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去る 2016 年 5 月 15
日(日)大津市浜大津の

「大津市市民活動セン

ター大会議室」におい

て、第４7 回滋賀県連盟

定期総会が執行部・各

種目からの代議員含め

総勢 18 名（委任状 12
名）の出席で開催され

ました。 
議長に野球協の山川

氏を選任し、最初に山

本理事長から「新日本

スポーツ連盟が 50 年

いいつづけてきた国民のスポーツ権が、スポーツ基

本法に明記されたこと。そのことからも、新日本ス

ポーツ連盟の果たしてきた役割が確信する事が出

来る。また、新日本スポーツ連盟は、国民の多様な

スポーツ・健康への願いに応えるため、楽しく魅力

のあるスポーツ活動、競技会を広げるために日々活

動していること。スポーツ賭博、薬物問題、スポー

ツが出来る生活環境、施設の使用料の値上げ、など

の問題」が話されました。 
引き続いて、用意された議案書に沿って、2015 年

度の活動報告、決算報告が行われ、休憩を挟み、各

種目の代議員から一年間の報告・2016 年度の方針

が話されました。 
各種目からの報告では、それぞれの特色のあるユ

ニークな報告がなされました。 
野球協議会は第 49 回全国軟式野球大会で滋賀県代

表のワイルドスピリッツの優勝の報告がありまし

た。（滋賀県勢としては 20 年ぶり） スキー協議会

は雪不足での活動、学校のスキー教室への指導員派

遣。 施設を利用する協議会からは、施設使用料の

値上げへの対応について。等の報告がありました。 
2016 年度活動計画では滋賀県連盟の活動の基本

姿勢を確認。 第 22 回滋賀反核平和マラソン・サ

イクリング・ウォーキング＆学習会（8 月 9 日）へ

の取り組み。滋賀県スポーツ祭典を成功させる事、

全国スポーツ祭典への協力。（滋賀県では、野球が滋

賀野球協主管で開催。バレーボールが湖南市で開催

される。） 西日本ブロックセミナーへの参加。等が

提案されました。 
各議案は賛成多数で承認されました。そして、最

後に役員改選選挙が行われ、15 名の理事が選出さ

れました。その後の第一回理事会において、四役が

選出されました。 
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第 47 回滋賀県連盟定期総会の報告 
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<< 2016 年役員体制 >> 

 理事長   山本敬治  テニス協議会 

副理事長  星 利三  ランニング 

副理事長  多賀重雄  スキー協議会 

事務局長  佐々木鉄人 事務局  

財 政   渋谷敏久  ランニング 

理 事   砂金 剛  野球協議会 

理 事   前畑健児  野球協議会 

理 事   山元 明  卓球連盟 

理 事   今井健一  卓球連盟 

理 事   西田重好  スキー協議会 

理 事   澤 豊治  スキー協議会 

理 事   田井孝子  バドミントン 

理 事   川辺かほる ウォーキング 

理 事   森野俊裕  テニス協議会 

理 事   （未定）  ウォーキング 

（順不同） 

2016 国民平和大行進 
６/16 雨中の中、関が原で岐阜からの引

き継ぎを行った。 

６/17 高島市 

６/18 安土→野洲 

６/19 野洲→栗東→草津（懇親会） 

６/20 草津→県庁→大津市役所 

６/21 県庁→ラクト山科 

（京都へ引き継ぎ） 

多賀氏は 6/17、星氏は 6/20（青年会館→市役

所）、6/21 の引き継ぎ式へ参加、ウォーキング

から 3人が 6/20(青年会館→市役所)参加し、

滋賀県連盟員は延べ 13 名が参加した。 

 

ランニング（びわこランナーズ） 

第 169 回大津月例マラソン 

2016/6/12 
曇り空の下、風はあったものの蒸暑い中での月例

となりました。 

参加者はランナー37 名、スタッフ 7名の 44 名。今

回は 7名の方が初参加。大津広報を見て、参加さ

れた方もいらっしゃいました。やはり参加者が多

いと活気がありますね。今回は走った後、先に事

務局からの案内等を行い、一旦締めた後に最後の

ストレッチ、補強運動を行う予定でしたが、連絡

が徹底せず、結果的に締めた後すぐに解散となっ

てしまいました。 

 

今回 2015 年度最優

秀選手賞の授与が行

われました。（総会

時に出来なかったた

め） 

森本前会長より平野

康夫さんに賞状が授

与されました。 

 
 

第 66 回 希望ヶ丘 3時間走 
2016/6/26 

去る 6月 26 日 恒例の第 66 回目の希望ヶ丘 3

時間走が行われました。参加者は 15 名、は藤井誠

光さんと木元 寛さんの二人は 3時間走初参加。

天気は梅雨の中休みで、晴れ間も出て、まずま

ず。バーベキューの会場も確保、買い出しメンバ

ーも決め、期待を持って 9：00スタート。 

一周目を終えて帰ってくる頃になると、天気が

怪しげに! 予報をみると午後になると雨の確立が

相当高い状況。協議の結果、バーベキューは断

念、しかし弁当を買って来て、スポーツ会館の裏

のテラスを借りての食事会をすることに。・・・

「おいしが！うれしが！」とか「マザーレイク」

とか書かれた弁当を野洲の平和堂で買い占めるほ
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ど爆買いしてきて、みんなで、美味しく戴きまし

た。 

熱いラン談議は終わることなく続き、時が経つの

を忘れるほどでした。（懇親会には 13 名が参加し

ました） 

 

 

バトミントン協議会 
第15回ラブオール交流団体戦 
 平成２８年６月１８日（土）１９日（日） 

滋賀県立体育館・サブ 

１０時～１７時 

１チーム、６人～８人 全１２チームによる団体戦 

一日８５名、総勢１７０名の参加。 

今回は、毎年６月の最終週に行っていたこの交流

会でしたが、体育館の確保が出来ずこの時期になり、

県外のチームの予定と合わなく今回は、東京・京都・

三重からの団体参加。個人的には、福岡県、愛知県

などからも来ていただきました。

 

１８日（土）には、浜大津あたか飯店にて「交流

親睦会」を行いました。参加者は３１名。「この懇

親会が楽しみ～」と言って下さる方がたくさんおら

れ、「また来年も頑張るか！」と・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テニス協議会 
滋賀県スポーツ祭典テニス大会日程  

日　時 大会名 揚　所 種　目

9月19日（月）
9:00～16:50

ダブルス大会
大津市・大石緑地
砂入り人工芝８面

一般男子グブルス
ー般女子ダブルス
Ａ,Ｂ，Ｃクラス

9月22日(木)
9:00～16:50

シングルス大会
大津市・大石緑地
砂入り人工芝11面

一般男子シングルス
ー般女子シングルス
一般はＡ,Ｂ,Ｃｸﾗｽ
壮年男子(45才以上)

10月10日（月）
9:00～16:50

左記２大会終了後
ﾐｯｸｽ･ﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会

大津市・大石緑地
砂入り人工芝８面

一般Ａクフス
一般Ｂクラス
一般Ｃクラス

11月23日(水)
9:00～16:30

ﾐｯｸｽ･ﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会
大津市・大石緑地
砂入り人工芝８面

一般Ａクフス
一般Ｂクラス
一般Ｃクラス
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勤労者スキー協議会 

第 41 回定期総会  
 7 月 3日（日）草津まちづくりセンターにて、第

41 回滋賀県勤労者スキー協議会定期総会が開催さ

れました。議事は昨年の活動報告、決算報告、運

営委員の選挙を順調に進み、第 1回運営委員会を

開いた後、今年の活動予定、予算とプログラム通

り進行しました。新会長を迎え若い滋賀スキー恊

変わっていかなければと思っています。代議員の

中からはいろんな意見が出でました。満場一致で

すべての議題は承認されました。今後のスキー協

の活動に参考にして行きたいと思います。 

 総会終了後は駅前の居酒屋で懇親会が開かれま

した。お酒も入って、楽しい懇親会となりまし

た。 

野球協議会  

2016 年加盟チームの 

 


