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去る 2018 年 5 月 19 日(土)大津市浜大津の

「大津市市民活動センタ大会議室」において、

第 49 回滋賀県連盟定期総会が、執行部並びに

各種目からの代議員含め総勢 14 名（委任状 15

名）の出席で開催されました。 

議長にスキー協議会の西田氏を選任し、星副

理事長の開会挨拶に続き、山本理事長からの挨

拶では、「昨今の、スポーツ界の問題。フェアプ

レー精神。平和活動。スポーツが出来る生活環

境」等が話されました。 

引き続いて、用意された議案書に沿って、

2017 年度の活動報告、決算報告が行われ、休憩

を挟み、各種目の代議員から一年間の報告・

2018 年度の方針が話されました。 

各種目からの報告では、どの種目も役員・後継

者不足の問題があり。次期役員を育成する為の

大会、若手に運営を任せる大会などを開催して

いる。出来る人に頼ってばかりでなく、みんな

で運営するようにする。等の報告がありました。 

2018 年度活動計画では滋賀県連盟の活動の

基本姿勢を確認。滋賀国体問題を考えること。

国民平和大行進への参加協力。第 24 回滋賀反

核平和マラソン・サイクリング・ウォーキング

＆学習会（8 月 6 日）への取り組み。滋賀県ス

ポーツ祭典を成功させる事。西日本ブロックセ

ミナーへの参加。等が提案されました。 

各議案は賛成多数で承認されました。そして、

最後に役員改選選挙が行われ、下記の理事が選

出されました。その後の第一回理事会において、

新理事長に多賀重雄氏(スキー協議会)が選任さ

れ、併せて四役が選出されました。 
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<2018 年度役員体制（順不同）＞ 

理 事 長  多賀重雄  スキー協議会   理 事  西田重好  スキー協議会 

 副理事長  星 利三  ランニング    理 事  澤 豊治  スキー協議会 

 副理事長  渋谷敏久  ランニング    理 事  田井孝子  バドミントン 

 事務局長  佐々木鉄人 事務局      理 事  田辺 聡  バドミントン 

 財 政   渋谷敏久  ランニング    理 事  長友善勝  ウォーキング 

理 事   藤田紀義  野球協議会    理 事  吉本明治  ウォーキング 

 理 事   前畑健児  野球協議会    理 事  山元 明  卓球連盟 

 理 事   山本敬治  テニス協議会   理 事  今井健一  卓球連盟 

 理 事         テニス協議会 

 

スキー協議会  

「気分爽快！サイクリング」 － 米原の歴史と水を訪ねるスキー協 －     

前日の６月２９日には、米原市内で竜巻によ

る大きな被害があり、当日の天候も危ぶまれま

したが、結果的に雨に降られることなく実施で

きました。  

  ９時４０分に近江庁舎出発、岩脇山蒸気機

関車避難壕に９時４５に到着。地元の堀内さん

にお願いして管理者の方に鍵を開けておいて

いただいたので、即壕内の見学。１本の壕は途

中までの穴で、もう一方は貫通している。壕内

は涼しく気持ちよかった。近くにこの様な他に

ないものがあったとは、知ってはいましたが、

入るのは初めてでした。ここでは自転車のヘル

メットが役に立ちました。（途中で天井に頭を

打った） 

国道は一か所の横断のみで移動し、醒ヶ井渓

谷から醒ヶ井養鱒場へ、さらに醒ヶ井の「居醒

の清水」を見学しました。ここでは冷たい天然

水で元気をもらいました。 

次の清滝の清瀧寺徳源院で京極家歴代当主

の立派な墓や道誉桜を見学し終えたのが１２

時すぎ、昼食場所まで伊吹の扇状地をあと一登

り、大阪セメントの石灰運搬用引き込み線跡で

ある 

「伊吹せんろみち」を駆け上がり、ようやくジ

ョイ伊吹・森 cafe「WABISUKE」に到着。一

杯目の冷水のおいしかったこと。一気に１７名

の団体様とあって、うれしい悲鳴の店主？。ま

た多少の誤解もあり多賀さん注文のコーラが

ボトルサービスになりました。ちょっと昼食に

時間がとられたため、午後の目的地を一箇所

（道の駅・伊吹の里）カットしました。 

環境省指定の日本名水百選に滋賀県から二

つ選ばれている内の一つである大清水の泉神

社湧水で再び乾いたのどを潤し、次の三島池へ。

伊吹山と三島池を背景に記念写真を撮り、最後

の山室湿原へ。「上高地や尾瀬に行かんでもこ

こで十分やわ」との声もありましたが、残念な

がら「サギソウ」や「ハッチョウトンボ」は見

られませんでした。草むらに隠れた「マムシ注

意！」の看板を発見してゾゾッ！。そう言えば

マムシは湿った場所が好きだった。無事でよか

った。見学後は、最後の上り坂となった千石坂

を乗り越えて全員無事に近江庁舎に帰着しま

した。添付写真は、近江庁舎出発時と三島池で

の写真です。・・山中  悟 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<問い合わせ> 新日本スポーツ連盟大阪府連盟 ＴＥＬ ０６－６９４２－４７５１ ( 平日 10:00 ~ 18:00 ) 

【申込書】 締切：9 月１２日(水)まで 

都道府県          府 ・ 県 所属・種目名  

フリガナ   性 別 男 ・ 女 

名 前  連 絡 先  

上記申込書記入後は、ＦＡＸ ０６－６９４２－４７５３ まで送付してください。 

今年の夏は異常なほど暑く、熱中症・脱水症との危険と 

隣り合わせです。スポーツ時の発汗だけでなく気温や乾 

燥など、さまざまな要因によって、季節に関係なく起こ 

りうる症状といわれています。水分だけではなく体に必 

要な成分も失ってしまう熱中症・脱水症の具体的な症状 

や予防法、対処法などの知識を身につけましょう。 

１０：００～１２：００ １３：００～１６：００ 

関西ブロック府県連盟・種目組織が一丸となり、各組織 

が「現状打破」に向けて前進し、方向性を持てる集会と 

して参加者全員が交流し学び、 

共通認識として目標に向かう 

集会として行います。 

会員が増える工夫を実践し 

ている組織から発表しても 

らったり、現在抱えている 

問題点などを全員で議論し 

ていきます。 
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ランニング／びわこランナーズ  

70回希望ヶ丘 3時間走＆BBQ 2018年 6月 24日 

「マラソンのつぼ」さんとのクラブ交流も。 

6月 24日(日)第 70回希望ヶ丘 3時間走が行

われました。 

今回は「マラソンのつぼ」のメンバーさんと

一緒に走り、走った後、BBQでの親睦会が実現

しました。きっかけは、昨年「マラソンのつ

ぼ」創立 20周年記念行事で、古賀さんに講演

をお願いした事で、機会があれば今後交流し

ていきたいとの話が持ち上がり、村田昭一さ

んの同級生がマラソンのつぼのメンバーにい

らっしゃるとのことで話が進み、今回のクラ

ブ交流につながりました。 

参加者は 3時間走にびわこランナーズから 21

名、マラソンのつぼから 11名。 

BBQにはびわこランナーズから 16名、マラソ

ンのつぼから 10名 (総勢 27名)が参加しま

した。 

 3時間走＆BQ&親睦会お疲れ様でし

た。楽しかったですが暑かったです

ね、焼きそば焼きながら、私もコン

ガリ日焼けしました。 

帰宅後、まらそんのツボの友達から

御礼のメッセージが 

有りました。・・・村田昭一 

“今日はありがとう 😊 

つぼのメンバーから、『楽しかっ

た。ありがとうございます』と伝え

てほしいと言われました 

お世話になりましたつぎはつぼが招待します 

楽しみに待っていてください 🙇 🙋 👍“ 

 

びわこテクテククラブ    三上山清掃登山 
 

 

参加者：吉田、星利、伊藤、小嶋、松尾、

平尾、橋田、前嶋佳、友永、川島， 

畑 渉・陽、宇野 

 

 

 

木々の光るとてもいい天気。御上神社で清掃

登山の開会式をすませたあと、小学生 3人、テ

クテクの仲間ら 14 人。和気あいあいの内に、

あしあと 
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タイプライター
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長方形
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二つのコースで出発する。山すそめぐりの入口

の表示がなく、2～3回同じところを行き来した

が、吉田リーダーのもと、道がみつかった。木

もれ日の中を歩く山道は最高。ときおり吹くさ

わやかな風がここちよい。 

 先頭の吉田さんは、ゴミをうまく見つけられ

る。二番目の私は、小さいゴミを二片拾っただ

け。後ろを歩いておられる方は、茶わんのかけ

らなども見つけられた。それでもゴミ袋に少し。

以前はもっとゴミが多かったと聞く。45年もつ

づいている清掃登山の成果だと思った。（Ｍ・Ｋ

記） 

快晴の日曜日、野洲駅に集合した第 46 回清掃

登山のメンバー、9 時のバスで御上神社前に向

かう。神社では主催者あいさつのあと、地元の

野洲市長、大津市長からのメッセージが紹介さ

れた。 

準備体操をして、健脚コース、ゆっくりコー

スの二つに分かれて出発した。健脚コースの子

どもたちは元気いっぱいだ。頂上岩の割れ目で

は、子どもたちが荷物をもってくれて通ること

ができ、とても喜ばれた。 

昼食後、ゴミ測定ではガラス・鉄・缶類が 0.4

㎏、紙類が 0.3㎏と毎年少なくなってきており、

いいことだ。帰路は、野洲駅までウォークで、

子どもたちは、前に行ったり、後ろになったり

と、楽しんでいた。ケガ人なし、皆元気だった

ことが良かった。 

（Ｍ・Ｙ記） 

 

 

 

 

 

 

 

日程 種目 内容 場所
8月4日(土) 卓球 第57回京滋スポーツ祭典　単・複 伏見港公園体育館
8月5日(日) ランニング 第195回大津月例マラソン 膳所公園

ランニング 反核平和マラソン 長浜市役所～県庁
スキー協 反核平和サイクリング 高島市役所～県庁

ウォーキング 反核平和ウォーク 大津市役所～県庁
8月12日(日) 卓球 第1回団体連盟リーグ戦 京都府・2
8月19日(日) ウォーキング
8月19日(日) バドミントン H30年度　団体戦(8月） 伏見港公園体育館
8月19日(日) ランニング びわこランナーズ練習会 皇子山運動公園
9月8日(土) ウォーキング 安曇川方面　(健脚） 安曇川
9月9日(日) ランニング 196回大津月例マラソン 膳所公園
9月15日(土) 卓球 フリー3複・男・女各団体&各複 皇子が丘体育館
9月16日(日) ランニング びわこランナーズ練習会 皇子山運動公園
9月17日(月) バドミントン H30年度　団体戦(9月） 伏見港公園体育館
9月17日(月) テニス 第56回滋賀県スポーツ祭典ダブルス大会 大石緑地(8面）
9月23日(日) ランニング 第70回希望ヶ丘3時間走 希望が丘スポーツゾーン
9月23日(日) ウォーキング 彦根　物生山砦(ﾑｼｬﾔﾏﾄﾘﾃﾞ）　(健脚） 彦根
9月24日(月) テニス 第56回滋賀県スポーツ祭典シングルス大会 大石緑地(11面）

バスハイク　(ゆったり）河内の風穴～マーガッレトステーション

滋賀県連盟今後の活動予定

8月6日(月)

 

割岩 肥満度確認可能 の看板 

この割岩は、体を

横向けにしないと  

とおりぬけられな

いわずか 20cm ほ

どの空間。 

 三上山頂上より 
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