきまえておられる」などの女性蔑視発言をし、4日の記者会見で言葉では謝

罪したものの、記者の質問に対して不快感をあらわにして謝罪の態度が認められるものではありませんでした。こ

の森前会長の謝罪会見を受けてトーマス・バッハＩＯＣ会長は「この問題は決着した」と擁護し、幕引きを図ろう

としましたが、その後、選手や有識者、大会を支えるスポンサー企業などから批判や非難の声が上がりました。さ

らに、大会に欠かせないボランティアや聖火ランナーを辞退する人が相次ぐなど波紋は広がり、急遽ＩＯＣは２月

９日に公式の声明で、「森会長の発言は完全に不適切なものだ」と一転して厳しいことばで非難するという混乱を

示しました。

以上のような「開催ありき」の発言やその対応は、まだ新型コロナウイルス感染症が世界中で猛威を振るってい

る中で、それへの具体的な対策を示すことなく行われたものであり、「人間の尊厳の保持に重きを置く平和な社会

の推進」をめざすオリンピック精神とは相いれないばかりか、選手・コーチ陣、役員、ボランティア、医療関係者

等の生命と安全を無視したものと言えます。

また、世界各国での参加選手の選考にあたっても、ランキング決定大会の開催が延期されたり、代表選手選考大

会が遅れているのが現状であり、こうした事態が公平・公正で選手第一の大会に疑問を抱かせるものになっていま

す。

コロナ感染防止に向けて日本でもワクチンの接種が始まっていますが、医療関係者15万人弱への１回目の接種が

行われたにすぎず、今後の状況が見通せません。オリンピック・パラリンピック開催で必要とされる医療従事者は

１万人程度と言われていますが、全国の病院での一般受診を制限してコロナ対応を行っている中で、それが可能で

あるのでしょうか、またそれが国民から支持されるのでしょうか。

このような状況の中で今年1月、2月に行われた共同通信の「世論調査結果」では、開催すべきは１４％で、再延

長と中止すべきは８０％を超えています。

オリンピックの存在意義は、単なる世界大会ではなく“平和と友好の祭典”にあり、スポーツを通じての友情、

連帯、フェアプレーの実践がそこに認められるからこそ、アスリートのパフォーマンスに“感動”が生まれ、人々

の“生きる力”になりうるのです。

私たちは、ＩＯＣ、組織委員会、東京都が検討の内容について正確な情報公開をおこなうとともに、“東京オリ

ンピック開催ありき”で準備を進めるのではなく、開催中止も含めた、国民各層の声に応えうるような討論と合意

を目指すことを強く求めます。



総会が終わり、第１回となる常任理事会が５月２０日に

開催されます。

知っているようで知らない常任理事会について・・・

常任理事会のメンバーは、９名です。

理事長：園川（ミックスバレー）

副理事長：田久保（野球）、本田（スキー）

事務局長：佐々木（スキー）、事務局次長：金子（ﾗﾝﾆﾝｸﾞ）

常任理事：吉川（バレー）、吉田（テニス）、竹村（卓球）

日野（ウォーキング・卓球）

この９名が毎月第３木曜日に県連盟の事務所に集まり

（今はオンライン参加もあり）その月の活動について確認

し、次月の活動予定を打ち合わせします。

常任理事の多くは、県連盟以外の役員も兼ねておられる

か違いますし、まだ仕事に就いて勤務されている方もいま

す。

スポーツが好きだから、常任理事もやっているのですが、

県連盟の仕事や他の仕事に追いまくられ、自分の種目に没

頭できない日々が続いています。

具体的には、ホームページのアップロードや機関紙であ

る「SportsNetちば」の取材、原稿執筆や印刷。

全国大会があるときは挨拶やその準備。

全国連盟の各種会議への参加。

千葉県や千葉市の担当課との懇談。

スポーツ連盟機関誌の発送。

事務機のリースや事務所の賃貸契約。

各種目別組織とともに、スポーツセンターやその他の会

場確保。

各種大会参加者からの問い合わせにに対する応対。

などなど数えてみると結構な仕事をこなしています。

悩みは、後継者不足でしょうか。大会や各種スポーツシー

ンで、第一線にこだわっている人には厳しいようで、なか

なか次代を担う人にバトンタッチができない悩みがありま

す。

そんな苦労をしても、常任理事を続けている皆さんにエー

ルを！

問題点や課題はあるも、

良いとこどりを模索しながら進めたい

～テニス協議会の運営試行錯誤～

テニス協の運営は長年Ｗ氏、Ｙ氏のお二人を中心

に行ってきていました。

ところが運営の中心を担ってきたＷ氏が2017年夏

に長期入院する事態となりました。会員のことを考

えるとテニス大会は中止できないことから、この

「緊急事態」の際には新スポ連事務局に助けを求めて

乗り切ることが出来ました。

この時の反省を踏まえ運営委員会（以下「運委」

という。）の強化が必要と考えました。

私がそうであったように総会に出席した人は運営

委員に抜擢しやすいと思い、総会への参加を促すた

め次のような改善に取り組みました。

変更前：会員リーダ宛てに開催日時、場所を記載し

た往復はがきを出す。

変更後：具体的な議題及びチーム対抗へ優先参加を

追加。

結 果：総会出席者は徐々に増加。

2019年総会はそれまでと比較すると倍以上の出席

を得るも2020年総会はコロナ禍の為、残念ながら中

止。

2020年春再びＷ氏入院を契機に、次の4点を強化し

ました。

①大会申込者リスト化

②大会プログラム作成後ＨＰ掲載

③大会運営

④大会結果と入賞者写真HP掲載を増強。

2020年度の活動はコロナ感染防止のため5月までの

大会は自粛。6月緊急事態宣言解除後から徐々に大会

を再開。

テニス協会員から『大会開催してほしい』『ストレ

ス発散したい』との声を聞き、他のテニス団体等か

ら情報収集を行い、良いとこどりをピックアップ。

例えば、他テニス団体や病院は、車中待機の事例

がありましたが車中待機はコロナ対策としては良い

ものの、アイドリングは環境に良くないので不採用。

時差集合、非接触体温計による検温、健康チェッ

クシート等を採用し大会運営を行っています。

県スポーツセンターでの大会開催時における応援

者対応や運委スタッフ分担での配慮不足等まだまだ

問題点や課題も多く抱えているテニス協ですが、今

後も情報収集を図り、良いところどりを行い、試行

錯誤しながらコロナとも向き合っていくつもりです。

最後に、持病を抱えながらも長年も頑張ってきた

Ｗ氏の尽力には敬服します。

千葉県テニス協・理事 庄司 秀則

常任理事会報告



SPORTS CALENDAR

５月１日（土） なのはなテニス大会・年齢別男子D
５月２日（日） 野球協議会リーグ戦
５月３日（月・祝）テニス協なのはな大会

５月５日（水・祝）テニス協・なのはな大会

祭典・ミックスバレーボール大会
５月９日（日） 野球協議会リーグ戦

春のバレーボールフェスティバル
テニス協ペアチーム対抗戦

５月１６日（日） 野球協議会リーグ戦
５月２２日（土） ペアマッチ卓球大会

なのはなテニス大会
５月２３日（日） 野球協議会リーグ戦

青葉の森リレーマラソン
５月２９日（土） チーム対抗テニス男子

５月３０日（日） 野球協議会リーグ戦

テニス協議会総会 ５月１５日（土）

６月 ５日（土） 男女別３ペアチーム対抗テニス大会
６月 ６日（日） 野球協議会リーグ戦
６月１２日（土） 祭典・テニス大会・男子ダブルス

６月１３日（日） 野球協議会リーグ戦

混合Ｄ３ペアチーム対抗テニス大会
６月１９日（土） 祭典・テニス大会・女子ダブルス

６月２０日（日） 野球協議会リーグ戦

６月２６日（土） 女子Ｄ・混合Ｄ男子Dペア
チーム対抗テニス大会

６月２７日（日） 野球協議会リーグ戦

5月 6月

3月25日に福島をスタートして現在日本全国を
回っている2020東京オリンピック“聖火リレー”！連
日メディアで喧伝されています。
大会組織委員会が「密」を避けるように呼びかけ
ていますが、沿道には聖火ランナーを一目見ようと
そんな注意はどこ吹く風といった様子で大勢の観客
が詰めかけていますね。
SNSに流れた画像をみると聖火ランナーの姿はど
こに？目に入るのはスポンサー企業の宣伝カーや多
くの車列が殆ど。
更に、宣伝カーの上では、マスクも付けないで大

声でリレーを盛り上げるMCの姿が写っています。最
もこの動画は一定時間を超えると消えるという事で
すので今も観ることが出来るかどうか？
聖火リレースタート前のことになりますが、今年2

月上旬に大会組織委員会・森喜朗前会長の女
性蔑視発言や収束が見えないコロナ禍が心配で
聖火ランナーを辞退する人が相次ぎました。
しかし、一旦聖火リレーが始まれると、そんなことを
すっかり忘れて狂喜乱舞になるとは日本人はホント
にお人好しなんだな？と関心するやら、情けなくな
るやら。

ところでこの聖火リレーが何時ごろ、どんな目的で
始まったのかご存知でしょうか？
1936年ナチス支配下のドイツ・ベルリンオリンピッ
クでヒットラーの右腕といわれ政権の宣伝相を務め
たゲッペウルスらによって「聖火」という言葉が初めて
使われ、当時のドイツメディアによって広まられ、ギリ
シャで採火されバルカン諸国を経由してナチスの国
威発揚に貢献したと言われています。
最も近代五輪では1928年アムステルダム大会会
場で期間中燃やされたのが最初でナチスに利用さ
れた「聖火」でもなくリレーもなかったそうです。
64年の東京大会の際にも聖火リレーを巡り一定
の論議はありましたが、そんな議論を封じ込め実施
した経緯があるそうです。
ここ数十年の五輪は、土建企業や巨大広告会
社が儲かる利権構造やテロ対策を理由にした監視
社会化等で民主主義への脅威になっていると指摘
する識者の声もあります。
嘘で固めた東京五輪、IOCの
ごり押しが目立つ東京五輪、聖
火リレーの報道を聞くに付け益々
疑問符が湧き出る筆者の頭のな
かです。。。

聖火リレーの起源をご存知ですか？
源流はナチス？？？


