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この度熊本県で発生した地震に際し、お亡くなりになった方々へ、衷心
よりお悔やみ申し上げますと共に、被災された皆様並びにご家族、ご友人
の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
楽しそうな会話が聞こえ、賑やかな春スキーとなり
ました。
二日目のお天気は曇り空でまあまあのお天気で
す。全員（初心者も含めて）が横手山（海抜２３０
７ｍ）の山頂までリフトで上がり、有名な「雲の上
のパン屋さん」に入り「リンゴパン」「チョコパン」
「クリームパン」から一個を選び貰えるという、主
催者の粋な計らいで参加者は、クラスごとに食べな
がら記念写真を撮り、山頂からの景色を楽しみまし
た。

楽しかった！
第２９回少年少女春スキー
去る、４月１日～４日まで第２９回滋賀県少年少
女春スキーが志賀高原横手山スキー場で行われまし
た。主催は新日本スポーツ連盟滋賀県勤労者スキー
協議会加盟のブラッファーズが中心となって行われ
ました。
今年のスキー場は全国的な暖冬で例年になく雪も
スキーヤーも少なく、滋賀スキー協の黄色のゼッケ
ンがとても目立ちました。
（まさに貸切りの状態でし
た）
今年の参加者は小学生が２７名・中学生が２３
名・大人３名・スタッフ１１名、合計６２名で行わ
れました。
お天気のほうは第一日目、予想に反し、すごくよい
天気でスキー日和です。向かいの山々は妙高高原ま
で見えました。
一日目の開会セレモニーでは小川会長から「この
スキー場は伊吹山より高い所にあります。雪は十分
にありますから怪我をしないようにして楽しいスキ
ーをしましょう」という挨拶のあと事務局からの諸
注意を受け、それぞれのレベルに分かれてスキー教
室行いました。
初めてスキーを履いたという、子どもたちもみる
みるうまくなり、ペアリフトの上では子ども同士の

（横手山山頂での写真）

夜は夕食の後の交流会です。各指導員から自己紹
介の後、今年は２９回目なので２９番に申し込んだ
人、一番年齢の低い子どもなどが豪華賞品を貰
い、盛り上がっていました。
三日目は朝のうちは雨ふりでしたがスキーを始め
る９時ごろから小降りなので、初心者の子どもたち
は（３～４年生）友達同士で時間ぎりぎりの１０時
３０分まで滑りました。
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昼食をホテルで頂き帰る支度をして全員が無事に
最終の大津には午後８時に到着することができまし
た。
参加者の声を聞くと「来年も参加する」
（３年生・
女）
「渋峠まで行って来た」
（６年生・男）
「この行事
に参加は初めて第２リフトから滑れるようになっ
た」
（４年生・女）
全体が「スキー教室が楽しかった」と云う声が多
かった。
(スタッフの皆さんありがとうございました。特に
ブラッファーズの皆さんご苦労様でした)
文
星

（初心者クラスの生徒たちは緊張しています）

関西ブロック指導員レベルアップ・初中上指導員検定会
４月１~３日志賀高原一ノ瀬にて恒例の研修会＆検
定会が実施されました。
レベルアップ班は、ポールレッスンには、ＳＡＪ元
デモ鶴井氏 基礎レベルアップには昨年同じく Ｓ
ＡＪ元デモ米岡氏 技選でも活躍されたＳＡＪデモ
旭氏による熱血指導でそれぞれレベルアップされま
した。また夜の懇親会も多いに盛り上がりました。
検定会は、関西では初の初級・中級・上級の同時の
検定会となり、全国技術部長の岡田氏が主任検定
員、関西ブロック技術委員長のわたくし池田 関西
ブロック技術副委員長の赤木氏が検定会を務めまし
た。今回は、かぜでドタキャンされた１名を除く１
８名と大勢の参加でした。事前講習会を含め３日間
晴天に恵まれ、若干雪が少なくあいにくのコンデシ
ョンでしたが無事終了できました。結果は中級２
名・初級２名の合格をだすことができました。その
中の中級指導員は、滋賀の大橋さんが見事合格され
これからの活躍に期待したいです。
文 池田和文

２０１６全国スキー.スノボー競技会

2016 関西ブロック競技会

３月５日、６日の２日間長野県戸狩温泉スキー場
で全国スキー.スノーボード競技会が開催されまし
た。雪不足も心配されましたが、地元のスキー学校
の皆さんの協力もあり、完璧なバーンに仕上げても
らいました。参加者も延べ２００人と以前に比べる
と少なくなりましたが、全国大会らしく盛り上がり
ました。団体戦では久々に滋賀県が３位の高順位に
入ることができました。今回の競技会は関西ブロッ
ク主管で行われました。何もわからないところから
数多くの会議を重ね、何とか成功できたことに、ほ
っとしています。来年も関西主管ですので、協力よ
ろしくお願いします。
文 小島功

１月３０日、３１日の２日間、長野県よませ温泉ス
キー場で関西ブロック競技大会が開催されました。
雪不足のため、ＧＳのコースがハミングバードから
ビックベアに変更されました。参加者も協力してい
ただき、アットホームな大会となりました。参加者
は年々減ってきています。競技会の魅力をほかのス
キーヤに伝えて行けるようなイベントにしたいと思
いまいた。
文 小島功
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疎水の桜からびわ湖へ
主催：関西ウォーキング協議会、主幹：びわこテク
テククラブ
日時：4 月 3 日（曇り）
参加者：ウォーキングクラブ毎に和歌山 38 名、奈良
2 名、大阪 15 名、京都 2 名、滋賀 31 名 計 88 名
ＪＲ山科駅から集合したクラブごとに第一疎水安
朱橋近くの公園で開会式を行いました。主催者代表
全国ウォーキング協議会上野事務局次長、テクテク
クラブ吉田会長があいさつされました。満開の桜並
木へ 3 つのグループに分かれ出発し、小関越え～長
等公園（昼食・ＷＣ）～浜大津港～大津曳山会館
（解散）～大津駅へ（8.5ｋｍ約 15000 歩）ウォーキ
ングを楽しみました。びわ湖疎水両岸の満開の桜並
木や明治 18 年から行われた疎水の難工事の逸話等、
124 年間も京都市民へ水を送り続けている疎水を紹
介しました。長等公園で昼食後、びわ湖の玄関口浜
大津港や大津曳山会館での「からくり曳山」の伝統
文化を案内しました。吉本さんと一緒に担当した和
歌山ウォーキングクラブの皆さんから「クラブに入
ったお蔭で良いところへ連れて行ってもらった、普
通の団体ではこんなところへ来ないよ」
「クラブに入
っている意義やメリットの再確認をしたとの意見も
聞かれた」と感想が送られてきました。私たちが和
歌山で参加した「和歌の浦」や奈良で参加した「当
麻ウォーク」等での同じ想いが送られてきました。
文

橋田
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第 5 回びわこランナーズ（クラブ内）駅伝＆マラニック 開催
2016/3/27
2015 年度の、びわこランナース最後の行事になる、第 5 回目になるクラブ内駅伝が膳所公園、晴嵐なぎさ公園
のコースで行われました。そしてその後、第 2 部として、希望者たちで、膳所公園～南郷洗堰を往復のコースで
マラニック（ジョギング）が行われました。
駅伝は、今回 6 チーム（1 チーム 4 名で構成）で行われました。今回は従来の膳所公園～日本精工前折返し区
間の他に、ジュニア・シニア区間（膳所公園内 2 周）を設け、各チームの第 1 走者に、ジュニア・シニアが 1 名
入るチーム編成としました。参加者と結果は下記の通りです
第5回びわこランナーズ駅伝 参加者及びチーム構成
チーム

J・S区間

一般区間3

一般区間2

一般区間

順位と記録

1(MFKH)

1-1

1-2

1-3

1-4

南出 陽生

藤田 優子

亀井 有子

5 位
0:55:24
3 位
0:52:29
4 位
0:55:05
6 位
0:55:41
2 位
0:52:26
1 位
0:51:37

2-1

2-2

2-3

2(MNHM)

南出 陽向

3(MNKM)

3-1

3-2

3-3

森本 治夫

野村 文子

古賀 和雄

4(OOST)

4-1

4-2

4-3

岡本 友真

岡本 滉真

瀬川 繁信

5(KTHK)

川島 憲志

6(ｵｵﾅﾏず）

6-1

6-2

6-3

荒川 海月

増田 保雄

山本 高巳

5-1

長澤 智

平野 康夫

5-2
辻 文理

5-3
本城 英輝

ゲストランナーとして、辻澤伸彦さ
んからのご紹介で、1-4 の日置智也
さん（滋賀マスターズ RC）、3-4 の
森浩二さん（よし笛 RC）のお二人
と、平野さんのご紹介で 5-3 の本城
英輝さんが、参加してくれました。
三人とも素晴らしい力走を見せてく
れました。
6（オオナマず・・・荒川、増田、山本、中川）チームが優勝に輝き
ました。

日置 智也

2-4
南出 陽

3-4
森 浩二

4-4
髙畑 克己

5-4
北村 孝生

6-4
中川 重行

優勝の 6（オオナマず）チーム

<第２部＞ その後のマラニックは、初めての試みでした。
「駅伝だけ
で終わるのはちょっと物足りない」
「月例会の時にはあまり喋れない人
たちと親交を深めたい」という希望にこたえて企画されました。コース
は膳所公園～南下して～南郷洗堰～東側湖岸を北上して近江大橋渡り
帰ってくる 16ｋｍです。
マラニックには 12 名が参加しました。ランの質はそっちのけで、お
しゃべりしながら笑いの絶えない楽しいひとときでした。
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