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３月１５～１６日にかけて東京・全労連会館に於い

て、全国連盟総会が開催されました。 

 全国各地から１３０人が参加し、「５０周年を運動

と組織の前進の中で迎えよう」と３０人の代議員から

各地の活動の取り組みや、スポーツ基本法の精神を地

域で実現するための運動が発言されました。 

 大阪からは、テニス、卓球、バレー、バドミントン、

野球から代議員として参加し、全国役員の渡邉、川野

両氏も参加して、総会の成功へ貢献していきました。 

 大阪からは、テニス協の志賀 万喜子理事長が「年間団体リーグ戦」「平日団体リーグ戦」で参

加チームが増えて、組織拡大で前進していることが報告されました。 

 また「スポーツのひろば」誌の価格改定で一律

２９０円にすることが確認され、２０１５年３月

の第３１期第１回評議員会までに２，５００部の

実現するために各連盟組織が自主目標を立てて、

取り組んでいく事が決まられました。 

 次期役員には、和食 昭夫理事長（再）、福島 邦

夫事務局長（再）、永井 博会長（再）ら４１名の

役員が選出されました。 

 

３月２３日（日）に犬鳴山（いぬなきさん）ウ

ォークに行きました。南海泉佐野駅１０：００集

合して、駅からバスに乗り換え、約３０分で犬鳴

山バス停 参加者１０名で山頂を目指しました。 

しばらく登り始めると、行者の滝があり、現在も滝に打たれる姿を見

ることが出きるそうです。途中犬鳴山の語源となった愛犬を供養した、

義犬の墓がありました。ここから階段を上がると、 

登山道、林道とうっそうとした森林ハイキングコース。昼食をはさ

みながら、展望台まで登りました。犬鳴山中には、大小の滝

が多くあり、又山岳景観が美しく、自然に囲まれた素晴らし

い所です。山頂である五本松から下り始めると長い長い下り

坂、今日は、距離は短いですが、健脚向き少しハードだった

ようです。バス停が近くなると、このあたりで中西さんが整

理体操をし、皆さん本当にお疲れ様でした。（記：上村） 



    

    

３月２３日、大阪市千島体

育館に於いて滋賀、京都、兵庫、

大阪から１９人の参加者を得

て、関西ブロックテニスセミナ

ーを開催しました。「テニスを

楽しく学びましょう」とセミナ

ーを開催して３年目。 

講座１講座１講座１講座１でスポーツ連盟の歩みを３０分の短い時間の中ですが、川野

弘之（スポーツ連盟全国副会長）氏から丁寧なお話でスポーツ連盟の

理解を深めました。 

講座２講座２講座２講座２では２０１３年全日本大会で単、複優勝の島内コーチからコ

ーチングを受けてテニスの面白さを実感しました。 

講座３講座３講座３講座３では身体の仕組みを大阪大学病院整形外科医の米谷先生から

コア（体幹）の話を中心に実際に身体を動かしながら学びました。講

義後の質問時間では沢山の方からの質問に親切に答えて頂きました。 

講座４講座４講座４講座４では実技の向上だけがスポーツでは無い

との思いでマナーとルールを学びました。講師の薮

野容子先生は、世界公認審判員で経験豊富なお話を

楽しく伝えて頂き、２時間近くがあっという間に過

ぎてしまいました。全ての講座で参加者の皆さんの

笑顔と笑い声が有り、最後に提出された感想文には

次回セミナーへの提案も有り、来年の開催への弾み

になりました。朝９時から夜７時過ぎまでの長い時

間でしたが皆さん、お疲れ様でした！！！ 

   

４月４日（金）夜、大阪城公園のお堀の横の桜の花のライトアップ

をしている下で、大阪府連盟の恒例行事「花見会」を行いました。こ

の日は、風も強く、気温も低く、花冷えの中での開催となりました。 

 テニス、ウォーキングの役員さんと川野で準備の道具を２台の手押し車で運び、大阪城の桜の

下を見て回りやっと空地を見つけての準備に取り掛かり、ブルーシートを広げて、机を置いて、

寒いので毛布を敷いて、みんなの来るのを待ちました。この種目交流花見会は、１品持ち寄りと

会費５００円で、タケノコの煮付け、ふきの煮付け、ブロッコリー、おたふく豆、豚まん、漬物、

巻きずし、いなりなど、いろいろの一品が揃っていました。余りの寒さに、熱燗がバカ売れで、

燗が間に合わないぐらいの忙しさでした。サッカーの植山さんのハーモニカ演奏や、認知症予防

体操もあり、大変楽しい交流となりました。 

 渡邊理事長より、「皆さんの協力で頑張っていきたい」と挨

拶もあり、各種目からも一言ずつのコメントがありました。 

 この日は、サッカー、バレーボール、野球、バドミントン、

テニス、卓球、ウォーキング、ランニングの８種目１４人が

参加して、桜と酒に酔いしれていました。 



種目 都道府県 市区町村 開催日（予定） 会場（予定も含む）

1 陸上 京都府 京都市 2014年11月16日（日） 西京極陸上競技場

2 水泳 宮城県 仙台市 2014年11月3日（月）

ブランディ21（宮城県総合運動

公園総合プール）

3 軟式野球 静岡県 静岡市

2014年11月15日（土）

16日（日）

①草薙球場（メイン）②西ヶ谷球

場③清水庵球場

④草薙軟式野球場

4 テニス 静岡県 浜松市

2014年12月20日（土）

21日（日）

浜松市　花川運動公園

テニスコート

12月13日（土）豊田氏運動公園

陸上競技場・球技場

12月14日（日）豊田氏運動公園

陸上競技場

11月22日（土）名古屋市体育館3

面、天白SC3+1面

11月23日（日）守山SC3+1面

決定

11月29日（日）名古屋市稲永

SC3面・守山SC1・2（3+1面）

11月30日（日）天白SC・緑SC

（3+3面）

8 卓球　一般の部 千葉県 千葉市

2014年12月6日（土）7

日（日）

千葉ポートアリーナ

9

卓球　年代別の部

愛知県 豊田市

2015年1月24日（土）

25日（日）

スカイホール豊田　メイン

サブホール

10 バドミントン 静岡県 浜松市

2014年12月6日（土）7

日（日）

浜北グリーンアリーナ

11 ソフトボール 静岡県 富士宮市

2014年11月1日（土）2

日（日）4+1面

静岡県ソフトボール場

山宮ふじざくら球技場

12 ウォーキング 三重県

熊野市・尾

鷲市・海山

町・大紀町・

紀宝町

2014年10月11日（土）

12日（日）

熊野古道伊勢路

13

バスケットボール

愛知県 名古屋市

2014年8月30日（土）

31日（日）

露橋スポーツセンター

14 ゴルフ 岐阜県 美濃加茂市

2014年11月9日（日）

内定扱い

12/12現在

正眼寺カントリークラブ

15 登山

東海４県（仮）

16 スキー

北信ブロック

（長野県）

飯山市

2015年3月7日（土）8

日（日）予定

長野県　戸狩スキー場

12月13日（土）14日

（日）

2014年11月22日（土）

23日（日）

11月29日（日）30日

（日）

第３０回　全国スポーツ祭典開催地一覧（2014年3月12日　現在）第３０回　全国スポーツ祭典開催地一覧（2014年3月12日　現在）第３０回　全国スポーツ祭典開催地一覧（2014年3月12日　現在）第３０回　全国スポーツ祭典開催地一覧（2014年3月12日　現在）

愛知県

愛知県

愛知県

豊田市

名古屋市

名古屋市

5 サッカー

バレーボール6

7

ミックスバレーボール

 ３月３０日（日）、予想通りの雨となり近鉄奈良線「新

大宮駅」に９人が集まり、雨の中のウォーキングとな

りました。 

 全員が用意してきた雨カッパに身を包み、激しく降

る中を歩き始めました。 

 道路は、川の様な水の流れにたちまち靴は水浸し状

態で、すでに靴の中まで水が浸み込んできました。 

 「昼から止むで」と言われて来たけど、「えらい雨や」

と驚きは隠せません。 

 平城京の史料館でボランティアガイドさんによる説明を聞き、天皇や貴族の人達の生活ぶりと、

庶民との暮らしぶりの違いを聞き、食べ物の差に驚いていました。貴族は、アワビや車えび、白

米。庶民は、あわ、ひえなどの食事だったとの事でした。 

そこから歩いて西大寺に立ち寄り、ここで雨をしのいでの

昼食となりました。昼食後全員で桜の木の前で記念写真を撮

り、途中垂仁天皇陵を通って、唐招提寺を過ぎて、売店でタ

ケノコや野菜を買い物して、薬師寺に向かい

ました。 

薬師寺に着く頃から雨も止みだし、境内で

の薄墨桜の満開に見入っていました。 

この日は、雨にも風にも負けずの春のウォ

ーキングでした。 

 

 今年も４月７日（日）から「大阪スポーツ祭典」

野球大会からスタートを切っています。 

 軟式野球を始め、１３競技で府下の各施設で予

選大会を開催していきます。 

 開催主旨には「大阪府民、市民を対象に日頃ス

ポーツをする機会に恵まれない人々や競技大会等

に出場する機会に恵まれないチーム・個人の参加

できる大会」ですと広く参加を呼び掛けています。  

 昨年は３８８チーム、３，７８７人が参加し、

熱戦を交わしました。 

 今年もこれらに対して、大阪府・大阪府教育委

員会、大阪市・大阪市教育委員会の後援を受け、

知事賞状、市長賞状が出されることになっていま

す。 

 おおいに広めて参加者を増やしていきましょう。 

 また、今年は「第３０回全国スポーツ祭典」が

東海ブロックを主管地として開催されます。 

 この大会へ大阪から代表を送り出して行きまし

ょう。 



（第３３回）（第３３回）（第３３回）（第３３回）

ＡＡＡＡ 北摂コース北摂コース北摂コース北摂コース
（３8ｋｍ）

ＢＢＢＢ 枚方枚方枚方枚方

コースコースコースコース
（２２ｋｍ）

ＤＤＤＤ 奈良・王寺奈良・王寺奈良・王寺奈良・王寺

コースコースコースコース
（３５ｋｍ）

ＥＥＥＥ 河内長野河内長野河内長野河内長野

コースコースコースコース
（３４．８ｋｍ）

ＦＦＦＦ 堺コース堺コース堺コース堺コース
（３５ｋｍ）

ＧＧＧＧ 岸和田岸和田岸和田岸和田

コースコースコースコース
（４０ｋｍ）

ＨＨＨＨ 大阪城公園大阪城公園大阪城公園大阪城公園

周回コース周回コース周回コース周回コース
（４．２ｋｍ）

ＪＪＪＪ 西淀川西淀川西淀川西淀川

コースコースコースコース

ＫＫＫＫ なにわの街なにわの街なにわの街なにわの街

コースコースコースコース
（２１ｋｍ）

 

 ４月７日（月） スポーツ連盟事務所にて「反核平和マラソン大会」

第１回実行委員会を開催しました。 

 河内長野コースを始め、８コースから代表が集まり今年の７月６日（日）に開催する「反核平

和マラソン大会」について話し合われました。 

 会議の冒頭に大阪ランニングセンターの会長が変わったことから、平和マラソン大会の会長が

瀧端 美津雄氏に変更されることが承認されました。瀧端実行委員長からは、若い人の参加を強

めるために民主青年同盟に取り組んでくれるようにメールを入れたことが発言されました。 

 討論では、岸和田コースからは中心になっている「岸和田健康クラブ」での話し合われた内容

の報告があり、各コースとも今年の取り組みについて、今日の会議の報告をして、早急に準備を

していく内容が出されていました。 

 また、長居コースで５コースが集まり、１００人の隊列になる事から「他のコースに分けて走

っては」の声も出され、次回の会議に検討していく事になりました。 

 また、５月１７日の「なくそう核兵器５．１７府民のつどい」への賛同と協力金を出すことを

決め、取り組みを強めていく事が確認されました。 

 次回は５月１９日（月）１８時３０分に第２回実行委員会をします。 

 

 

 

 

大阪の各地から、大阪

城を目指します。    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

参加費参加費参加費参加費    １１１１人人人人    １１１１，，，，５００５００５００５００円円円円    

    （Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈコースコースコースコース    ７００７００７００７００円円円円））））    
    

【記念品と被爆者へのカンパ、保険代、 

給水や荷物運搬車の費用とします】 

 
＜主 催＞ 第３３回関西網の目・反核平和マラソン実行委員会 

＜後 援＞ 日本非核宣言自治体協議会・平和市長会議    

反核平和反核平和反核平和反核平和マラソンマラソンマラソンマラソン大会大会大会大会    

東日本大震災復興を！東日本大震災復興を！東日本大震災復興を！東日本大震災復興を！    

関西網の目関西網の目関西網の目関西網の目    

核兵器核兵器核兵器核兵器のないのないのないのない平和平和平和平和でででで公正公正公正公正なななな世界世界世界世界へのへのへのへの願願願願いをいをいをいを「「「「走走走走るるるる」」」」ことでアピールことでアピールことでアピールことでアピール！！！！ 

２０１４２０１４２０１４２０１４年年年年    

７７７７月月月月６６６６日日日日（（（（日日日日））））    


