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び わ こ テ ク テ ク ク ラ ブ  

三 上 山 清 掃 登 山  
 

参加者：星利、久古、小林、小林美、 

吉田、伊藤、小嶋、小巻、川辺、松

尾、平尾、広瀬、村越、前嶋佳、片

桐、舟橋、橋田久（以上会員）、 北

村、中島（以上労山）、西村、清水

（以上一般）、畑、松岡、富田、川

島、木谷、荒川（以上子ども） 会員

17 名＋労山 2名、一般 2名、 子ど

も 6名 計 27 名 

日時：2017 年 6 月 4 日(日)晴れ 

 

〇歩数計は二万歩を越えて

いた。3月末の唐崎・坂本地

蔵めぐり以来のこと。みどりのゆらゆらする木

もれ日の中、落ち葉のやわらかくした土を、ゆ

っくり踏んでいく。自分の頭なのにいつのまに

かからっぽ。ただ、ただ楽しい。この感覚だけ

は、持ち帰ろうと思った。ゴミは空き缶のふた

一個を拾っただけだったけど。ゆったりコース

を急きょ取り入れて下さってありがとうござ

いました。（Ｍ・Ｋ記〇第 45 回滋賀県清掃登山

が「湖国の豊かな自然を次の世代に！」の

slogan のもと県内 12 ヶ所で行われました。テ

クテククラブは三上山を担当し、子どもを含め

27 名の参加で賑わいました。 

三上神社での出発セレモニーでは、滋賀労山

の北村理事長からあいさつをうけたあと、体操

をしてＡ・Ｂ・Ｃのコースに分かれて出発しま

した。Ａグループは、吉田まさ子さんが担当し、

ゆっくり三上山の裾野をぐるっと歩くコース

です。Ｂグループは、三上山を直登するコース

で、これには 2月の朽木で行われた雪あそびの

ときにご一緒した子どもたちです。スタスタと

前に行こうとしますが、久古あや子さんから

「リーダーを追い抜いたらダメ！」の一声で、

おとなしく歩く子どもたち。Ｃコースは、滋賀

労山の北村さん・川辺かほるさんのリードで無

事に到着しました。山頂からの眺めは最高でし

た。 

 集めたごみは、可燃物１㎏、缶 0.5 ㎏、ビン

0.5ｋｇ、ペットボトル 0.6 ㎏、計 2.6 ㎏でし

た。子どもたちと一緒に自然を大切にする活動

が、今年もできました。(星 利三記) 
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バドミントン ラブオール  
6 月 10・11 日（土日）交流団体戦を行いました。 

第 16 回交流団体戦 

明日香A オレンジクローバー LAGO ﾁｰﾑ・ｷｬｯﾌｨｰ Dolphin 伊賀衛門

東京 滋賀 滋賀 滋賀 京都 滋賀

明日香A

東京

オレンジクローバー

滋賀

LAGO

滋賀

ﾁｰﾑ・ｷｬｯﾌｨｰ

滋賀

Dolphin

京都

伊賀衛門

滋賀

美女と野獣 ラブオール 東レ岡崎 ぐるぐるパンチ セブンオクロック 明日香Ｂ

滋賀 滋賀 愛知 滋賀 滋賀 東京

美女と野獣

滋賀

ラブオール

滋賀

東レ岡崎

愛知

ぐるぐるパンチ

滋賀

セブンオクロック

滋賀

明日香Ｂ

東京

team aletteo LAGO ラブオール セブンオクロック 明日香A アーガス AWZ

滋賀 滋賀 滋賀 滋賀 東京 京都 滋賀

team aletteo

滋賀

LAGO

滋賀

ラブオール

滋賀

セブンオクロック

滋賀

明日香A

東京

アーガス

京都

AWZ

滋賀

明日香Ｂ 美女と野獣 TeamSSS 東レ岡崎 坂田会 チーム26歳 H-Backs

東京 滋賀 滋賀 愛知 滋賀 滋賀 滋賀

明日香Ｂ

東京

美女と野獣

滋賀

TeamSSS

滋賀

東レ岡崎

愛知

坂田会

滋賀

チーム26歳

滋賀

Ｂブロック

Aブロック

6/10（土） ★２１点先取　ファイナル７点

Aブロック 勝　敗 順　位

1-2 0-3

3-1 23-0 0-3 1-2 2-1

1-2 1-2

勝　敗 順　位

2-1 0-3 1-3

２－１ １－２ 2-1

6/11（日）

順　位勝　敗

順　位勝　敗

6

2-2

Ｂブロック

1-2 0-3 3-0 3-0

0-3 1-3

3-0 0-3 1-2 0-3 1-3

1-2

2

1

4

5

3

1-2 2-1 2-1 0-3

1-2 2-1

2-1 3-1

3-0 2-1 3-0 3-0 4-0

2-2 4 (5-3)

2-1 2-1 2-1 2-1 4-0 1

1-2 1-2 0-3 1-2 0-4 6

2-1 1-2 1-3 5

1-2 3-0 1-2 2-1

★２１点先取　ファイナル７点

3 (6-6)1-2 2-1 2-1 1-2 2-2

2-2 3 (7-5)

2-1 3-0 3-0 3-0 4-0 1

0-3 1-2 0-3 0-3 0-4 7

0-3 2-1 1-2 3-0 2-2 4 (6-6)

2-2 5 (5-7)

1-2 3-0 2-1 2-1

2-1 0-3 2-1 1-2

3-1 2

0-3 3-0 0-3 1-2 1-3 6

1-2 0-3 0-3 1-2 0-4 7

3-0 3-1 2

3-0 1-2 1-2 1-2

2-1 3-0 1-2

5 (4-8)

1-3 6

0-3 2-1 0-3 2-1 2-2

1

3-1 2-2 3-0 3-0 4-1 2

3-0 2-1 3-0 3-0 4-0

2-2 3 (5-7)H-Backs 0-3 2-1 1-2 2-1
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8.9 滋賀反核平和マラソン 2017 
2017 年 8 月 9 日(水) 開催 

「平和憲法を守り、核兵器も戦争もない社会の実現をめざして」長浜市役所～滋賀県庁 
 
反核平和マラソンは、72年前に長崎に原爆が

投下された 8月 9日、長浜市役所～滋賀県庁ま

で約 74 ㎞を走りました。長浜市は先日の台風 5

号で市内を流れる姉川の洪水で大きな被害に

見舞われ大変な中でしたが、市役所で無事出発

セレモニーを行うことができました。セレモニ

ーは 8:45 から、ランナーはびわこランナーズ

のメンバーと OBを中心に 12 名。サポートとし

て県労連、自治労連、県職員組合の方々4名（サ

ポートカー4 台）。サイクリングの 3 名も加わ

り、瀧上実行委員長のあいさつ、ランナー代表

の要請書の読み上げなどを行い、長浜市からは

市長のメッセージを頂きました。 

9：05 に長浜市役所をスタート。彦根までの

コースは一昨年までの湖岸道路を走るコース

に戻し、県庁までの途中での要請行動は例年通

り、彦根市、近江八幡市、野洲市、守山市、草

津市、で各ランナーが交代で要請書の読み上げ

を行いました。また彦根市の本覚寺（原爆の火

を守り続けている）では献花

を行い、お茶の接待を受けま

した。また野洲市では、ラン

ナーが到着すると館内放送

をして下さり、多くの職員が

集まってくださいました。 

今年は滋賀県連盟として反核用(マラソン、

ウォーキング、サイクリング)の統一ユニフォ

ームを製作し、ランナーはそれを着用しました。

琵琶湖をイメージしてレイクブルーを基調し

たシャツに、胸には「NJSF.SHIGA」と琵琶湖の

イラスト、背中には大きく「PeaceAction」とプ

リントしたもので、全員が同じユニフォーム姿

で走る姿は壮観でした。 

予定の 17：00 を若干オーバーして県庁に到

着し、ライダー、ウォーキング、サイクリング

のそれぞれの隊とも合流して、県庁での合同の

到着セレモニーではランナーを代表してびわ

こランナーズ髙畑事務局長が要請書の読み上

げを行い、新日本スポーツ連盟滋賀県連盟の多

賀副理事長が総括のあいさつを行いました。 
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反核平和ウォーキング＆平和学習会 
平和学習会は、歌を通じての世の移り変

わり、とりわけ、歌は世につれ世は歌につ

れ……と言われてきたことが「なるほどな

あ……」と感心させられた。 
 そして、戦中の歌が「学校唱歌」として広

く浸透し何ら疑いもなく、「死」とは「愛す

る人のため」ではなく時の権力者（国家）と

いう得体のしれないものへと導くものであ

るという、恐るべき思想統制の働きかけが

あったという事実を再確認した。 
 「軍歌」を通して、平和の大切さをつくづ

く感じた。そして高木さんが作成された学

習会の看板を見て、その昔手書きしていた

頃と今日の飛躍を見て、浦島太郎三世にな

り、感謝！感謝！ 
（ミスターオジンこと吉本 明治 記） 

 

平和への願い新たに 

 今年も8月9日滋賀県反核平和マラソン・

サイクリング・ライダー・ウォーキング実

行委員会は、各市役所町役場へ核も原発も

戦争もない社会の実現を求める要請行動を

おこないました。 

野洲市役所では、ランナーが到着すると館

内放送をしてくださり、職員が集まってく

ださいました。 （野洲市 20 人以上、草

津市 10 人以上） 

又原爆の火を絶やさず、灯し続けている彦

根の大覚寺では、献花を行いました。 

又、首長さんからのメッセージでは、核兵

器禁止条約が、採択されたことにふれるも

のもありました。 参加者は、マラソン 14

名、ライダー5人、サイクリング 5人、ウォ

ーキング 21 名でした。   （星 操 記） 
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今年は反核マラソン、ライダー、ウォーキン

グ、サイクリングのみんなでユニフォームを作

った。 ＮＪＳＦ．ＳＨＩＧＡの文字を前後に

入れてスポ連を宣伝して、補助をしてもらった。

大変好評！ 

本番までに「河内の風穴サイクリング」「メタ

セコイアビワイチ」と２回の練習を取り組んだ。

本番は平日だが、練習は土日にしたため、スキ

ー協の仲間が練習にたくさん参加してくれた。 

８月９日当日は、長浜市役所にマラソン１２

人、サイクリング７人が結集した。スキー協の

高橋公世さんはサポートカー運転に駆け付け

てくれた。サイクリングとしては過去最高の参

加人数となった。 

長浜を９時前に出発。高島市役所に車で１１

時ぎりぎりに到着。現地の平和運動家も参加。

市職員のみなさんが長崎の時刻に黙祷された。

職員が 20 人余整列され山中さんが要請文を読

み上げ、続けて市長メッセージ代読。終了後、

拍手で送り出してくれた。 

そのあと昼食をとり、３回目で大分慣れてき

た大津市役所までの道を軽快に走ることがで

きた。余裕をもって市役所、県庁に到着した。 

 

  

長浜市役所で出発式、高島市役所、大津市役所、滋賀県庁 

揃いのウエアでピースアクシ

高島市副市長に要請文を

読み上げる。 

 

メタセコイアの並木を背景に 
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唐橋スポーツクラブ 

長命寺港ヨットあそび報告 

参加者：川島（洋・母・憲志・まーな）荒川（有香・海月）畑（昌光・景子・陽翔）松岡（陸都）

馬場（父・美穂子・翔太）木谷（仁志・悠吾・奏舵）前原（真宙・智宙）青木（藤司幸・美桜） 佐

藤（麻衣子・一歩）星（利三・操） 計２５名 

 

8 月 16 日ヨット乗り当日の朝、能登川にお住

いの青木さん（星利三のランニング仲間）より、

「こちらはどしゃ降りですがやるんですか？」

と問い合わせ。「はい、少々の雨なら決行です」

と返事。天気予報では曇りのち晴れとなってい

るが、少々不安をもちつつ出発。少々定員オー

バーらしい（笑）が、青空も見えてきて、先行

き好調。初めてヨットに乗る人はちょっと緊張

気味で、26 名が乗り込む。 

 

船長は、このヨットのオーナーは、スキー協

の小川さんです。テニス・山登り、スキー、ヨ

ットなどなんでもこなす 70 歳の元気なオーナ

ーです。あおぞらも顔を見せ近くに沖の島もく

っきり見える。水深 7ｍのポイントにヨットを

止めて待望の琵琶湖へダイビング！親子で楽

しい夏休みの思い出を作りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 


