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第 52 回新日本スポーツ連盟滋賀県連盟定期総会 開催 
2021 年 5 月 22日 於 大津市ふれあいプラザ  

去る 2021 年 5 月 22 日(土)大津市

浜大津明日都 5階の大津市ふれあい
プラザ中会議室において、第 52 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 10 名）の出席で開催さ
れました。 

議長にウォーキング協議会の長
友氏を選任し、多賀理事長からの挨
拶では、「新型コロナ禍で、多くの行
事・大会が中止になった事。その中
でも、活動を途切れさせず、会員と

の繋がりを維持することが大事な
こと。今まで培った経験を途切れさ
せず、継承していくことが大事。」などが話さ
れました。 

引き続いて、用意された議案書に沿って、
2020 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活動報告・2021

年度の方針が話されました。 

各種目からの報告では、通常の行事・大会の
開催が難しいこと。行事収入が無く、運営が厳
しいこと。会員数の減少。などの報告がありま
した。 

今年、新しく野球協に加入した若い代議員
からの発言で「同級生同士で作ったチームで
す、楽しく試合が出来るので加入してよかっ
た」という発言があり他の代議員から大きな
拍手を受けていました。 

2021年度活動計画では滋賀県連盟の活動の
基本姿勢を確認。役員の引継ぎ、交代ができる
体制作りが必要な事。 

滋賀反核平和マラソン・サイクリング・ウォ
ーキング＆学習会への取り組み。全国連盟の
プログレス(組織交流会)への取り組みなどの

提案。新型コロナ対応としての連盟費の減額、
感染防止対策の為の補助金の対応について、

提案と討議が行われ、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、多賀重雄理事長が，病気のため
退任され，今年度から理事長に渋谷敏久氏が
選任されました。 

 

2021 年役員体制は下記の通りです 

理 事 長 渋谷敏久 ランニング 

副理事長 星 利三 野球協議会 

事務局長 佐々木鉄人 事務局 

財 政 渋谷敏久 ランニング 

理 事 山本敬治 テニス協議会 

理 事 村地兼次 スキー協議会 

理 事 田辺 聡 バドミントン 

理 事 矢部恭章 バドミントン 

理 事 星 操  ウォーキング 

理 事 山元 明 卓球連盟 

理 事 今井健一 卓球連盟 

 

顧 問 多賀重雄 スキー協議会 

 

以上 
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ウォーキング（びわこテクテククラブ）第 15回定期総会 

２０２１年５月９日（日）快晴 
テクテククラブ第 15回定期総会

が、コロナ感染が続いている中、検

温、手洗い、「三密」を避けるなど
の万全の対策を行って、五月晴れ
で新緑の野洲希望ヶ丘運動公園内
で開催され、23名が参加しました。
この 8～９日は、希望ヶ丘公園 50
周年記念イベント新緑祭りが行わ
れており、多くの親子連れで賑わ
っていました。 
定期総会は、運動公園内を 30 分

程ウォークしたあと、塚本精夫運
営委員の司会ではじまり、初めに

全国ウォーク協議会、新日本スポ
ーツ連盟滋賀県連盟からの祝電が
披露されました。続いて 100 回参加の林田政
子さん、吉本明治さんにバンダナ、缶バッチが
贈呈されました。長友善勝会長が「テクテクク

ラ ブ は
2006 年に
設立され、
15 年の長
きにわた
って続い
てきたの

は、会員の
おかげで
す。今日を
契機にさ

らに元気で明るいクラ
ブにしていこう」とあ
いさつ。そのあと、船橋
恵美子さんを議長に選
出して、議事がすすめ
られました。 
20 年度活動のまとめ、

会計決算報告・同監査
報告、21 年度活動方針

案、21 年度会計予算案が順次報告・提案され
ました。 
報告では、コロナ感染対策で 4 月から 9 月

まで行事、例会が中止を余儀なくされたこと、
また、全国・関西ウォーク協の行事、滋賀での
清掃登山なども中止に。21年度では、会員 50
名をめざす。会員の要求に応える例会・オプシ
ョン行事の計画などが、提案されました。 
予算案では、21 年度は会費を半額の 2,100

円（家族会員は 3,150円）とすることが提案さ

れました。質疑・討論では、会員の減少のなか
で、「一般の人に積極的に参加を呼びかけたい」 
「雨で中止になった場合の対応を考慮して

は」などが出されました。 
すべての議案が拍手で採択されました。 
運営委員会体制については、長友善勝会長

はじめ三役、3名の運営委員、会計監査が留任
し、新たに運営委員として大工信隆さん、札本
倫子さん、拡大運営委員に橋田久美子さん、前
会長の吉田まさ子さんが顧問に選出されまし
た。これまでがんばってこられた運営委員の
園田寿恵子さん、塚本精夫さん、井上健三さん、

拡大運営委員の久古あや子さんが退任されま
した。ご苦労さまでした。 

この度，前任の多賀理事長から思いがけない形で，任務を引き継ぐことになりました。 

現在なおコロナ禍で，「思うように試合ができない」「行事が思うようにできず，財政的に厳しい」と

いった種目もあります。県連盟としては，「各種目が今後さらに発展していくために互いに情報を共有

し，支え合う」。というスタンスを守り，活動していきたいと思います。 

また世代継承も急務の課題となっています。新しい人たちが県連盟の活動に携わる機会を増やして

いくことも大切と考えています。よろしくお願い致します。    ・・・渋谷敏久 
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第４９回クリーンハイク（清掃登山）・三上山 2021 年 6 月 6 日 
 朝はパラパラと小雨が

降っていましたが、御上

神社に皆さんが集合する

頃には、晴れ間も見えて

きました。 

第49回クリーンハイク

（清掃登山）は、子ども７

人、大人 19人（内一般参

加 9 人）で山頂～花緑公

園をめざす健脚コース

と、麓から花緑公園をめ

ざすゆったりコースに分

かれてスタート。野洲市

のごみ袋とトングを持って登りだすと、すれ

違う登山者から「ごくろうさまです」「いい活

動ですね、がんばってください」と励ましの声

が返ってきました。 

 三上山は、なだらかな稜線を描くその美し

い姿から近江富士と呼ばれています。しかし、

直登コースは結構ハード。割れ岩といわれる

狭い岩の間をスリル満点でロープを頼りに登

っていき、岩から出るとホッと一息です。  

 そして最後の急登が胸突き八丁。山頂に出

たときは「わぁ～！いいながめやなぁ」と子ど

もたちからも歓声があがります。 感想では

「しんどかったけど、子どもと一緒やとエネ

ルギーもらえた」「楽しく山登りできた」。 

現地の野洲からの参加者は「近くにはいい

山がいっぱいあるので、また是非来てくださ

い」と。 5歳から中学生までの７人の子ども

たちは、小さい子の手を引いたり、草遊びを教

えたりと微笑ましい姿が印象的でした。   

 

集めたゴミ集計  可燃ゴミ 1 ㌔ 不燃 

200g 缶 4個 びん 200g 

 

ランニング  (びわこランナーズ) 
4 月 18 日（日）2021 年度最初の月例マ

ラソン（第 227 回）が開催されました。  

スタート地点を変更し，より正確な距離

設定に!! 

日差しはあるものの，時折強い風が吹く
肌寒い気象コンディションの中でしたが，
58 名（ランナー52 名，スタッフ 6 名）の参
加がありました。内 7 名が初参加でした。 

今回より，スタート地点を，従来の地点
から，少し手前とする新しいコースで行わ
れました。  

・10ｋｍの部とジュニアの部が169ｍ（写
真左） ・5ｋｍの部は 131ｍ（写真右）  特

にトラブルもなくスムーズに スタートを
行うことができまし た。 

 

 

拾ったゴミ（二列目に埋没）の前で全員集合 
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月例マラソンの後は，膳所公園内のあず

ま屋で，第 43 回定期総会が開かれました， 

総会が始まる直前から冷たい雨も降りだ

し，寒い中でしたが，約 20 名の参加者で行
われました。 最初に 2020 年度の表彰が
行われ，最優秀選手賞に安井 潤さん，特
別功労賞に椿 正雄さんが受賞されまし
た。 

用意された議案についてはすべて採択

され，総会を終えることができました。 

 

テニス協議会 

大石緑地スポーツ村テニスコートについて

要望と懇談を行いました 

去る，6 月 2 日，大石緑地スポーツ村テニス

コート管理事務所にて，駐車場の開門時間，公

園内トイレ不具合などの関係で，懇談を行いま

した。出席者は，大津市公園緑地課，大石緑地

スポーツ村（指定管理者），及び当連盟（テニス

協議会 山本，副理事長 星，理事長 渋谷の

3 名）の 10 名でした。 

駐車場の問題については，ルールは遵守しな

がらも，指定管理者と利用者側とでコミュニケ

ーションを取りながら適切な対応をされるこ

とを期待する旨，また公園内トイレの不具合の

問題は，早急に改修する旨の回答を頂きました。 

野球協議会 

⚫ 5 月 22 日滋賀県連盟の定期総会には野球

協を代表して星と，新しく加盟した滋賀ス

ラッガーズのキャプテン尾崎氏、ブレーザ

ーズの田中氏の３名が出席しました 

⚫ 第 59 回スポーツ祭典軟式野球大会に滋賀

県から今年初めて名義後援の許可を頂きま

した。甲賀スタジアム、信楽球場を借りる

にあたって，甲賀市、甲賀市教育委員会の

名義後援の許可がおりました。 

⚫ 湖南市民グランドを使用にあたって（7 月

11 日・7 月 25 日）湖南市・湖南市教育委

員会の名義後援の許可がおりました。 

※甲賀市，湖南市ともに，名義後援の許可を受

けると，球場使用料の減免処置が適用されます。 

スキー協議会 

指導員検定会で滋賀スキー協から3名が合格

しました（中級指導員 2 名，初級指導員 1 名） 

＜今後の予定＞ 

・7 月 18 日 滋賀県スキー協議会定期総会 

場所 米原市学び合いステーション 

（旧米原公民館） 

バドミントン 

・通常練習は実施 

・交流団体戦開催（定員 8 チーム，60 名） 

6 月 26 日，27 日 

（2 日間で 14 チーム参加予定） 

卓球連盟 

・滋賀の会場で大会がほとんどできていない 

・練習会には 20 名程度が参加 


