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新年のご挨拶 

理事長 多賀重雄 

明けましておめでとうございます。 

昨年は世界的な新型コロナウィルスの流

行によって、私たちスポーツ団体にとって

も自らの存在意義を考え直さざるを得ない

一年間でした。イベントを取り組みたい

が、コロナ対策はきちんととれるか？誰が

その準備をするか？試合は何とか実施して

も、交流会をできないのは残念。役員会を

開く意味があるのか？みんなが家で取り組

んでいるトレーニングを励ますことはでき

ないか？などという悩みが多く語られまし

た。 

そして私たち一人一人のスポーツマンに

とっても、最も根本的な問題である「なぜ

スポーツをしたいのか？」「スポーツで何

を望むのか？」と考え続けて来ました。 

この想いはオリンピックを目指す一流選手

も、市民スポーツマンも同じであったと思

います。新型コロナ患者が増えるほど、ス

ポーツをすること、イベントを取り組むこ

とがむつかしくなってきました。それでも

密を避ける工夫をしながら、検温と消毒を

繰り返し、ぶれない目標をもって、自分た

ちのスポーツに取り組んできたのです。 

昨年開かれた陸上の日本選手権では、ぶ

れない目標と自覚的自主トレーニングの成

果によって、日本新記録を打ち立てた選手

が何人も生まれました。私は新型コロナ渦

の中でこそ、組織の在り方やスポーツの喜

びを見つめなおすチャンスが拡がっている

と思います。  
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ランニング（びわこランナーズ） 

新年のご挨拶        びわこランナーズ会長 渋谷敏久 

昨年からの新型コロナウィルスの感染拡大

が続いている状況ですが，皆様健やかに新年を

迎えられたことと思います。 

昨年は新型コロナウィルスの影響でスポー

ツ界でも大きな影響がありました。 

その第一には東京オリンピック・パラリンピ

ックが延期となりました。今年の実施は既に決

定していているようですが，コロナ禍で如何に

安全な大会が実施できるかが，最大の課題なっ

ています。 

私たちランニング愛好者にとっても，各地で

行われるマラソン大会は軒並み中止となって

しまい辛い一年なりました。そんな中で，びわ

こランナーズの活動振り返ってみると，運営員

会は，4 月からは Zoom を使ったオンライン会

議を実施して活動計画を話し合ってきました。

そして 4 月からは「当面活動停止」としました

が，月例マラソンについては，完全に中止して

しまうのではなく，

個人がそれぞれ好

きな時間に，好き

な場所で月例の距

離(5 ㎞，10 ㎞)を走

り，そのタイムを

オンラインで申告

して頂き，月例マ

ラソンに参加した

ことにしよう。と

の案が出され，「月

例マラソン分散方

式」として，4 月(215 回)，5 月(216 回)はこの

方式で実施しました。そして 6 月からは，感染

拡大も少し収まってきた状況となり，活動再開

に当たり感染対策を万全にとりながら，従来の

集合方式に戻し，実施してきました。こうして

月例マラソンは一度も途切れることなく，また

大きな混乱やトラブルもなく，継続出来たこと

はよかったと思っています。 

特に 10 月，11 月，12 月はいずれも 40 名以

上の参加者で実施することができました 

4 月，5 月に実施した分散方式は，全国連盟

でも話題となりスポーツのひろば（スポーツ連

盟機関紙）にも取り上げられました。最近では

各地のマラソン大会が分散方式（TATTA アプ

リ利用）を採用する大会が多くなってきている

ようです。私たちの月例分散方式はその先駆け

だったのではないかと思います。 

びわこランナーズでは，今年早 （々1 月 24 日

(日)），各地のマラソン大会が中止となり，日頃

の練習の成果を発揮できない会員ランナーの

ための取り組みとして，月例マラソンより少し

長い距離設定（16km）での記録会を「新春ラン

ニング記録会」として実施する予定です。また

5 月には「第 3 回 Otsu VIVICTTA」計画して

います。 

新型コロナの感染は収まるどころか，第 3 波

となって更に感染が拡大してきています。これ

からも，気を緩めることなく一人ひとりが感染

防止の意識をもって，早く終息することを願い，

活動していきたいと思います

 

 

 

 

 

 

 
 

12 月 13 日 第 223 回月例マラソン スタート前（膳所公園） 
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バドミントン協議会（ラブオール）  

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。昨年はコ

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

保までしていたのですが全て中止となりまし

た。 

また毎年開催していた他府県交流会も色んな

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、状況が許さず中止

の判断をせざるを得ませんでした。 

一年に一度ここで顔を合わせ一緒にバドミン

トンをすることを我々自身もそうですが大変

楽しみにされている方たちと交流できなかっ

たことは非常に残念に思っています。 

そのような状況で大きな行事は出来ませんで

したが、普段の練習に加え少し小さめの規模の

練習会を複数回開催しました。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

たり新たな試みを実施し参加者には楽しんで

いただけたと思っています。 

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。 

またコロナが落ち着けば本来 2020 年から実施

しようとしていた滋賀県内の団体戦のシリー

ズ化もスタートできればと考えています。 

 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。 

 

 

ウォーキング協議会（びわこテクテククラブ） 
   

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白髭神社の鳥居からのご来光 吉本明治撮影     

 

新年のご挨拶 

 新年明けまして、おめでとうございます。 

びわこテクテククラブは、２００６年に結成さ

れ今年で１５年になります。「随分、長く続いてい

るなあ」と感心しながらも、これも会員の皆様の

積極的なご参加の賜物と感謝しております。 

 このクラブは、「楽しかった」、「参加してよかっ

た」と思っていただく事が一番大切です。コロナ

の影響には、お互い充分気をつけながら、今年も、

山や川を「テクテク、テクテク」と歩き「ワイワ

イ」「ガヤガヤ」としゃべって、日頃のストレスを

発散しましょう!  

また、「こんな所にも行きたい」というご希望も

寄せていただいて、みんなで楽しい一年を過ごし

ましょう!     

びわこテクテククラブ会長 長友善勝 
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● 大津在住   坂本・西教寺   光秀公を偲んで 
２０２０年１２月６日（日）例会  〈参加者〉西原、星利、小嶋、吉本 計 4 名  

雲一つなく、歩けば汗ばむような好天の下、

4 人が坂本を巡りました。訪れたところには、

それぞれ最後の紅葉が残っており、日に照らさ

れた真赤のもみじが目を楽しませてくれまし

た。 慈眼堂、日吉東照宮、南光坊と急で長い

階段もありましたが、それだけに登り切ったと

ころからの琵琶湖や三上山など対岸の眺めは

格別でした。近くに住んでいても、知らない、

来たことのないコースに吉本リーダーのコー

ス選定に感謝です。 

昼食は旧竹林院の駐車場脇の石段で食事を

していると、名古屋ナンバーの観光バスが到着

し、12 人のツアー客が昼食会場に向かいました。

大型バスにもかかわらず、客の少なさは、まさ

にコロナ禍そのものでした。 

昼食後は山手の道を西教寺へ。光秀ブームで

賑わっていましたが、門から奥を見

てＵターン。それにしても、小嶋さ

んの体力、脚力には脱帽しました。

小嶋さんは「私は、めざせ村越さん

や」と仰いますが、80 代半ばとは思

えぬ健康と脚力です。私は「めざせ

小嶋さん！」だと思いました。 

（西原たき子記） 

 

 

 

 

大津以外在住 旧東海道を歩く 草津宿本陣・街道交流館 
〈参加者〉星操 大工 船橋 札本 林田政 松尾   計 ６名 

久しぶりに草津の会員さんと再会し、雲一

つない青空のもと、まずは草津宿本陣へ向か

いました。草津宿は、中山道と東海道の合流

点で江戸時代は交通の要所でした。とりわけ

草津宿本陣は、日本の中で残存する本陣の中

でも建物の大きさでは他にありません。 

街道筋には、「油や」「呉服屋」「酒造」「旅籠屋」

などの木札が家の門前に出ており昔の面影を

わずかに残しています。交流館では、草津宿の

模型や当時の食事、宿帳などが展示。「こんなに

ゆっくり見たのは初めて」という草津在住の会

員さんも。交通安全・厄除け祈願の立木神社に

も立ち寄りました。日曜日ということもあって、

七五三での家族ずれでお参りにたくさんきて

おられ、着物姿のこどもたちが、可愛かったで

す。 込田公園で昼食。「他の地域の会員さんた

ちとウォークしたい」、「新年会のような楽しい

催しが懐かしい」、「札本さんや西村さんのヨシ

笛が聞きたい」、「総会には屋外でみんなと話し

をしたい。」、「10 人定員の例会ですが、もう少

し緩やかに考えてほしい」などの声がありまし

た。 

昼食後は「de 愛ひろば」の遊歩道を散策。

平地なので少し速足で歩き、心地よい汗をか

きゴール。（星 操記）  

いざ 出発  草津駅前 

坂本 門前町     東照宮 素晴らしい木彫り  

草津宿本陣 
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びわ湖チャリティーウォーク＆クルーズ 
２０２０年１１月２２日（日） 

・主催：大津市民活動センター ・協力：新日本スポーツ連盟滋賀県連盟 

11 月 22 日、大津市民活動センター主催の

びわ湖チャリティーウォーク&クルーズの要員

にテクテククラブから長友会長、吉本副会長、

星事務局長、川辺さん、井上さん、永見さんと

私が参加してきました。JR 大津駅から浜大津

港までの間の交差点など 3ケ所で道案内をしま

した。 

私と川辺さん 2 人は、京町の信号のところを

受け持ちました。この日は、秋晴れの好天気で

もあり、予約は 200 名余で小学生ぐらいのお子

さん連れの家族の方が多いようでした。 

クイズにも挑戦してもらってから、ミシガンに

乗船する浜大津港へ楽しく歩いて行かれるの

を見送りました。半日のことでしたが、お手伝

いに参加できてうれしく思いました。 

(園田 寿恵子記) 

大津市民活動センターの主催で行われた「び

わ湖チャリティーウォーク＆クルーズ」は、大

津の街を歩きびわ湖をミシガンでクルージン

グするもので、たくさんの親子づれ、家族が参

加して楽しみました。私は道案内係でお手伝い

しました。 

 大津駅の方から可愛い声が聞こえてきて、案

内係の私たちを見つけ、子ども達が寄ってきま

した。早速用意していたクイズに挑戦。親子で

話し合いながら答えを出すのですが、親と子ど

もの意見が一致しないのも見ていて楽しい。そ

して次へバイバイと手をふってくれる。次つぎ

と別のグループがやってきました。好天に恵ま

れ楽しいお手伝いでした。 

 この行事に、昨年に続いて新日本スポーツ連

盟滋賀県連盟、びわこテクテククラブも協賛し

ました。参加費の収益は、ＮＰＯ法人ＣＡＳＮ

（調理実習事業）、ＮＰＯ法人子どもソーシャ

ルワークセンター、ＮＰＯ法人寺子屋共育轍、

ＮＰＯ法人あめんどの各団体に寄付されます。 

（川辺 かほる記） 

このイベントには，卓球連盟/今井さん，事務局

/佐々木さん，も協力されました。 

 

スキー協議会 
2021年の新春にあたって  滋賀スキー協 会長 村地兼次 

滋賀スポーツ連盟のみなさん、新年あけまし

ておめでとうございます。 

 第 3 波を向かえるコロナ禍で、私たちのスポ

ーツ活動はもとより、日常生活も制約され、厳

しい日々が続いています。 

滋賀スキー協も 2021 シーズン最中ですが、

残念ながら、この 1 月 9～11 日に計画をしてい

ましたスノー祭典バスツアーを中止しました。

しかし、できる活動は可能な限り行う予定です。 

滋賀スキー協も県スポーツ連盟も、日常の会

議をズーム会議にて行うようになりましたが、

コロナ禍においての新しい活動の進め方で、 

これからは新しい事と、従来からの活動をうま

く組み合わせながらスポーツ連盟の活動を進

めればいいと思っております。 

コロナウィルスもいずれ抑え込める日が来

ると思います。 

その時には、昨年できなかった「滋賀スポー

ツ連盟 50 周年記念レセプション」をできれば

と思います。 

滋賀スポーツ連盟の皆さん、「あわてず、あせ

らず、あきらめず」出来る時に出来ることをす

るようにがんばりましょう。 
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野球協議会 

あけましておめでとうございます。  副会長 星 利三 

滋賀県連盟に結集されている各種目の皆さ

ん昨年は財政的にも大変お世話になりました。 

お陰様で滋賀県野球協として 8チームの加盟

のチームの皆さんと一丸となってスポーツ祭

典とリーグ戦を進めてきました。ところが新型

コロナの影響で，年間調整会議で折角確保して

いた皇子山グランドが 4月から 6月までの間使

用できず，スポーツの出来る条件の良い季節に

試合が出来なかったのは痛かった。 

「あの時期に野球したかったなー」というチー

ムの声もありました。 

野球協には，審判部（10 人程）が過去にはあ

ったようですが高齢化などでその体制はでき

なくなっていました。2020年度は新しく加盟を

してもらって何とか 5 名になり、お陰様で第 58

回滋賀県スポーツ祭典 8試合と加盟クラブ内に

よるリーグ戦 29 試合がすべて消化することが

出来ました。 

一回り小さい組織になりましたが「野球をや

りたい」というチームの集まりが少しずつ歩み

だしたところです。 

使用球場も皇子山グランドを始め、蒲生球場、

きぬがさ公園球場など新しく使用できる会場

も見つけ出し，試合運営もスムースに進行でき

るようになってきました。 

 今年もよろしくお願い致します。 

 

＜リーグ戦の成績は次の通りでした＞ 

① ワイルドスピリッツ 7 勝 0 敗 

② ドッテーズ   6 勝 1 敗 

③ ブレーザーズ   4 勝 3 敗 

④ ｋ－２      3 勝 4 敗 

⑤ ランページ   2 勝 3 敗 2 引分け 

⑥ 新撰組      2 勝 3 敗 2 引分け 

⑦ アークエンジェル 1 勝 4 敗 2 引分け 

⑧ キングダム   0 勝 7 敗 

＊この成績から 3 位となった。ブレーザーズは 

京都（太陽が丘）で 12 月 6 日に京滋大会に参加しました。 

＊尚、スポーツ祭典滋賀大会でワイルドスピリッツが 

滋賀県代表として選ばれましたが，コロナ禍で中止になり

ました。 

 

 

滋賀県連盟・各種目（一部）の行事予定 

※1 月 9 日～11 日に予定していたスノー祭典バスツアーはコロナウィルス感染拡大の影響で中止

となりました 

1 月 18 日（月） 県連盟 第 6 回理事会（Zoom ミーテング）19：30～ 

1 月 24 日（日） ランニング 第 1 回新春ランニング記録会（膳所城址公園） 

2 月 6 日（土） 野球協議会 2021 年度定期総会 

2 月 14 日（日） ランニング 第 225 回大津月例マラソン 

 

皇子山グランドにてリーグ戦 


