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新年のご挨拶･･･ 理事長 渋谷敏久 

皆さん健やかに新年を迎えられたこととお

喜び申し上げます。新型コロナウィルス感染は，

オミクロン株が世界で広がり第 8 波となって、

今なお感染者数は増加しています。しかし 3 年

が経過し，With コロナで、社会生活も従来の状

況に戻りつつあります。行動制限なしで迎えた

新年ですが、まだまだ予防対策は欠かせません。

昨年は 2 月の北京冬季五輪から始まり、12月

のサッカーワールドカップまで、数々のスポー

ツの話題がありました、プロ野球での若手の活

躍もありました。 

私たちのスポーツ活動はどうだったでしょ

うか。コロナ禍ではありましたが、60 回目を

迎えた滋賀県スポーツ祭典の各種目の競技大

会は，予定していたすべての種目で開催するこ

とが出来ましたことは、大変意義深いものがあ

ります。また 4 年ぶりの開催となった第 34回

全国スポーツ祭典は中国・四国ブロック主管と

なり、各種目で熱戦が繰り広げられました。滋

賀県連盟からも予選を勝ち抜いた選手やチー

ムが参加し、活躍されました。 

コロナ禍でいろいろ工夫しながら活動を続

けられていることに敬意を表します。 

滋賀県は 2025 年の国民スポーツ大会・障

がい者スポーツ大会の開催を控え、各種のスポ

ーツ施設の整備が進んでいます。

その中で昨年 12 月に、新しい県立体育館（滋

賀ダイハツアリーナ）が運用を開始しました。

私たちもバドミントンや卓球などの室内競技

の種目では新しいステージでの活動も始まる

ことになります。「いつでも どこでも だれで

もがスポーツを」のために、一人ひとりが主人

公となるスポーツ活動を展開していきましょ

う。 

一方、3 月に始まったロシアによるウクライ

ナ侵攻も 10ケ月が経過しましたが、解決の目

途すら立たず世界の平和が脅かされています。

「スポーツは平和とともに」のスローガンの下、

平和を守り育てる活動がより一層重要になっ

ています。 

苦境を乗り越えて、私たちの活動がさらに発

展されることを祈っています。皆さん頑張りま

しょう。 

種目協からの挨拶 

野球協議会 
滋賀野球協議会 会長 三浦勝紀 

私たち、滋賀野球協は７チーム１００名程

度の選手が登録しており年間を通して、リーグ

戦６試合（一チーム）とスポーツ祭典滋賀県予

選に出場し日々熱い闘いを繰り広げておりま

す。 今年度は関西ブロック大会が滋賀で行わ

れます。地元開催という事もあり出場する滋賀

代表には是非とも優勝してほしいと願ってい

ます
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関西ブロック軟式野球大会結果報告 

９月２５日（日）から１０月２日（日）に行われました、第４７回関西ブロック軟式野球

大会に滋賀県代表としてブレイザーズとＤｏｄｄｙｓが出場しました！！ 

結果は両チームとも一回戦敗退となりましたが、健闘した２チームお疲れ様でした。 

 

9/25 寝屋川公園第一野球場  

〈第一試合〉 

Ｄｏｄｄｙｓ    ０００１０１ｖ  ２ 

増田工務店（大阪） ００１３３０   ７ 

立ち上がりは投手戦の模様だったが、Ｄｏｄｄｙｓ先発

遠藤俊が肩に違和感を感じて降板。一方、増田工務店は棚

橋投手の圧巻のピッチングと二桁安打で快勝。 
 

〈第二試合〉 
ウォリアーズ（兵庫） １１０００００ ２ 
ブレイザーズ     ０００００００ ０ 

ウォリアーズは継投でブレイザーズを無失点で抑え完
勝。一方、ブレイザーズは散発６安打で無得点に終わっ
た。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

スキー協議会 

 滋賀スキー協 会長 村地兼次 

滋賀スポーツ連盟の皆さん、新年あけまして

おめでとうございます。 

私たちスキー協は、今、まさに２０２３スノ

ーシーズンの真っただ中です。 

これから春が来て雪が解けるまでが、いかに

時間を作ってスノースポーツを楽しむかが勝

負の時期です。 

しかしながら、ロシアのウクライナ侵略によ

る影響から受けた物価の高騰により、スキー協

の会員は、フィールドである雪山への移動のた

めの交通費や宿泊代、スキー場のリフト代の値

上がり、また、長引くコロナ過での交通手段や、

宿泊先での密になる中での感染対策などの制

約があるのが現状です。 

やはり、「スポーツは平和とともに」滋賀スポ

ーツ連盟の皆さん、スポーツは生きる力です。

スポーツを楽しむ為にがんばりましょう。 
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バドミントン  （ラブオール） 

           ････理事 田辺 聡 

 明けましておめでとうございます。昨年もコ

ロナウィルス感染拡大の影響を受けた一年と

なりましたが、同時に with コロナを感じる一

年ともなりました。バドミントン協議会として

は夏の全国団体戦は中止となりましたが、県大

会・全国個人戦と大会を開催することが出来ま

した。県大会は 3年ぶりの開催で参加者集めに

苦労をしました、やはり 3 年のブランクは予想

以上に大きく、競技者の入れ替え、大会参加に

対するマインドの低下（新スポだけでなく他の

大会も同じ傾向）コロナのなかで誘い合っての

参加という行為そのものに躊躇されたのかな

と考えています。 

そんな中、毎年開催している交流団体戦につい

ては色んな方から「楽しみにしている」 

との声を多くいただいく中、昨年同様県内チー

ムに限定及び人数を制限、十分な感染対策を施

し開催することができました。 

一年に一度ここで顔を合わせ一緒にバドミン

トンをすることを大変楽しみにされている方

たちと交流することができ皆さん喜んでおら

れました。 

また合わせて 3 年目となる少し小さめの規模

の練習会を 7 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

たりの会を皆さん楽しんでいただきました。恒

例行事として定着してきたと感じています。い

ずれも連盟行事ではなくラブオールとしての

開催ですがコロナの中このような形のものが

好まれる傾向にあるという認識を強めた次第

です。 

さて本年ですが従来通り交流団体戦、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（会場確保が不透明）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。 

 

ランニング（びわこランナーズ） 

   ･･･びわこランナーズ 会長 渋谷敏久 

皆さん 新年明けましておめでとうございま

す。 新型コロナウィルスの感染は依然として

続いており感染者は最近また増加しています

が、 そんな中で、私たちの社会生活は徐々に以

前のような状況を取り戻しつつあります。 

びわこランナーズの活動も 月例マラソンを

はじめ、3 時間走、びわ湖一周などの定例行事

は ほぼ計画通り行うことが出来ました。特に 

60 回目を迎えた滋賀県スポーツ祭典陸上競技

大会が、 5 年ぶりで開催することができまし

たことは、大変良かったと思います。また国立

競技場で開催された、第 34 回全国祭典陸上大

会にも、メンバーの一人が出場し活躍されまし

た。 

コロナ禍で中止されていた 各地のマラソン

大会も今年は、復活開催するところも増え、  

会員メンバーも各地の大会に参加されました。

チームとして駅伝大会にも参加することがで

きました。 

今年も当面は With コロナとしての活動にな

ると思いますが、 お互いの交流の場も増やし、

協力し合いながら、それぞれの目標や信条を尊

重しあって、 みんなで走る楽しみを大切に活

動していきます。本年もよろしくお願いいたし

ます
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ウォーキング（びわこテクテククラブ） 
びわこテクテククラブ 会長 長友善勝 

 新年あけましておめで

とうございます。 

びわこテクテククラブは、

2006 年に結成されて以

来16年間活動を続けてい

ます。 

ウォーキングは、試合も

練習もありませんから、誰

でもすぐに参加できます。

「歩くだけで、そんなに楽しいのか」と言う人

もおられるかも知れません。

しかし、晴天のもとワイワイとしゃべりながら

歩くことで爽快な気分になり、仲間との交流も

深まります。また、リーダーは、道中や目的地

の見どころなどをよく調べておいて、みんなに

話してくれます。そのことによって、参加者は、

より充実したウォークを楽しむ事ができます。 

 この年末は、安土の教林坊、立木山、まんだ

ら公園などに出かけました。参加者の感想文や

写真を「テクテクニュース」という形にまとめ

て会員の皆さんにお配りしています。 

 このクラブが、ますます楽しいものになるよ

う、みんなで力を合わせていきたいと思います。

本年もよろしくお願いします。 

２０２２年１２月１１日 (日) 晴                一般コース 

まんだら公園・古墳を訪ねて 

 (参加者) 星み 高木 川辺 永見 吉田 小嶋 伊藤 岡本 松下 大西  １０名 

JR堅田駅を出発、暖かい日差しがうれしい。1 時

間程で小高い丘が曼荼羅山、間もなく登り口の鳥

居が見えてきた。階段と回り道があり、それぞれ

分かれて上をめざし頂上へ到着、堅田の街が一望

できすばらしい。曼荼羅宮が祀られており手を合

わせたあと昼食となる。 

 雑木林の中、私の好きな尾根歩き、風がさわや

かで楽しい。途中、大塚山古墳が山中にひっそり

と、もちろん崩れているが大きな石が重なってい

るお墓だ。この石はどうして運ばれてきたのだろ

う。 その後、小野の住宅街をすすむ、ちょうど

JR 小野駅の上に唐臼山古墳があった。石が幾重

にも重なって石室を成している。すぐ横に小野妹

子が祀られている、遣隋使小野妹子の墓とみなさ

れているらしい。参加者の一人は「昔この近くに

住んでいた頃、簡単に登っていたのに今はなかな

か大変だ」と話しておられた。 

 高木さん、近くにこんないいところがあるなん

て思ってもいなかった。楽しいウォークとなりあ

りがとうございました。（川辺かほる記） 

 

卓球連盟 

滋賀卓球連盟 会長 山元明 

 新年あけましておめでとうございます。                

新型コロナウィルス感染症がいまだに終息

の気配すら見せない中、行動制限が解除され  

各自が細心の注意をして感染しないようにせ

ざ る を 得 な い 状 況 に 変 わ り ま し た 。           

また、ロシアによるウクライナ侵略戦争が勃発

し平和を一夜にして破壊する状況が続き、 人

類が力を合わせて地球、平和を守らなければな

らないのに最悪の状況にあります。 

卓球界は世代交代が順調に進み世界で戦え

る力を付けつつあり頼もしく思います。   

一方、百歳時代に突入しレベル、年齢を問わず

卓球を生涯スポーツとして大いに楽しみ、元気

で幸せな日々を送っていただきたいと思いま

す。我が連盟が目標する『スポーツの楽しみを

すべての人に広げよう』を合言葉に素晴らしい

卓球を実感していただくべく微力ながら努力

してまいります。役員一同頑張りますのでなお

一層のご協力、ご支援をお願いします。    


