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2022 年 

本年もよろしくお願い申し上げます 

新年のご挨拶 

･･･ 理事長 渋谷敏久 
皆さん健や

かに新年を迎

えられたこと

とお喜び申し

上げます。昨

年 8 月～9 月

頃をピーク

に，その後一旦は収まりかけてきた新型コロ

ナウィルス感染は，年末ごろから新たな変異

株オミクロン株が世界で広がり，日本でも脅

威になってきています。まだまだ予防対策は

欠かせません。一年延期された東京オリンピ

ック，パラリンピックもコロナ禍でいろいろ

な課題を残しながらも開催されました。滋賀

県ゆかりの選手の活躍も目立ちました。 

開催後の課題として，新設された国立競技

場をはじめ，各種の競技施設の今後の運営管

理が問題になっています「負の遺産」となら

ないようにすることが求められます。 

そして今年は 2 月に北京冬季オリンピック

が迫っています。こちらは人権問題で，外交

的ボイコットの国が続出。平和の祭典のオリ

ンピックのはずが，何か違う方向に動いてい

るように思います。 

私たちのスポーツ活動はどうだったでしょ

うか。コロナ禍にあって，秋に予定していた

滋賀県スポーツ祭典の各種目の競技大会は，

多くの種目が中止を余儀なくされました。ま

た月例の大会や行事，練習会なども，思うよ

うに出来なかったと思いますが，そんな中で

各種目が，感染防止対策を施し，いろいろ工

夫しながら活動を続けられていることに敬意

を表します。 

今年は是非早くコロナが収束して，従来の

ような活動を取り戻せることを願うばかりで

す。そしてその先には，コロナでの苦境を乗

り越えてさらに発展されることを祈っていま

す。皆さん頑張りましょう。 

野球協議会 

滋賀野球協議会 星 利三 

2021 年度リーグ優勝は「ブレーザーズ」！  

 滋賀県野球協議会は 11 月でスポーツ祭典・リ

ーグ戦すべての試合が終了し、来季に向けての

準備をして居るところです。事務局 2，・審判部

6 名で何とか動かしてきました。 

 新しい若いチーム（平均年齢 20 代）が加盟

し野球協議会に活気を与えてくれました。 

 試合運びは熟練のベテランチームに前半は

勝っているのですが後半にちょっとのスキを

突かれて逆転されるという試合が多かった。 

しかし、リーグ戦での 4 勝 4 敗は立派なもので

す。（審判団の談話） 

今年度はコロナの影響がスポ祭・リーグ戦に

もあって試合運営に苦労しました。 
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チーム内に濃厚接触者が出たり、会社から外

部との接触禁止を言われ試合に参加が出来な

かったり、球場側から使用禁止を言われコロナ

禍に振り回された一年でした。 

スポーツ祭典の成績は前号で報告されてい

ますので省略しますがリーグ戦の成績は下記

の通りでした。 

第一位 ブレーザーズ 【7 勝 1 敗】 

第二位 ﾄﾞｯﾃｲｰｽﾞ 【6 勝 1 敗 1 引き分け】    

第三位 ｋ－２    【5 勝 3 敗】 

尚、今年度お世話になった球場・グランドは次

の通りです 

  皇子山第一 G 【3 日】 

  皇子山第三 G 【3 日】 

  湖南市民 G  【3 日】 

  文芸の郷（安土）【2 日】 

  信楽球場   【2 日】 

審判員は，6 名の方にお世話になりました。 

ご苦労様でした。 

来年もよろしくお願いします。 

 

スキー協議会 

2022 年の初めにあたり 

「スポーツを楽しもう」 
滋賀スキー協議会 会長 村地兼次 

滋賀スポーツ連盟の皆さん、明けましておめ

でとうございます。 

私どものスキー協は、スノーシーズン真っ只

中ですが，長引くコロナ禍において、スキー協

のメーンの行事である「スノー祭典」を、今シ

ーズン （2022 年）は、計画をしないという選

択になりました。 

しかしながら、スノースポーツは、今、楽し

まなければ意味がありません。 

スキー協のクラブ、そこにいる会員も行事を

成功させるために取り組んでいくことになり

ます。 

私は、コロナ禍になってから感じるようにな

ったことですが，これは、個々の置かれている

状況にもよりますが「いけるところに行き、出

来る時に出来ることをやる」という気持ちを持

つことが大事だと思うようになりました。 

滋賀県連盟の皆さん、いろいろ工夫をして大

いにスポーツを楽しみましょう。 

テニス協議会 

滋賀テニス協議会 会長 山本敬冶 

9 月に予定していた，スポーツ祭典のシングル

ス大会，ダブルス大会はコロナ禍で中止となりま

したが，11 月にミックスダブルス大会は実施する

ことが出来ました（参加組数 59 組）また 11 月に

は全国大会が名古屋で行われ選手を派遣しまし

た。12 月 5 日にはクラブ交流親睦大会が，10 ク

ラブ 21 チーム（総数 134 名）の参加で実施され

ました。 

2022 年度は 4 月～12 月に大石緑地コート改修

工事のため最大予約 6面のみとなってしまいます。

従って、１大会 54 組。登録会員限定大会とせざ

るを得なくなります。    

バドミントン（ラブオール） 

滋賀バドミントン協議会 田辺 聡 

 明けましておめでとうございます。昨年もコ

ロナウィルス感染拡大の影響を受けた一年とな

りました。バドミントン協議会としても県大会・

全国団体戦・個人戦と大きな行事は会場確保ま

でしていた（全国個人戦は確保できず）のですが

全て中止となりました。 

そんな中、毎年開催していた他府県交流会に

ついては色んな方から「この交流会だけでも開

催してほしい」との声を多くいただいく中、県内

チームに限定して，人数を制限し、十分な感染対

策を施し開催することができました。 

一年に一度ここで顔を合わせ一緒にバドミン

トンをすることを大変楽しみにされている方た

ちと 2 年ぶりに交流することができ皆さん喜ん

でおられました。 

リーグ戦（皇子山 G）４月 11 日 
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そのような状況で大きな行事は出来ません

でしたが、昨年に続き普段の練習に加え、少し

小さめの規模の練習会を 6 回開催しました。チ

ーム関係なく色んな人とペアを組んだり、景品

の抽選会をしたりの会を皆さん楽しんでいた

だきました。恒例行事として定着してきたと感

じています。 

さて本年ですが従来通り他府県交流会、県大

会の開催を予定しています。他に練習会も継続

して開催の予定です。いずれの行事も感染拡大

防止措置を徹底するのは言うまでもなく、開催

規模・運用面の工夫等の対策を十分考えながら

やっていきたいと思います。 

 まだまだ難しい状況が続きますがまずは健

康に留意しながら出来ることを少しずつでも

続けていく、バドミントンもコツコツ行きます。 

ランニング（びわこランナーズ） 

びわこランナーズ 会長 渋谷敏久 

びわこランナーズは，大津月例マラソンを活

動の柱としていますが，昨年は 5 月，8 月，9 月

はコロナ感染拡大により分散形式での実施と

なりました。しかし，大会を途切れることなく

継続することが出来たことは大変良かったと

思います。参加者も 50 名を超すこともあり，

大きな盛り上がりを見せています。ご参加頂い

ている皆さん，また運営スタッフとしてご協力

戴いた皆様に感謝申し上げます。そのほか び

わ湖一周リレーRUN は 7 月に予定通り実施で

きましたが，10 月に予定していた，スポーツ祭

典陸上競技大会も結局中止せざるを得ません

でした。 

今年も当面はコロナ感染防止対策を行いな

がらの活動になると思いますが，『私たち「びわ

こランナーズ」は，一人ひとりの「走る」こと

の目標・信条をしっかり持ちながら，みんなで

走る楽しみを大切にしていきます』。本年もよ

ろしくお願い致します。 

ウォーキング（びわこテクテククラブ） 

びわこテクテククラブ 会長 長友善勝 

新年あけましておめでとうございます。 

今年は、「寅年」です。虎は「百獣の長」と言わ

れ、勇猛で威風堂々たる気概を表す動物と考え

られてきました。この「寅年」にちなんで、わ

が「びわこテクテククラブ」も、今日は東へ、

明日は西へと闊歩しましょう! 

  しかし、一方でコロナの影響は、まだまだ予

断を許しません。お互い体調には充分気をつけ

る事も忘れてはならないと思います。 

 このように、今年は、慎重にして大胆にウォ

ーキング楽しみましょう!  

「こんな所へ行きたい」など、皆様のご意見、

ご希望をどんどんお寄せ下さい。 

滋賀卓球連盟 

滋賀卓球連盟 会長 山元 明 

あけましておめでとうございます。 

 昨年は世界各地で新型コロナウィルスの変

異と信じられない災害が一向に治まる気配が

ありません。人間が根本的に生き方を変え、今

の現象と真正面に向き合っていかなければな

らないと思います。また、確保している施設が

ワクチン大規模接種会場、会場修理等により殆

どが開催出来無くなりました。 

一方卓球界は世界卓球、オリパラ等での活躍

もあり、人々の健康志向はますます高まり各施

設を確保するのも困難な状況が続いておりま

す。また各施設は冷房設備すら殆どなく、あま

りにも貧弱で何とかしなければ夏場の活動が

出来なくなります。 

 我が連盟が目標とする「スポーツの楽しみを

すべての人に広げよう」を合言葉に老若男女が

共に楽しめる卓球を実感していただけるよう

努力して参ります。役員一同、一層頑張ります

のでご支援、ご協力をお願いします。  

12月 12日 第 236回月例マラソン 
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ウォーキングテクテクニュースより 

２０２１年１２月１２日（日）   三雲城址    一般コース（やや健脚） 

参加者  ：大工、川辺、吉田、永見、松下、大西、小嶋 

 

今日は、三雲城址を回るコースとなります。 

2021 年最後のウォーキング、寒くなく天気

もいいので三雲駅から快適なスタートとなり

ました。 

途中で狩猟のような組と会いました。 

「わ、鹿かイノシシに間違われないように

しよう」「撃たれたらやばいで」「めちゃ怖い」。 

アップダウンの所を通り八丈岩にたどりつ

いた。 

「本当に落としてやろうか！落ちても知ら

んぞ」、で精一杯押してみる。「あっ、やっぱ無理動かんわ。」これは試験に合格するよ！！ 良かっ

た！良かった！  

それから三雲城跡は数分で到着、本当に景色のいい所だった。 NHK の朝ドラ「スカーレット」

のロケ地になったらしい。 

「わかる～～」「さっ、昼飯だ」殿様気分でおにぎりをほおばる。 

あとは帰路だ。 途中天井川のところにでっかい弘法杉を見た。 こんな街の中にでっかい杉が

あるなんて！ 樹齢 750 年だって～すごいわ！！  

屋久島に行かなくても感動した。 

 この「テクテククラブ」入会してよかったと思います 

健康のための歩行だけでなく、いろいろな知識を役員の

大工さんらに教えてもらえ会話が弾む。 来年ももらさず

参加したいとおもいます。 

此れは行った所の写真だけでなく行った場所の案内カタ

ログを帳面に貼り付けたらいいな～ 

「皆様、これからもよろしくお願いします。（松下） 

 

 

JR三雲駅 構内 大看板  猿飛佐助のふるさと 

八丈岩 合格祈願を願って 


