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５月８日（日）服部陸上競技場（豊中市）に於いて、スポーツ連盟大阪の陸上記録会が開催さ
れました。
今年は、小学生のグループが多勢参加され、競技場は黄色い声援が飛び交っていました。
午前１０時に男子１０，０００ｍ一般・壮年、１８人がスタートし、並行して４〜８レーンを
使って、小学生６０ｍ、１９組７６人が元気に走り抜けて行きました。
今年も小学陸上部、中学陸上部、一般クラブ、５６クラブから４５６人のエントリーで日頃の
練習の成果をトラックで競いました。
一般男子１００m では、１０秒台 ３人、１１秒台
１７人とレベルの高いレースが繰り広げられていまし
た。
男子４×１００ｍリレーでも、４３秒２２と好タイ
ムが出ていました。
大会運営では、陸協審判資格者２３名の協力と、大
阪ランニングセンター〜の審判総勢５０名が大会の成
功のために活躍されていました。
レース結果はインターネットでも公開されています。
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反核平和マラソン３０周年記念のつどい

核兵器廃絶へ決意新たに！

５月１４日（土）反核平和マラソン３０周年記念のつどいが、大阪弥生会館（梅田）にて開催
され、各コースや京都、滋賀〜２８名が集い、３０周年を祝いました。
開会に当たり、園生 一行実行委員長が「３０周年の区切りとして皆さんに集まっていただき、
決意を新たにしたい」と挨拶され、来賓として和食 昭夫氏（新日本スポーツ連盟全国理事長）
から、平和マラソン発祥の地から昨年は、フランスや韓国からも参加が広まっていると挨拶され
ました。
また、大阪原水協から小松 正明事務局長、日本共産党大阪府会議員の曽呂利 邦男議員からも
お祝いの言葉をいただき、乾杯の音頭は、渡邉 紀雄氏（新日本スポーツ連盟大阪府連理事長）
によって行われました。
また、スポ連京都の松岡 陽治事務局長、滋賀県連盟の星 利三理事長からも京都、滋賀での平
和マラソンの取り組みも交えて、祝辞が述べられました。
引き続いて平和マラソンの各コースからの挨拶があり、北摂コースの朝倉氏は、このコースは
「参加者が少なく、今年も参加を強めたい」、枚方コースの今枝氏、奈良王寺コースの中井氏、
河内長野コースの玉木氏、長居コース
の板橋氏、堺コースの北出氏、岸和田
コースの岩佐さんと各コースの特徴と
思い出話などが報告されました。西淀
川コースの伊藤さんには、昨年から始
めて参加とあって、参加者から大きな
拍手が送られていました。
今回の３０周年の案内に応えて、大阪労連を始め、３０労組、団体、個人からのメッセージが
寄せられ、記念冊子に紹介されていました。
最後に岩佐 ダン吉実行委員より「今年も、核兵器をなくす取り組みをスポーツマンの中に広
めて行こう」と閉会のあいさつで閉幕しました。

５月１３日（金）第１０回定期理事会を開催しました。会議では、
この間の種目活動と府連盟の活動が報告され、東日本大震災の取り
組みなどが報告されました。

各種目大会で大震災支援金の取り組み！
５／８（日）サッカー協の大震災支援チャリティー大会に１４チームが参加し、73,500 円が
寄せられました。
また、サッカー協の３、４月運営委員会でもカンパが 17,469 円寄せられ、合計 90,969 円に
なりました
その他、宮城県のサッカー協へ 30,000 円の義援金が４／８に車で届けられています。
その時にサッカーウエア、ボール、スパイクなども運んで行きました。
卓球大会でも義援金を呼びかけ、6,150 円が寄せられました。
卓球協では、今後の大会から１人 100 円の義援金を出場費に上乗せして、１年間続けること
にしています。
大阪ランニングセンターの３クラブ交流会を４／１０に開催して、そこでも 10,100 円の募金
が寄せられました。
大阪ウォーキングクラブは、クラブとして 10,000 円と４／２日のクラブ総会参加者から、
11,000 円、４／１７の４月例会で２２人から 20,000 円が寄せられています。
大阪スキー協では、38,000 円を全国スキー協へ届けています。
又、大阪快走クラブとしても 10,000 円の募金が寄せられています。
今、大阪全体では 333,032 円となっており、全国連盟を通じて宮城県、岩手県連盟と被災さ
れた連盟員さんにも義援金として渡されています。
大阪府連盟では「つなごう
支援の輪」ステッカーの活
用と引き続き、長期にわた
る支援活動を進めて行く事
にしています。

種目の活動も活発に動き出す！
サッカー協

５／８ チャリティー大会 １４チーム参加
５／２９ 定期総会をパル法円坂で開催
６／１０〜１９ フットアセット代表団とし
て、フランスへ 全日本チームとして植
山さんが団長になり、大阪から４名が参
加。健闘を祈る。

野球協

３／２７、４／３近畿大会で、なにわヤンキースが優勝しました。

スキー協

５／１５ 指導員会議で理論とストレッチの実技を浅田 千鶴先生を招いて
行いました。
７／３ は、定期総会をアネックスパル法円坂で開催。

バレーボール協

５／１ 関西ブロック大会を男 ５、女 ４の９チームが集まって開催さ
れました。
５／２９には、審判講習会を計画しています。
又、義援金活動では今年の全国バレーボール大会の大阪開催地として、被
災地チームを呼ぶ為の募金集めをする事にしています。

ランニングセンター

卓球協

テニス協

４／１７ 羽曳野大会ダブルス大会６５チーム、４／２９
しい役員が増えました。
加盟費を今年から２００円値上げしています
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定期総会で４人の新

夏の白馬パンフを作成し、宣伝を開始しています。５／２９に総会を靭公園で
開催し、午後からテニスで交流すると参加を呼びかけています。

ウォーキングクラブ

＊
＊
＊

４／１０ ３クラブ交流会を河内長野Ｗ＆Ｒの主管で開催しました。
５／１４ 平和マラソン３０周年記念の集いに２８名参加しました。

４／１７ 西国街道茨木を３３人で歩きました。
５／１５ 伏見稲荷へは２９人が参加しました。
５／２９ 関西ブロック協議会主催の「江姫ゆかりの小谷城ウォー
ク」に取り組んでいます。

２０１１年７月１０日（日）１３時〜１６時３０分
大阪国労会館（ＪＲ環状線、天満駅下車 ３分）
・1 年間の活動のまとめと次年度方針の確認
・会計決算・予算の承認
・役員の改選
・その他
【各種目の代議員数】
ｻｯｶｰ 6 人、ｽｷｰ 3 人、水泳 1 人、卓球 6 人
ﾃﾆｽ 4 人、ﾊﾞﾚｰ 5 人、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 3 人、野球 3 人
ﾖｯﾄ 1 人、ﾗﾝﾆﾝｸﾞ 2 人、ｳｫｰｷﾝｸﾞ 1 人
理事

13 人、会計監査

2人

計
計

35 人
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