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滋賀反核平和マラソン・ライダー・ウォーキング・サイクリング 
2016.8.9 開催  主催：2016 滋賀反核平和ﾏﾗｿﾝ･ｳｫｰｷﾝｸﾞ実行委員会 

（新日本スポーツ連盟滋賀県連盟、滋賀県労連、滋賀自治労連、他）

今年も県庁に５２名が集合 
去る８月９日２０１６年滋賀県反核マラソン・

サイクリング・ウオーキング・ライダーが行われ、

灼熱の中、今年も県庁に無事に集合することが出

来ました。 

 まずトップバッターは、ランニングとライダー

の仲間が長浜市役所に 8 時 30 分に集合し９時に

出発セレモニーを行いランナー１２名、ライダー

５台が滋賀県庁を目指して出発しました。ランナ

ーにはサポーターカー４台が付き、給水などを受

けながら交代で走りながら滋賀県を南下してきま

したが気温はうなぎ登り 35 度は優に越している

ようです。 

 途中、彦根市役所の後に原爆の火を大切にお守

りしている本覚寺に立ち寄ると今年も地域住民の

方や平和団体の方々から湯茶の接待を受けてラン

ナーたちは大いに励まされました。 

ちょうど同じ時刻の頃、サイクリング隊が高島

市役所にて出発セレモニーが行われていました。

セレモニーには高島市役所の職員からと今年は地

元の平和団体の方々も参加され大いに励まされて

出発しました。 

 一方、ウォーキングの仲間たちは浜大津明日都

にて愛知県連盟理事長青木正雄氏を招いて「還ら

ぬ父と帰ってきた日章旗」と題して、ペリリュー島

で戦死されたお父さんの体験を話されました。そ

の後、ウォーキングの参加者は大津市役所にて要

請書を渡し、滋賀県庁に行きランナー、ライダー、

サイクリング仲間たちと合同で三日月知事あての

要請書を手渡ししました。 

 今年も労働組合の皆さんと実行委員会を作り、

滋賀県方式の反核行動が今年は 52 名の仲間が行

動に参加されました。反核の輪をもっと広げて大

きな運動にしてゆくことを確認しました。参加さ

れた皆さん暑い中ご苦労様でした。 

ピースサイクリング！ 

さわやかな風に 
向かい風の中、高島市役所、⇒大津市役所、

⇒滋賀県庁 

去年に続いて反核・平和サイクリングに参加した。 

６時半、近江町を出発。少し風があったため去年

と比べてかなり時間がかかっているのがわかる。 
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高島市役所のセレモニーに遅れるわけにはいか

ない。毎度ソフトクリームを食す海津大崎のおば

ちゃんの店があいにく休業、それではとめざした

マキノビーチの売店には念願のソフトクリームは

あったのだが、時間がないので通過。泣きそうだっ

た。 

 なんとか高島市役所に到着。現地の平和運動家

数人が待っていてくださったのには感激。さらに

「原爆の日」で市職員のみなさんが仕事の手を止

めて黙祷されることにも驚く。職員が 20人余整列

され多賀さんが読み上げた私たちの要求を手渡す

のに続けて市長メッセージ代読。終了後、拍手で送

り出してくださった。去年も感じたが高島市はこ

の後に訪問する大津市や県と比べて非常に丁寧。

やはりあいば野のある街だからか。 

 これが終われば４時に大津市役所、５時に県庁

ということで、「楽勝！」となぜかいつも思うのだ

が、実際は日差しもきつく脳ミソが溶けたかのよ

うに頭を空っぽにして走っている。  

最近、ロードを始めた山田さんは最高齢にもか

かわらず全行程を走られた。休憩時には見ず知ら

ずの方に声をかけ楽しく談笑されている楽天的さ

が元気の素か。私もまだまだできると思わせてく

れる。オリンピックの柔道選手の後味の悪いイン

タビューが気になっていた時だったのでスポーツ

と平和を体感できた爽やかな１日だった。   

（彦根年金者組合：夏原常明） 

 

 
 

 
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。 

イベント案内 

みんなでポールチャレンジ！ 

滋賀スノーフェスティバル 

２０１７年１月２８土～２９日 

よませ温泉スキー場 

宿：リゾートホテルケルン  

現地集合 午前８時３０分 

ポールエントリー代を補助します。 

練習会とタイムレースもちろんスキー場をめ

ぐるフリーコースもあります。 

詳しくは滋賀スキー協 HPで 
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去る 10月 2日(日)、皇子山陸上競技場にて第 

54 回滋賀県スポーツ祭典陸上競技大会が開催さ

れました。午前 10：00時点の気象状況は前日の雨

も上がり、晴れで気温 26.5℃、湿度 73％。で少し

湿度が高い気象コンディションで競技が開始され

ました。 

今回の大会も、トラック競技一本に絞り、今回か

ら小学生男女 1000ｍを追加しました。この競技に

は男女それぞれ 11名ずつが参加しました。 

選手の参加者数は、過去最高の 225 名のエント

リーがありました。（種目別ではリレーを含む 24

の種目に延べ 293 名） 男女別では男子 173 名、

女子 52名と、男子、女子共に 30名ずつの 60名の

増加となりました。新しいクラブチームの参加多

くありましたが、特に従来から参加されていた、大

学の同好会や社会人クラブチームからの参加メン

バーが増えたことも特徴的です、インターネット

のスポーツエントリーからの参加申込者も全体の

約半数を占めました。 

役員体制は、滋賀陸協の審判員の先生方を中心

に、びわこランナーズのメンバーを含め 40名の体

制で大会運営に当たりました。役員数はほぼ昨年

並みで、各担当部署は少ないメンバーで大変な負

担が掛かったと思います。更に今回は、競技開始か

らしばらくは順調に進行していたのですが、途中

からピストルのスタート信号が写真判定装置に伝

わらないという設備の不具合が発生し、競技は

度々中断し、進行が大幅に遅れることとなりまし

た。終盤の長距離種目やリレー種目は手動での計

測を行い、何とか全日程終了しました。 

テニス 

種目クラス 選手名（所　属）
優　勝 諌山　拓実（パブリックTE）
準優勝 近清　真司（ＴＴテニス）
第三位 山口　直彦（Ｋテニスカレッジ）
第四位 坪田　英樹（グリフィンＳ）
優　勝 黒川　雄介（パブリックTE）中２
準優勝 清水　文彦（ファミリーコート）

田内　孝宣（ＰＡＴＩＮＡ）
菅井　光博（パブリックTE）

優　勝 渡遵　正人（ＰＡＴＩＮＡ）
準優勝 藤井　恒（フリー）
優　勝 川並　和之（Ｋテニスカレッジ）
準優勝 成宮　康弘（フリー）
第三位 山本　浩之（おかっち－ズ）
第四位 丸井　康生（ＭＲＣ）
優　勝 福元　さち（ファミリーコート）
準優勝 岡本　良美（おかっち一ズ）
第三位 太田　恵莉（比良G.TC)
優　勝 梅森　直美（ＰＡＴＩＮＡ）
準優勝 北川　円香（ＰＡＴＩＮＡ）
第三位 高田　純子（ＳＮＴＣ）
優　勝 冨田　さや（フリー）小６
準優勝 山下　弓乃（ＰＡＴＩＮＡ）
第三位 山本　麻衣（フリー）

 種目クラス   　選 手 名（ 所　属 ）
優　勝 諫山 拓実・深山 隆史（パブリックＴＥ）
準優勝 土田 哲也・佐野  望 （グリフィンＳ）
第三位 中川 雄介・岡田 真樹（ＴＴテニス・フリー）

第四位 丸井 康生・井上　渉 （ＭＲＣ）
優　勝 岡本 大樹・中川 浩樹（おかっちーズ・SNTC）

準優勝 森　秀茂・宇野 友敦（ＭＲＣ）
出野  徹 ・出野 達也（比良ＧＴＣ）
山部  亮 ・篠原 正憲（ＹＡＮＮ Ｂ）

男子Ｃ（３） 優　勝 國松  誠 ・國本 太郎（Ｌｕｎａ Ｓｉｘ）
優　勝 仙波敬子・松山知恵子(おかっちーズ・個人会員)

準優勝 杉本 美香・村井 典子（ＭＲＣ・個人会員）

第三位 高田貴代美・佐々木恵子（ＭＲＣ）
優　勝 逸見 和江・狩野 雅美（ハイタッチ）
準優勝 長澤祐生子・豊福 典子（リアテニ京都）

中川 和恵・沢田 真澄（リアテニ京都）
佐藤由紀子・島本扶佐子（MON SMA・フリー）

参加総数６１組

テニス・シングルス大会の入賞者
日時：２０１６年９月２２日（木）9：00～16：55
場所：大津市大石緑地コート(砂入り人工芝11面)

女子Ｂ（１６）

第三位

男子A (19)

男子Ｂ（32）
第三位

男子Ｃ（6）

男子壮年（10）

女子Ａ（7）

場所：大津市大石緑地コート(砂入り人工芝８面)

第三位

女子Ｂ（7）

女子Ｃ（８）

男子Ａ（１３）

男子Ｂ（２２）

女子Ａ（７）

日時：２０１６年１０月１０日（月）9：00～16：20

テニス・ダブルス大会の入賞者

参加者総数８９名



スポーツとーく滋賀 161 号 

4 

ウォーキング 
テクテクニュースより 

2016年 9月 11日（土） 例 会 

近江城郭探訪 15  賤ヶ岳・大岩山 

参加者： 計 15名 

2016年 9月 25日（日）オプション、一般コース 

京都・南丹市園部町 るり渓 

参加者： 計 25名 

2016年 10月 2日（日）オプション、一般コース 

琵琶湖一周 18今津～マキノ 

参加者： 計 15名 

2016年 10月 13日（木）オプション、ゆったりコ

ース  

道の駅コース 3  竜王・かがみの里 

参加者： 計 13名   

 

道の駅コース 3 竜王・かがみの里の 

あしあと👣 

真新しい駅舎のＪＲ篠原駅に集合したのは，平日

のためか 13人だった。薄曇りの中爽やかな風が

吹き、長閑な田園風景の中をのんびり歩くのは気

持が良い。竜王の鏡の里は、源義経の里だった。 

義経元服の地とアピールする案内板があちこちに

あり、元服の池等も残っている。 

なぜこんなところでと疑問がわいたので、帰っ

てから調べてみると鞍馬から逃げて来たらしく、

牛若丸の稚児姿は目立ち過ぎるので、急遽元服し

たらしい。そのとき泊まった長者屋敷が白木屋で

あり、長者は「駅長」といわれたと案内板にあっ

た。「えきちょう？」「そんなときもえきと言った

のか？」等々テクテクの面々の口は元気だ。

 それもついでに調べてみると「うまやのおさ」

と読むらしい、ルビをうって欲しかった。 

その一帯は、由緒ありげな民家が並ぶ街道で、中山

道とともに往来も盛んだったそうだ。ふたたび篠原

駅にもどり 2 時前に解散。ゆっくり、のんびりした

一日だった。（西谷 博子記） 

当日は秋晴れの清々しい天候に恵まれました。

ＪＲ篠原駅は、びわこ線のなかでも乗降客の最

下位ランクで、通勤時間帯以外には駅員もいな

い駅です。 

 駅からかがみの里に向かう道中は、稲刈りが

終わったあとの新 たな穂が出ている田や休耕

田に転作の大豆がつづくほんとうの田園風景で、

１時間足らずで目的地に着きました。 

かがみの里の周りには、源義経のゆかりの史

跡があります。義経元服池（清浄な水を使った

と碑文にありますが、今はその面影はなし）、

義経が源氏の再興と武運長久を祈願した、国重

要文化財の鏡神社、宿泊の館白木屋などが国道

8 号線沿いにならんでいます。すぐそばには重

要文化財の宝筺印塔や石灯籠があり、その見学

もわずかな時間、距離も少なく、物足りなかっ

たかなという印象もありましたが「のどかなの

がいい」「たまにはゆったりしたものありか

な」との声に初めてのリーダーとしてほっと

しました。昼食後には、前嶋康彦さんの 100

回達成の表彰があり、全員の拍手でお祝いし

ました。（川嶋 重信記） 

 

 

 

鏡神社前 

100回達成表彰の前嶋康彦さん(左） 


