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野球協議会 
第５９回スポーツ祭典軟式野球大会の結果 

  期 日   ２０２１年４月２５日～１１月１４日   参加チーム １０チーム 

名義後援 【順不同】 

  滋賀県・大津市・大津市教育委員会・甲賀市・甲賀市教育委員会・ 

湖南市・湖南市教育委員会 

会場 皇子山第一グランド・皇子山第三グランド・湖南市民グランド・信楽球場 
 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 
  （優勝盾を手に喜びの ランページ ナインたち ‼） 

会場は皇子山第一グランド、天気は快晴とは言えないがまあまあの天気で１１月しては暑くも

なく寒くもなく野球日和のお天気でした。主審は小山、塁審横田の二人審判で行われました。 

 試合経過はまれにみる接戦で最初はランページが有利に試合を進めランページの楽勝かなと

思われたが終盤にドッテーズが粘りを見せ７回の表で同点に持ち込み 8対 8となりました。 

 ルールに従って最後はジャンケン勝負となりました。結果はランページが優勝、ドッテーズ

の準優勝としました。それぞれのチームに健闘を讃え、賞状と優勝盾が送られました。 

【試合経過】 

ドッテーズ １００００４３ ８ 

ランページ ２０３０１２０ ８ 【ジャンケン結果ランページの勝ち】 

 【ジャンケンはスポーツ祭典ルールに沿って行われ、盛り上がりました】 

 ランページの監督 「杉本博昭」氏の談話 

 優勝できて光栄です！ 今日は難なく勝てそうな感じでしたが、後半追いつかれてしまい同

点になってしまいました。最後は抽選【ジャンケン】でしたがお互い力を出し尽くし充実した

一日となりました。ありがとうございました。 
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決勝戦の様子 ⇒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（スポーツ祭典ルールでジャンケンを行う両チームナイン） 

 

バドミントン（ラブオール） 

バドミントン（ラブオール）は滋賀県バドミントン協議会としての今年度の大会・行事につい

て総会、県大会（全国予選）とも開催時期がコロナの緊急事態宣言中となり中止が妥当であると

判断、また 8月の全国団体戦及び 12月の全国個人戦についても開催地（名古屋）の状況から大

会そのものが中止となりました。  

その中でたくさんのチームから開催を楽しみにしていただいていたラブオール主催による他

府県交流会については県内チーム限定、参加数を制限する形で実施をしました。コロナ対策を行

いながらの開催は準備・当日の運営で苦労をしましたが、参加者の皆さんも積極的に協力をいた

だき、また大変喜んでいただき良い大会になったと思っています。 

 また昨年度からスタートしたラブオール主催の練習会（県施設を利用）については今年度これ

までに 5回開催、これも人数・居住地域（大津市メイン滋賀県内在住）を限定したうえで行って

いますが毎回ほぼ制限人数に近い人数の方が参加いただいています。練習会については今後 3月

までにあと 3～4 回開催予定しており、コロナ禍で減ったスポーツ交流の場を少しでも補ってい

きたいと思っています。まだまだコロナの先行きは見えませんが早く収束して皆が安心して楽

しくスポーツができるようになれるよう祈念しています。 
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参加者の声 

・川のせせらぎの音を聞きながらの渓谷歩きは、気

持ちが良かった。 

・落ち葉でふわふわの山道は足が疲れず、体にや 

さしくて、良かった。 

・落ち葉の道をカサカサしながら歩くの大好き。 

・もう一度登ってみたいので、詳しく教えて。 

             ・・・・・・・など 

ウォーキング（びわこテクテククラブ） 

若葉台渓谷～国分 

２０２１年１１月６日（日）快晴                一般コース（やや健脚） 

（参加者）松下 川辺 星利三 小嶋 伊藤 松尾 吉田 中村 西原 福本 西村 １１名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 快晴の下、一般参加３名を含む１１名が参加。 

「今日のコースは、山道コース海抜５００m ま

で登ります。展望のないコースですが、池のあ

るコースと山の中にお茶の木が生えているコー

スが特徴です」とリーダーの星（利）が説明し

て帝産バス焼野行きのバスに乗る。 

 大津市南部は、江戸時代から茶の栽培がされ、

「殖産興業」の掛け声で明治初期には、海外移

出品として知られていた。（大津市史） 

 観音口バス停手前で降り、新しくできた若葉

台防災公園でストレッチ体操をして登山口へ。 

 

 

嶋が池・中池 新池の３池堤防にて昼食 

 登って３０分位すると、見事なエメラルド色に輝く鏡のような池に到着。 

なだらかな谷筋を２０分登ると 海抜５３０mの峠に到着。 ここから下り道は東海道自然歩道

に合流した道で国分方面に向かい三ツ池の堤防で昼食。 

 途中、西原さんより「今日は星操さんの個展がギャラリー唐橋であるので皆さん行きましょう」

と提案して頂いた。 昼食後は、国分の松尾芭蕉で有名な幻住庵によって解散。（１５，０００歩） 

【国分にある「幻住庵」は松尾芭蕉が４か月間過ごした草庵】 

 
句碑 「先ず たのむ 椎の木もあり 夏木立」 
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ランニング (びわこランナーズ) 

第 233回大津月例マラソン報告 
開催日：2021 年 10 月 10 日 

会 場：膳所城址公園スタート・ゴール なぎさ公園 

 
緊急事態宣言が 10 月 1 日に解除となり，

２ケ月連続の分散形式の月例会から，久々

の通常形式の月例マラソンが開催されまし

た。ランナー33 名，スタッフ 5 名が参加。

ランナーは膳所公園から力強く駆け抜けて

いきました。スタート時点は曇り空でした

が，太陽が降り注ぐとさすがに暑さが堪え

るようでした。 

今回は 4 名の初参加の方がおられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この後の活動計画（’21 年 11 月～’22 年 1 月） 

 

 

 

年 月日 曜 行  事 場　所 時間

11月14日 日 第234回大津月例マラソン 膳所公園・なぎさ公園

11月21日 日 練習会（希望が丘トレイルラン）

第235回大津月例マラソン 膳所公園・なぎさ公園 ※※

忘年会 別途ご案内

12月19日 日 練習会 皇子山球場前の駐車場集合 8:40スタート

2022 1月9日 日 第236回大津月例マラソン 膳所公園・なぎさ公園 ※

1月16日 日 練習会 皇子山球場前の駐車場集合 8:40スタート

12月12日 日
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スキー協議会 

ふるさと通信 

第 40回記念定期総会無事開催 

日時:2021年 10月 23日(土) 

場所:草津市 浜木綿(中華料理) 

参加者: 清水・水田・松原・疋田・ 

幸ちゃん・星・今津・西田・岡田            

(継承略) 

 

約 2 年間の第 5 波に渡り猛威を振りまいていた新型コロナも謎の急激な収束の様相を見せ
つつ全国の緊急事態宣言も解除、昨年は開催出来なかったふるさとの定期総会も 2 年振り
の開催となりました。 
今回の総会はふるさと創立 40 周年という事もあり一泊などの企画案も出されていました
が、結局コロナの状況にまだ不安感もありいつもの日帰りとなりました。 

さて、総会の内容を簡単に報告です。 

まずは昨年度の行事はリンゴ狩と岐阜スキーを何とか実施した程度で散々だったのですが、
次シーズンはほぼ例年通りの企画を予定する事となりました。 
特に 2 月は記念行事として安比高原なども念頭に置いているようですが、そろそろ東北地
方のパッケージツアーも出てくるようなので、これを見て検討との事。 
会計については昨年度の行事がほぼ無かった事から今回は会費を 1 年間徴収しない事に決
定しています。 役員についても昨年度同様の体制で了承されました。 
お堅い話はここまで。 

後は、お楽しみの飲み会です。2時間飲み放題プランで中華料理に舌鼓を打ちつつ 

コロナ過にあるとは思えないくらい楽しい宴会を久しぶりに楽しみました。 

(基本マスク会食) 

清水さんが持ってきてくれた 40 年の歴史が詰まったアルバムを眺めながら過ぎ去りし郷
愁を覚えつつ、又、いつもの鉄板ネタに盛り上がりながらも楽しい宴会は瞬く間に過ぎて
いったのでした。(岡田記) 
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びわこチャリティウォーク＆クルーズ 

１１月１３日（土）         主催 大津市市民活動センター 

参加者(ボランティア)：永見、高木、川辺、星利三、星操、渋谷(ランニング)、今井(卓球） 

 

暑くもなく寒くもない絶好の行楽日

和。 浜大津明日都市民活動センター主

催で、今年もびわ湖ウォーク＆クルーズ

がおこなわれました。 

 イベントに当たって、県連盟へ支援の

依頼があり、７名が参加しました。 

このイベントは、生活困窮家庭や生きづ

らさを抱えた青年たちを支援する団体

へ、参加費を寄付することが、大きな目的

です。 

そして、このイベントを１６の企業・団体が協賛しました。 早くから申し込みがあり定

員 200名が満席となりました。 

大津駅から浜大津港までのウォークでは、４か所に２人１組で道案内とクイズラリーの

看板を掲示して、クイズを解いてもらいました。 

クイズの内容は 

 Ｑ１問・・・ＳＤＧｓ達成度ランキングで日本は 165か国中何位でしょう？ 

 Ｑ２問・・・女の人がおんなの人を好きになったり、男の人が男の人をすきになるのは

おかしい（＝社会的に認められない）事である。 

 Ｑ３問・・・日本ではかって外国の国々と戦争をしました。今だに国同士でわだかまり

が残っていて対立していることもよくあります。 また世界では紛争や戦

争が続いています。 わたしたちはどのようにすべきでしょうか。 

（ア） 昔の敵は今も敵なので許してはいけない。 

（イ） お互いの文化や価値観を認め、理解し平和な世界を作るために努

力する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


