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 新年のご挨拶      理事長 多賀重雄（スキー協議会 会長） 

スポ連会員の皆様、明けましておめでとう

ございます。 

昨年はスポーツ界の不祥事が次から次へと

起こりました。とても残念な気持ちになりま

したが、競技団体の不公正な運営など構造的

な問題は必然的に起こったと言えます。これ

を他山の石としないためには、「私たちスポ連

の各クラブの運営が民主的にされている

か？」「各協議会の運営が本当に民主的にされ

ているか？」を見直してみましょう。この時

に陥りやすいのは、強い競技者への遠慮、勝

利至上主義が考えられます。スポーツ連盟の

クラブにはないでしょうか？ 

さらに重要なのは、「スポーツを科学する」

ことです。スポーツは遊びから始まり、もっ

と楽しみたい、上達したいとの気持ちで、そ

のためのトレーニングの方法を追及し、記録

を向上させた結果として、スポーツになった

のです。それなのに、日本の選手は、一流競

技者であっても、「死ぬ気で走る」などと平気

で言います。これでは「どのくらいのスピー

ドでどれだけの地点を走るのか」を本当に考

えているのでしょうか？疑問が残ります。し

たいスポーツにおける自分の課題を考えて、

自分で必要なトレーニングを判断して実行す

る。これこそが「スポーツを科学する」こと

であり、「科学的根拠のないトレーニングはし

ない。」ことが大切です。実際に不十分な理由

でトレーニングしたために、身体や、関節、

筋肉を痛めた例は限りがありません。 

指導者に至っては、科学的に証明されて有

益であるトレーニング以外は、指示してはい

けません。「がんばれ！」というのは、「指示

する内容がわからない」と言っているのと同

じです。結果マイナスに働くこともあり、体

を傷つける場合もあります。どちらかという

と、トレーニングを指示するのではなく、自

分の課題を気づかせ、トレーニングを自分で

考えさせることこそが指導者の役割です。 

私たちが、スポーツを通して人間性をさら

に深めることが出来た時に喜びがうまれる

し、平和を進める働きをした時にスポーツの

奥深さを感じることが出来ます。スポーツを

通して自立した人間になっていきましょう。 
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ランニング 

新年のご挨拶      びわこランナーズ 渋谷 敏久 

新年おめでとうございます。皆様健やかに新

年を迎えられたこととお喜び申し上げます。 

びわこランナーズは、昨年 4 月に創立 40 周

年記念のつどい開催し、40 周年を祝う事が出来

ました。そして、「40 年の歩み」記念誌の編集

や、新デザインでのユニフォーム（Ｔシャツ）

の製作など、一連の 40 周年記念事業を無事締

め括る事が出来ました。 

びわこランナーズの活動の柱として重点を

置いて行なってきた「大津月例マラソン」は昨

年 12 月に 199 回を開催し、今年 1 月 13 日(日)

に開催予定の月例マラソンを第200回記念大会

として、開催する予定をしています。(月例マラ

ソンの前身早朝マラソンから累計453回になり

ます) これからも大津月例マラソンをさらに

発展させていきたいと思っています。 

また今年 4 月に、新しい試みとして、

VIVICITTA マラソンの開催を計画しています。

4 月 21 日(日)に大津月

例マラソンと兼ねて行

うことを計画していま

す 。 今 年 滋 賀 で も

VIVICITTA の仲間入

りをしたいと思ってい

ます。県連盟の皆さん

よろしくご理解とご協

力よろしくお願いいた

します。 

昨年のスポーツ界は、相撲、アメリカンフッ

トボール、体操、ボクシングなど多くの競技で、

暴力やパワハラなどの不祥事が相次ぎました。

各組織の一層の意識改革が求められます。 

一方で少し低迷していた陸上(マラソン)界で、

日本最高記録が 16 年ぶりに更新されました。

(2月東京マラソンの設楽啓太2時間6分11秒、

そして 10 月にアメリカのシカゴマラソンで大

迫傑、2 時間 5 分 50 秒です)なんと同じ年に 2

回と云う快挙です。東京オリンピックに向けて、

マラソン界に新しい潮流が来ているようです。

私たちランニング愛好者にとっては嬉しいニ

ュースでした。しかし世界を見渡してみると 9

月のシカゴマラソンで、ケニアの選手が 2 時間

1 分 39 秒というものすごい記録も出ています。

フルマラソンの記録はどこまで更新されてい

くのでしょうか？ちょっとワクワクします。 

  

(世界同時マラソン)VIVICITTA について(参考資料) 

  ｢VIVICITTA｣は vivere(live)と citta((city)の造語でいきいきとした街とでも訳すの

が適当かと思います。ヴィーヴィチタァと発音します。イタリアスポーツ連盟(Union 

Italiana Sport Per tutti : UISP)が主催する事業の一つであり、平和を愛し、連帯し、健康

を願い、環境保全を志す人は誰でも参加できるレースです。 イタリアと世界中で 70,000

人以上が毎年参加しており、12km の競争レースと任意の設定のファンランがあります。 

VIVICITTA は現在、横浜、東京、大阪 で毎年 4 月～5 月に開催されています。 
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バドミントン協議会  

新年のご挨拶      ラブオール 田辺聡 

明けましておめでとうございます。昨年のバ

ドミントン界は男女、シングル・ダブルとも日

本人選手が世界ランク 1 位・2 位また上位を獲

得、特に女子ダブルスは国内の順位がイコール

世界の順位といっても過言ではない状態です。

メディアにも多く取り上げられ話題の多い年

となりました。 

さて我々の活動は県大会の開催・合宿での交

流大会・全国大会への参加が主なものです。合

宿は昨年の東京・三重・愛知に加え新たに静岡

を迎え 6都府県 延べ 27チームと過去最多の参

加をいただきで大いに盛り上がりました。（も

ちろん宴会も）交流会も 17 年目になります。 

転勤で滋賀県から転出した人が新任地のチ

ームを連れて参加したり参加頂いたゲスト同

志が交流を深めたり、またこの会で再開するこ

とを大変楽しみにしてもらったりと輪が広が

っています。そのような場を設けるのも我々の

役割となっています。大きなことは考えず着実

に継続していきたいと思います。 

県大会につきましては台風の接近に伴い残

念ながら大会中止の判断をせざるを得ず大会

始まって以来、初めての中止となりました。 

大変多くのエントリーをいただいていた中

で断腸の思いではありましたが昨今の社会的

な情勢からすると中止の判断は妥当であった

と思います。 

そんな中でも中止に至るまでの判断、突発に

対する施設やエントリーの方への対応等がス

ムーズにでき、結果大きな混乱なく着地できた

ことはある意味収穫であったと感じています。 

予選中止の影響を受け全国大会は少し参加

数が減り 13 組に参加いただき 1 つのクラスで

の優勝を獲得していただきました！こうした

活動が継続してできるのも毎年多くの選手が

参加していただけるからこそであり、皆さんに

感謝するとともに今年もやらねば！と言う気

持ちで一杯です。 

今年の活動もコツコツ、クラブ員もコツコツ

増やせればと・・。今年も真面目で？楽しいバ

ドミントン！コツコツいきます！！ 

 

ウォーキング協議会 

新年のご挨拶      テクテククラブ 長友善勝 

新年あけましておめでとうございます。びわ

こテクテククラブは結成 13 周年を迎へ、若い

時の様なはげしい運動はむつかしくなってき

ましたが、まだまだ元気で明るく、おしゃぺり

しながら西へ、東へ、歩き回っています。体を

気持ちよく動かしながら訪れた地域の歴史を

学ぶのも楽しいものです。皆様も、そろそろテ

クテククラブへ入会されては如何でしょうか。

本年もどうぞよろしくお願いします

 

びわこテクテククラブ活動報告 

岡村酒造の「蔵祭り」＆豊郷めぐり 
2018 年 10 月 20 日（土）ゆったりコース   

あしあと👣 

豊郷町・岡村酒造の「蔵祭り」に便乗しての豊

郷めぐり。出かけに小雨で少し心配する天気で

したが、のんびり走る近江鉄道に揺られる頃は、

日差しも出て、絶好の街歩き日になりました。

いつもはいろいろ所用が入り、なかなか参加で

きませんが、「酒蔵」と聞いて、すべての所用を

キャンセルしての参加です。いつも駅まで車で
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行くのを、酒が入ると思い、30 分かけて徒歩で

駅に。その甲斐あって気持ちよく飲むことがで

きました。 

豊郷小学校も、あれだけのものはやはり残し、

後世に引き継ぐべきだと改めて思いました。  

（高木 寿治記） 

 

ＪＲ近江八幡駅から近江鉄道に乗る 40 分、の

どかな風景を楽しんだ。最初は、豊郷小学校旧

校舎を見学した。ヴォーリスの設計による有名

な小学校と聞いていたが、左右対称で中央部が

高く均整のとれた姿だった。ウサギとカメが階

段の手すりにチョコンと乗っているのが可愛

い。 

 伊藤忠兵衛記念館は、近江の豪商のわりには

質素で、彼の人柄を偲ばせていた。その後、中

山道を歩き岡村酒造に到着し昼食となったが、

人が多すぎて立って食べるありさまだった。 

楽しみにしていた試飲は、一杯の量が少なく

期待はずれだった。お土産に日本酒を買おうか

と思ったが、日頃は、焼酎にしているので酒餅

を買った。秋晴れの天気にめぐまれ、楽しい一

日を過ごすことができた。（長友善勝 記） 

 

 

岡村酒造前 

豊郷小校舎 階段のうさぎとかめ 

岡村酒造のすぎ玉 

日　程 種　目 内　容 備　考

1月19日(土) 事務局 新年懇親会 野洲市近辺

2月11日(月) 事務局 第8回理事会 市民活動センター会議室

3月21日(木)(祝) 事務局 種目交流会（ボーリング＆昼食会） 担当：びわこテクテククラブ

3月2日(土) スキー 滋賀スキー協　スノー祭典 キューピットバレイ（上越市）

3月21日(木)(祝) テニス 第57回春季MIXダブルス大会（全国予選） 大石緑地（8面）

1月14日(月)(祝) バドミントン H30年度団体戦 島津アリーナ

2月9日(土) バドミントン H30年度団体戦 伏見港公園体育館

1月13日(日) ランニング 第200回大津月例マラソン 膳所公園　

2月3日(日) ランニング 大津市民駅伝競走大会（参加） 田上公園

2月10日(日) ランニング 第201回大津月例マラソン 膳所公園

1月13日(日) ウォーキング 例会 ･･･大津　日吉神社　芙蓉園 ゆったりコース

1月26日(土) ウォーキング 例会 ･･･守山　こけ泉の里 ゆったりコース

1月19日(土) 卓球 第7回MIX団体連盟リーグ 皇子が丘体育館

2月17日(日) 卓球 第8回MIX団体連盟リーグ 皇子が丘体育館

滋賀県連盟今後のおもな活動予定




