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を少しでも解消できたのではないでしょうか。
今まで中止になった、たくさんの行事が再び「復活」できる

ことを願うばかりです。
「ミステリーウォーキングの行程」
東砂スポーツセンター出発→仙台堀川公園→清洲橋通り
→荒川土手（荒川ロックゲート、千本桜沿い）→大島小松
川公園→番所橋→東砂スポーツ
センター着

亀戸スポーツセンター

■■田村　峰男■■
秋らしい清々しい天気になり、ウォーキングには最適でし

た。参加者が4名と少なく寂しいですが明るく楽しいウォー
キングでした。

コースは、参加者の皆様には事前にお知らせしていない
ミステリアスな企画です。

亀戸中央公園からスタートして旧中川へ、もみじ大橋に向
かって川では、鵜などが魚取りで何度も潜って、ようやく捕
まえる光景を足を止めて見入ってしまいました。もみじ大橋
を渡って中間地点の大島小松川公園に到着です。参加者の
皆様も、息切れすることもなく無事に休憩タイムに入れまし
た。

荒川の土手付近まで行くと、何と東砂スポーツセンター
チームが現れました。意図的に計画した訳も無く、双方驚き
が表情に現れてまさにミステリーウォーキングの醍醐味です
ね。

江東区スポーツ推進委員会主催ミステリーウォーキング特集
新型コロナウイルスの影響で、令和2年度からほとんどの事業が中止になるなか、委員会として何かできることはないかと
検討し、令和3年10月30日（土）に自主事業「ミステリーウォーキング」を実施いたしました。区報で募集した参加者とともに区
内6か所のスポーツセンターから、約2時間程度ウォーキングを楽しみました。

スポーツ会館
■■秋田　直紀■■

秋晴れの天気のなか、ミステリーウォーキングイベントが
開催されました。スポーツ会館においては、参加者を含め総
勢5名で水門橋を出発し、小名木川遊歩道を東へと進みま
した。

コロナ禍で制約のあるなか、適度な距離を保ちつつ会話
も弾みました。1.5㎞程で仙台堀川公園へ右折した所で休
憩、暖かくなり上着をリュックへ入れる人もいらっしゃいまし
た。

ここからは南下し、木々のなかよりこぼれる太陽が気持ち
良い公園内を歩き、砂町魚釣場を横に見て進んだのち、旧
大石家住宅の縁側に座り休憩と写真撮影をいたしました。中
間地点を過ぎ、西へ方向転
換し横十間川親水公園を目指
します。

こののちは残念ながら未完
歩となりましたが、3.6㎞を
皆様と楽しく歩くことができ
たと思います。このコロナ禍
のなか、参加をしていただき
深く感謝いたします。

東砂スポーツセンター
■■北原　邦夫■■

この日は晴天となり、ウォーキングするには最高の日で、
友達、親子連れの5名が参加。道中は会話が弾み、足取り
も軽やかで、私達関係者は主催してよかったと胸をなでおろ
しました。荒川土手での、心地よい風は格別でした。

大島小松川公園での小休憩中に、亀戸ウォーカーさん達
と偶然出会い、この日を記念とする写真を全員で撮りました。
皆様の笑顔は最高でした。

約2時間のウォーキングは、コロナ禍の中での運動不足
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その後公園内の植物園の一画を望みながら、旧中川に向

かいました。旧中川ではひとり乗りや複数人乗りのカヌーを
楽しむ人たちにこちらから声掛けすると、元気な応対を返し
てくださり、良い雰囲気で足取りも軽くなりました。その後
は、参加者の皆様と軽い談笑しながら先に進みました。

ふれあい橋か
ら旧中川水辺公
園のトンネルを
抜けて亀戸中央
公園に到着です。

良いウォーキ
ングが出来たこ
とに感謝します。

深川スポーツセンター

■■安達　スミ子■■
深川スポーツセ

ンターに小学生と
その家族、亀戸・
南砂・豊洲からの
参加者14名が集
合。そのなかに、
毎年スポーツ塾で
顔見知りの男の子
と久々の再会。い
つの間にか、6年生になっていました。

検温、体調チェックシート記入を終え、軽いストレッチの
後スタート。先発隊のAグループ（小学生とその家族）、後
発隊のBグループと続く。永代二丁目で今年の顔となった渋
沢栄一宅跡、佐賀一丁目では、赤穂浪士が討ち入り後、泉
岳寺に向かう途中の休息地を見学。共にビルの一角にある
碑で知る歴史でした。

永代橋から江東区側隅田川テラスへ、眼前には昨年リ
ニューアルされ東京2020大会で五輪色にライトアップされ
た清洲橋と、遠くにはスカイツリーがくっきり。芭蕉稲荷神
社、芭蕉展望庭園、万年橋の上では、ちょうど「2021アー
トパラ深川」が開催中で絵が展示されていました。清洲橋を
渡り、中央区側の隅田川テラスへ。綺麗に彩られた花壇。川
を泳ぐ沢山のハゼの群れを眺めながら、相生橋から深川ス
ポーツセンターへ到着。コース責任者より「この後皆様の体
調に変化がないことを願っています」の挨拶で解散。気温20
度、汗ばむ陽気の12,000歩のウォーキングとなりました。

有明スポーツセンター

■■岸原　雅彦■■
全館一斉イベントとして実施されたミステリーウォーキン

グ。有明スポーツセンターでは、豊洲ぐるり公園を廻り、先
日オリンピック競技が行われた「有明アリーナ」「有明体操競
技場」「アーバンスポーツパーク」を巡るという、2時間、約

8Kmのコースを歩きました。
天気は穏やかな快晴で、正にウォーキング日和でした。豊

洲ぐるり公園では、きれいに整備された運河沿いを、レイン
ボーブリッジやその先の富士山を眺めながら歩きました。ま
た各オリンピック会場では、スケートボード男子ストリートで
金メダルを獲得した江東区の星、堀米雄斗選手他、活躍さ
れた選手の方々の姿を思い返しながら、楽しい時間を過ご
すことが出来ました。

参加者の方々からの、まだ
歩き足りないという言葉に後ろ
髪を引か
れながら
の解散と
なりまし
た。

深川北スポーツセンター（ポールウォーキング）

■■白藤　恵■■
深川北ミステリーウォーキングは、木場公園でポールを

使用して歩く『ポールウォーキング』を行いました。コースは
園内にあるジョギングコース3.5km＋αを歩きました。

ポールウォーキングは通常のウォーキングに比べ運動量
が多く、コース下見前は2周（7km）を想定していましたが、
実際にポールを使って歩いてみて1周（3.5km）に変更しまし
た。

下準備の1つとして、深川北メンバーで自主的に研修会
を開き、指導資格保有者である野島さんのポールウォーキ
ングのレクチャーを受けて、基本的なポールの持ち方や歩
き方をマスターして当日を迎えました。

コロナ禍の開催ということもあり、当日の参加者は6名と
少なかったのですが、秋晴れの青空と紅葉を楽しみながら、
元気いっぱいにポールウォーキングを楽むことができまし
た。

これからも、区民の皆さんに体を動かすことの楽しさや喜
びを感じてもらえる機会を作り、微力ながらそのお手伝いを
していきたいと思います。
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つばめ幼稚園  ボッチャ研修会・体験会
■■峯岸　秀行■■

約1年半ぶりの事業として6月24日（木）つばめ幼稚園に
て、ボッチャの教員向け講習会及び年長園児を対象とした体
験会を開催。まだまだコロナ感染拡大が収まらないなかで
実施することが出来ました。教員も園児も短い時間ではござ
いましたが楽しんで無事に終了いたしました。

講習会では園児が楽しめるレクリエーションボッチャにポイ
ントを置き進行、園長先生をはじめ教員の方々も熱心に耳
を傾けておりました。

そして体験会では初めてボッチャを体験する子やすでに体
験したことのある子もおり、今までの活動で少しずつではあ
りますが浸透してきたのかなと感じました。幼稚園の皆様が
楽しんでボッチャ体験が出来たのが何よりでした。

園長先生からは、園児・保護者・教員などでつばめ幼稚
園独自の試合形式によるミニ大会みたいなものを今後やり
たいというお話でした。

今回の講習会を基礎に、ぜひとも教員が審判を行いミニ
大会を開催していただきたいものです。

スポーツ推進委員実技研修会
■■森戸　章江■■

7月3日（土）江東区スポーツ会館でスポーツ推進委員会
の実技研修会が行われました。スーパードッジボールとボッ
チャを学びました。私は初の参加で体験して楽しさと難しさ
を感じたのです。安全に競技する為に、ルールと審判技術を
覚えるよう努めていきます。

スーパードッジボール大会は、毎年開催され多くの小学
生が参加しています。今回は改善点など話し合いました。

ボッチャはパラリンピック正式種目スポーツです。だれにで
も親しみやすいので最近は知名度も上がっています。このス
ポーツの魅力は、頭脳戦です。重度の障害者でもできるこ
とは活動の幅が広がります。サポート役のアシスタントも重
要だと知りました。

コロナ禍において感染防止対策を徹底しながら競技を行
ない、体力を向上させる。あらためてオリンピック・パラリ
ンピックを前にスポーツの偉大さ重要性を知り、伝えていく
ために努力します。

第5ブロック広域地区別研修会
■■阿部　京子■■

9月25日（土）に第5ブロック広域地区別研修会が、リ
モート併用で開催されました。テーマは「コロナ禍でのス
ポーツ推進活動について」です。

今年は葛飾区主催で、講演会は葛飾区出身の東京2020
オリンピック柔道100㎏級金メダリストのウルフ アロン選手
でした。親しみやすい人柄で、オリンピック熱も冷めやらぬ
時でしたので、大変興味深く、面白い話でした。

テーマの各区の取り組みはやはりコロナ禍で活動が制限
されているなかで、工夫している様子がうかがえました。
大変な状況を経験したことで、感染対策などのノウハウを
知ることができたので、今後に活かせることは良かったと
思います。

次回は江戸川区主催ですが、このところのコロナの収束
が良い方向に進み、活動の再開を願うばかりです。
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スポーツ推進委員会  会長に就任して

■■山﨑　積■■

この度、朝香前会長の後を引き継ぎ、1期2年当会の会
長を務めさせていただきます山﨑積です。まずは何を置き
ましても、前会長のこの14年間のご尽力に心より感謝申し
上げます。また知識豊富なうえ、スポーツ推進委員として行
動力の早さと強いリーダーシップを発揮していただき、見
習っていかなければならないことばかりです。
新年度から気持ちも新たに、その矢先に新型コロナウイ

ルスという「見えない敵との闘い」を強いられています。ま
た、緊急事態宣言も何度か発令され、人との接触を避ける
ことが求められ、外出自粛やテレワークが推奨されている
状況です。
今期は6名の委員の交代があり、新年度早々に実施して

いる恒例の歓送迎会もこの影響により、断腸の思いで中止
の決断を致しました。長きにわたりご尽力いただいた委員、
新しく任命された委員について大変申し訳なく思っており
ます。
さて、私の母が今年100歳を迎えますが「人生100年時

略歴
昭和 57年 4月 江東区体育指導委員委嘱（現在のスポーツ推進委員）
平成 16年 4月 江東区体育指導委員副会長
平成 20年 4月 東京都体育指導委員協議会理事
令和 2年 4月 江東区スポーツ推進委員会　会長就任

主な受賞歴主な受賞歴
昭和 62年 2月 江東区体育功労者表彰
平成 5年 4月 東京都体育指導委員協議会10年表彰
平成 15年 4月 東京都体育指導委員協議会20年表彰
平成 15年 11月 江東区区政功労者表彰
平成 21年 6月 関東体育指導委員協議会表彰
平成 24年 5月 東京都体育協会生涯スポーツ功労者表彰
平成 24年 11月 全国スポーツ推進委員功労者表彰
平成 24年 11月 30年勤続スポーツ推進委員表彰
平成 27年 11月 文部科学大臣表彰

代」が現実のものになってきたことを実感しております。こ
の時代を超えるにあたって、私たちの活動も従前からの変
わらぬ指導だけではなく、新しい発想でスポーツを楽しむ
プログラムを提供することや事業及び組織・団体間の連
絡調整を行う必要があります。そのために大切なことは、自
己研鑽に励むことではないかと思います。
江東区においては、国・東京都が策定したスポーツ推進
計画の考え方を踏まえ2020年3月に「江東区スポーツ推
進計画」が示されたところです。私たちスポーツ推進委員
はその動向を見ながら行政・地域を結ぶスポーツのコー
ディネーター役として、区内の諸行事や委員会独自の事業
において、区や健康スポーツ公社等と連携を図り、区民の
皆さんにスポーツの指導、普及に努めていきます。
コロナ禍は私たちのコミュニケーションの在り方を一変
させました。当たり前であったことが当たり前じゃない時代
になりつつある現在、今後のスポーツの支援においても新
しい生活様式に合わせたコミュニケーションスキルを獲得
し、変化に対応していくことが重要だと思います。なにより
も1日も早く新型コロナウィルスが収束し、以前と同じよう
にそれぞれの諸行事が笑顔で活動ができることを願ってお
ります。

（令和2年7月寄稿）

山﨑 積 会長 ── 略歴

今年度も前年度から続くコロナ禍の中で、スポーツ推
進委員会として、区民の皆様にいかにしてスポーツをする
機会を提供していくかについて模索した1年となりました。
自主事業として「ミステリーウォーキング」を実施しました
が、まだまだ活動が不足していると感じます。今年の3月

末で2年の任期が終了し、新しいメンバーを加えたスポー
ツ推進委員会となりますが、引き続き、企画力や実行力
を向上させ、区民の皆様に認知されるスポーツ推進委員
会になればと思います。

広報部担当副会長　吉田　覚

編集後記


