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へいわのつどい    ２０２２年８月９日（火） 
～ 核のない平和な社会を ～ 

            主催  ２０２２年 へいわのつどい実行委員会 

8 月 9日、「へいわのつどい」は、 

14 時から膳所ふれあいセンターで行われ 37 名

が集まりました。 

最初に、「滋賀で学ぶ、戦争の記録」―語りつぐ

平和への願いと題して、滋賀県平和祈念館 上田

悟史さんの講演から始まりました。 以下、その

内容をお知らせします。 

1945 年 5月以降、東近江(永源寺)、守山駅周辺、大津

などに焼夷弾が落とされ、50人以上の死者、180人以

上のけが人が出ました。 大津の空襲は、東レ石山工場

に、B29がパンプキン爆弾(模擬原爆)を投下し、16名

の方が犠牲となりました。 

滋賀県の空襲被害は、1945 年 5月中旬位から大きくな

りました。 軍事施設、軍需工場、鉄道などが標的とな

り、機銃弾、焼夷弾、パンプキン弾などが投下されました。 

続いて、大津の井上実さんから、ビデオを使って「戦争の証言」と題するお話がありました。東レ石

山工場に模擬爆弾が投下されてから２週間後に、広島・長崎に原爆が投下され終戦となりました。私

たちは、皆集められ玉音放送を聞きました。 

”しのびがたきをしのび、耐えがたきを耐え”と、この

期に及んでも、負けたとは言えないのかと複雑な気持

ちになったと語られました。 

また、池田廣さんから、東レ空襲の時は、パニックに

なり半狂乱の状態になったとの証言がありました。大

津への空襲は、広島、長崎に引き続いて京都が狙われ、

その投下訓練として大津が爆撃を受けたと話されま

した。 

講演のあとは、新婦人大津支部たけのこ班のみなさん

の詩の朗読や、掛村夫妻のフルートコンサートが披露

され「つどい」を盛り上げました。 
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平和祈念館 上田悟史さんの講演 

 

mailto:njsf_shiga8265@nifty.com


スポーツとーく滋賀 180号 

 

2 

 

「へいわのつどい」のあと、7 名が大津市役所玄関前に場所を移し、「へいわのつどい実行委員会」

から、大津市長に対する「核兵器も戦争も原発もない平和な社会の実現を願う要請書」を読み上げ、

住民の願いにこたえる平和行政の実施を要しました。(長友 善勝) 

 

ランニング 

びわ湖一周リレーRUN2022開催 2022年 9月 4日(日) 

びわこランナーズ 

去る 9 月 4 日 赤とんぼが飛び交う秋晴れの下、びわ湖一周リレ

ーラン「湖北編」が開催されました。参加者は 10名。 

今回は新たな試みとして、レンタカー2台でのサポート体制で挑ん

でいく事になりました。 

予定では、米原駅前のトヨタレンタカー店を 8時 45分出発でした

が、直後に近くのコンビニで補給用の飲料水等を仕入れた為に、実質

のスタートは約 30分遅れの 9時 15分に。 

そこからは秋晴れの下で快調に進んでいくのかと予想していたの

ですが、なんのなんの、9月とは名ばかりのまだまだ残暑真っ盛りの

日差し攻撃をまともに喰らい、皆のペースは徐々に落ちていき、予定より 30 分遅れが 1 時間遅れ

になり、その 1時間遅れが 1時間半の遅れに!!。  

大浦に着いた時点で既にゴール予定時刻となっ

ていた為、皆で協議し次の海津大崎を今回のフィニ

ッシュとして、そこから先のゴールの近江今津迄の

約 12 キロは、全員車に乗り込んでのワープとする

事に。それでも近江今津駅には 1時間遅れの 18時

過ぎの到着。 

まっ、でも今回も一人の怪我人も車の事故も無

くてヤレヤレでした。参加された皆さん、お疲れ

様でした〜。  ・・・・・ 椿 正雄  

 

  

掛村夫妻のフルートコンサート 

 

大津市長に対して要請書の提出 
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滋賀スキー協議会     

滋賀スポーツ連盟の皆さんこんにちは。 

 スキー協は、ご存知の通り、冬のスノースポーツを楽しむ集まりです。 

 その冬の降雪状況により、楽しみ方も変化してきます。また、スキー場も滋賀県内にはあるもの

の、ほとんどの行事が、雪の多い信越方面への移動となります。 

コロナウィルスが感染拡大するようになってからは、移動手段である車や、宿泊先での行動にもい

ろいろと制限を設けた中での取り組みとなっています。 

 ここ 10年近くスキー協の会員は減少傾向にあります。 

 滋賀スポーツ連盟の皆さんや、お知り合いの方で、かなり前にスキーをしていて、「また一度やっ

てみたい」方や、「スキーを始めてみたい」方がおられましたら、ご紹介ください。 

現在、滋賀スキー協は 5 つのクラブがあります。クラブによって特徴がありますので、インター

ネットで「滋賀スキー協」で検索してみてください。    ・・・・会長  村地 兼次 

ウォーキング 

２０２２年８月２１日（日）例会     涼を求めて ―醒ヶ井ー 

〈参加者〉大工 船橋 札本 星操 橋田 小嶋 松尾 伊藤 松下 吉田  

大西 菅沼 西原 永見  計１４名     

 例会前日の天気予報では、曇り時々雨、降水確率

50％でしたが、大工さんからは「やります」とのメー

ルがありました。ところが当日の朝、テレビでは、湖北

は大雨警報が。あちゃ〜こまった、こまった。8時過ぎ

てから今更中止にもできないし、予定通り実施して、状

況を見て計画の変更をしましょうと、大工さんと打ち

合わせしました。 

ところがまたまたハプニング。ＪＲの野洲駅付近

での踏切確認とかで乗車している電車が途中の駅で停車。なんとか、予定より 25分遅れで醒ヶ井駅

に到着。久しぶりに 14名と多い参加で出発です。まずは、地蔵川沿いに湧き水巡り。西行水→十王

水→居醒の清水とウォーク。有名な梅花藻は、年々少なくなっているらしい。それでも川の水は手を

長くつけていられないぐらい冷たくて、澄んでいます。地元の方の川掃除などしっかり管理されて

いるとのことです。  昼食近くなり、天神水へ。菅原道真を祀っ

ていることから、

知恵の水と呼ばれ

ています。帰り道

では、寄り道して

地蔵川沿いのカフ

ェで、吉田さんと

かき氷を食べまし

た。いい汗かきま

した。（星操記 

11,000 歩） 

      

 

夜にはライトアップも 居醒の湧き水 神社まえにて 
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野球協議会 

スポーツ祭典とリーグ戦の報告 

第 60回滋賀県スポーツ祭典軟式野球大会 

準決勝、決勝が行われました！！ 

 

準決勝 

〈第一試合〉 

大津消防局   

Ｄｏｄｄｙｓ  不戦勝 

 

〈第二試合〉 

レイクドリームズ  １０３００２ ６ 

ブレイザーズ    ００２００２ ４ 

 

〈決勝〉 

レイクドリームズ   

Ｄｏｄｄｙｓ    不戦勝 

 

スポーツ祭典 優勝は Ｄｏｄｄｙｓ 

 

～～ 連盟リーグ戦結果 ～～ 

 

6/26 皇子山第一Ｇ 

新撰組 ０００００１１  ２ 

Ｄｏｄ ０００００１０  １ 

 

７/3 信楽球場 

ランぺ   

滋賀スラ 不戦勝 

 

7/17 信楽球場 

滋賀スラ   ０１００００  １        

新撰組    ００１００１× ２ 

 

Ｄｏｄｄｙｓ ００１０７   ８ 

キング    ０００００   ０ 

 

アーク    １０１３０２  ７ 

ランぺ    ４０００００  ４ 

 

 

 

 

コメント 

 本大会は初めて近畿
大会出場となります
が、優勝目指して頑張
ります！！ 

滋賀県連盟・各種目（一部）の行事予定 

10月 10日(月・祝) ウォーキング 滋賀スポーツ祭典 田上湖南アルプス 

テニス 滋賀スポーツ祭典 テニス大会 大石緑地 

10月 21日(金) 実行委員会 滋賀反核平和マラソン 草津駅前～滋賀県庁 

10月 23日(日) ウォーキング 大津の里山・古墳巡り 

バドミントン スポーツ祭典（全国予選） ウカルちゃんアリーナ 

11月 7日(月） 県連盟 第 7回理事会 19：30～ Zoomミーテング 

11月 13日(日) ランニング 第 246回大津月例マラソン 膳所公園スタート・ゴール 

 


