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今年で４６年目を迎えた大阪スポーツ祭典は、各種目大会とも予選がたけなわとなっています。
テニスは、６月７日（日）に神崎川ダブルス大会を皮切りにして１０か所でシングル、ダブル
ス、ミックスダブルスの予選が開催されています。すでに予選を終えた大会で、男子シングルス
８０人、壮年男子シングルス ３１人、女子シングルス ２９人、男子ダブルス ３９チーム ７
８人、女子ダブルス ２９チーム ５８人、ミックスダブルス ２１チーム ４２人、
合計３１８人の参加となっています。そして、各大会の優勝者は、９月２３日（祝）長居公園テ
ニスコートで府大会が行われ、全国代表が決まります。
野球大会は、４１チームの参加でベスト４が決まり、８月９日（日）守口市民球場で準決勝ブ
ラックビーストＶＳ庭代台ブレクス、増田工務店ＶＳ戦国で争われます。
サッカー大会は、６月７日より一般の部１７チーム、シニアの部１８チームで予選リーグが開
始され、１０月１１日（日）に一般の部、１１月１５日（日）にシニアの部の代表が決まります。
バレーボール大会は、８月２６日（水）に抽選会が開かれ、９月１３日（日）、２０日（日）
に大阪府臨海スポーツセンターで試合が予定されています。
卓球大会は、８月２３日（日）団体戦を堺市美原体育館、個人戦は９月２０日（日）堺市大浜
体育館で大阪大会が開催されます。
陸上競技大会は、１０月４日（日）に大阪府服部陸上競技場で開催され、８月５日に１，００
０人を超す愛好者、クラブに案内状が発送されました。

今年も知事賞状、府教育委員会賞状、大阪市長楯が出ています。
大阪スポーツ祭典は、大阪府・同教育委員会、大阪市・同教育委員会、富田林市・同教育委員
会、の後援を受けて開催されています。
また、大会優勝者には知事賞状と大阪市長楯が出されています。
・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・・・
・・・・・・
・・・・・・

２００９年度 全国競技大会へ行こう！
今年の全国大会は、２年に１度の競技大会となっており、開催地が分散しています。
大阪スポーツ祭典で優勝されたチーム選手は下記の日程で開催される全国競技大会への出場
権を得ており、ぜひ大阪代表として、がんばっていただきたいと願っています。
０９年度全国競技大会開催一覧
種

目

水泳

11 月 3 日

テニス

11 月 21～22 日

開催県
東京都（都大会
を兼ねる）
福岡県

野球

11 月 14～15 日

大阪府

10 月 24 日
9 月 26 日
11 月 29 日（予）

神奈川県
静岡県
奈良県

11 月 21～22 日

埼玉県／東京
都

東日本

9 月 22～23 日

神奈川県

西日本
東日本
西日本
ファイナル

ナシ
11 月 22 日
11 月 1 日、22 日
12 月 6 日
12 月 5～6 日
11 月 21～22 日
11 月 14～15 日
11 月 22～23 日

宮城県
大阪府
兵庫県
静岡県
岩手県
兵庫県
静岡県

ウォーキング

開催日

関東
東海
関西

バレーボール

ソフトボール

サッカー
バドミントン
卓球
ミックスﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

一般の部
マスターズの部

施設名
辰巳国際水泳場
春日公園テニスコート
舞洲、南港中央、久宝寺、山本の各
球場
生田緑地集中
豊橋自然歩道
浦和駒場体育館
蓮田市民総合体育館
柴崎体育館
酒井ｽﾎﾟｰﾂ広場(1 日目)
玉川球場(２日目)
宮城スタジアム
舞洲運動公園
ユニバーシアード記念競技場
浜松アリーナ
水沢総合体育館
グリーンアリーナ神戸
湖西市アメニティプラザ
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７月ウォーキング

泉佐野を歩く！
７月１９日（日）、天候は曇り、
暑さのためか参加者が２８人でし
た。
ＪＲ阪和線日根野駅から関空の
近くのりんくうタウンまで歩きま
した。
今回の最大の目的は、泉佐野漁
港青空市場の昼食です。途中コー
スを間違えてやっと青空市場に到

着です。
早速昼休憩となり、市場の中を見て廻りました。
新鮮な魚介類が各店に並べられ、どれを見てもおいしそうです。
市場の中は、人で行きかうのもやっと。そこでまずはお寿司屋さんに入り、６人全員がマグロ

尽くしのお寿司を注文。泉州名物水ナスとアナゴの天ぷらも『おいしい、おいしい(^○^)』とほ
うばって楽しい昼食となりました。
昼からは、りんくうタウンへ。りんくう公園に向かい、何やらビートのきいた音楽にお姉ちゃ
ん２人が踊っていました。
ここで記念スナップを撮り
りんくうタウンの駅広場でス
トレッチをして解散。
９月例会の「六甲から有馬
を歩く」の説明があり、六甲
でまた逢いましょうとそれぞ
れグループで行動していきま
した。

＝９月例会

案内＝

「初秋の六甲から有馬を歩く」（7.9ｋｍ）
日時

９月２０日（日）

集合

９時３０分 阪急六甲駅改札前
バスで六甲ケーブル下駅→ケーブルで六甲ケーブル山上駅→ゴルフクラブ→
凌雲台→六甲山山頂→住吉道→有馬解散

＃＃＃＃＃＃＃

＃＃＃＃＃＃＃

７月度

＃＃＃＃＃＃＃

理事会開く！！

第４３期第１回府理事会を７月２４日（金）に開催しました。
理事１４人中１１人の出席で新しい理事会のスタートです。
加山勝久財政部長の議長で、議事が進められ、渡辺理事長が総会の労をねぎらう挨拶があり、
その後、川野事務局長より討議要項にしたがって定期総会のまとめ特徴、出された意見の報告が
あり、理事会として検討すべき課題について討議しました。
① 労山の退会については、代議員２人からも発言があり、理事会としてもう少し詳しく労山
側の真意を聞く必要があると、各理事の意見もあり、労山と話し合う場を設ける事にしま
した。
② 連盟費検討委員会については、卓球協から田丸理事も加わって、引き続き検討していくこ
とになり、第１回会議を９月４日（金）に決めました。
③ サッカーＦＳＧＴ代表との交流について、９月２５日（金）長居公園球技場单練習室にて、
卓球交流を午後２時～４時に行うことを確認しました。
フランス代表９人通訳２人計１１人のラケットを調達できるか大変だと卓球協の田丸理事

より出された。また、平日に大阪府連盟のメンバーをどう揃えるか、今から呼びかけてい
くこととなりました。夜の懇親会は、長居スタジアム下の食堂でやることになりました。
④ 府連盟行事への他種目の協力体制、屋上の整理整頓は次回理事会の検討課題となりました。
⑤ 平和マラソン広島前夜祭、８月５日（水）には、大阪より園生 一行さんにお願いするこ
ととなった。
⑥ 全国サマーセミナーｉｎ石川は、川野氏が参加し、他の参加者を呼びかけていくことにな
りました。
⑦ その他理事会日程に確認と理事会体制、分担を確認しました。
次回府理事会は、８月２１日（金）午後６時４５分～です。

国の進路を決める大切な選挙です！！
１８日公示、３０日投票の衆議員選挙が近づいてきました。
前回の総選挙以来の４年間に日本の社会は一層貧困化が進みました。「ワーキング
プア」「ネットカフェ難民」毎年３万人を超える自殺者「規制緩和」とか「官から民へ」
という「構造改革」が国民の生活をボロボロにし、生きる希望すら奪ってきました。
各党のマニフェストが出されていますが、その財源は消費税増税となっています。無
駄遣いをなくすには、軍事費と大企業優遇税制を廃止するなど２つの「聖域」にメスを
入れないと国民には消費税増税という形でツケを回すやり方になってしまいます。
国のスポーツ予算も今や１８７億円、米軍への思いやり予算やグアムへの移転費用
１兆円と誰のための政治かが問われています。
今度の選挙は、国民が安心して暮らせる社会に健康で文化的な生活を営む権利が保障
される社会の実現のために一人ひとりが国の政治に目を向けて行きましょう。

スポーツ連盟活動強化夏季募金のお礼
２００９年８月 5 日
新日本スポーツ連盟大阪府連盟
理事長
渡辺 紀雄
残暑お見舞い申し上げます。今年も心からの募金ありがとうございます。連盟活動の新た
な発展に活用させていただきます。募金をいただいた方々です。
渡辺 紀雄(ﾊﾞﾚｰ）
、小東 喜久治(ﾃﾆｽ)、加山 勝久(ﾗﾝﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ)、田丸 敏博(卓球)
川野 弘之(ｳｫｰｷﾝｸﾞ)、溝口 敏則(ﾃﾆｽ)、今枝 稔(快走ｸﾗﾌﾞ)、平野 義明(ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ)、卓球協議会
入江 宏(卓球)、楠木(卓球)、山本(卓球)、角 祥子(卓球)、中村 三枝子(卓球)、石垣 康夫(ｽｷｰ)
十河 義行(ｽｷｰ)、八島 勝(ｽｷｰ)・野木 隆弘(水泳)、篠原 正代(水泳)、中井 孝久(ﾃﾆｽ)
田中 佐祐美(ﾃﾆｽ)、志賀 万喜子(ﾃﾆｽ)、馬場 正之(ﾃﾆｽ)、西村 恵美子(先輩)、前川 俊幸(先輩)
阪上 光明(先輩)、綾部 正弘(先輩)、山根 正弘(個人・柔道)、進藤 省次郎(同志会)
呉 明和(個人・野球)
合計
８６，６５５

