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＝＝第４回常願寺川マラソン・ジョギング大会＝＝ 

第４回常願寺川マラソン・ジョギング大会が３月３１日、立山町の常願寺川公園そばの

堤防道路で実施されました。 去年の大会はみぞれ混じりの寒風の中でした。 今年はど

うなることかと心配していましたが、曇り空で、レースの終わりころには小雨が時折落ち

てきたものの、天候不順の今年のこの時期のお天気としてはまあまあの天気と、スタッフ

一同ホッとしました。 参加者は去年より２０名も多い５９名で、お父さんと参加した６

才の男の子から７９才の高齢者まで色んな年齢層の方が参加されました。 大沢野中学校

の陸上部の７名や親子参加が４組もあって、参加者の層が多様になってきました。 くち

コミやインターネットで、気楽に参加できる「手作りのミニマラソン大会」として知られ

てきたのかなと思います。 この大会を充実させていって、スポーツ連盟の存在を連盟員

以外の人たちに広くアピールして行きたいと思います。 

  

上位の選手の順位 

距 離   順 位  氏  名   距 離  順 位  氏  名 

男子 5km  １位  松島千太郎   女子 5km  1位  柿岡 美紅 

       2位  西本 鉄馬          2位  金丸 咲希 

       3位  川田涼太郎           3位   川端 詩織 

男子１０km 1位  林 佑二    女子 10km  1位  朝野 愛子 

             2位    山崎 智久          2位    島崎 裕子 

       3位  村上 学           3位  大島真理子 
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富山県連盟にパークゴルフクラブ誕生！ 

クラブの名前は『富山パークゴルフ会』 

 

4 月 6 日にクラブとして発足し、スポーツ連盟に加入しました。 2 年余り前から、同好

会的な活動として交流会やコンペを継続して行っていましたが、クラブ結成には至って

いませんでした。 4月6日のとやま健康パークで行われたコンペをスタートにしてスポー

ツ連盟のパークゴルフクラブとして活動していくことになりました。 現在会員は 20 名で

すが、 プレーを楽しみながら交流して、少しずつ会員を増やしていければと思います。 

 

4月 6日の第 1回例会コンペの成績結果 

順位  氏 名    アウト    イン  計   HC   ネット    

１  澤 定之   ２８  ２９ ５７     ５７ 

2 黒川 鉱三 ２８  ３１ ５９     ５９  

3 甲 厚子  ３３  ３１ ６４  －２ ６２    

木谷鉄太郎 ３２  ３１ ６３     ６３ 

法土 武男 ３７  ３１ ６８     ６８ 

関井 弘  ３４  ３８ ７２     ７２ 

市川 晃  ３５  ３７ ７２     ７２ 

         

4月１6日の第２回例会コンペの成績結果 

順位  氏 名    アウト    イン  計   HC   ネット 

 １  鍛冶  悦子 ３１  ２７ ５９  －２ ５７  

 ２  木谷鉄太郎 ２９  ３３ ６２     ６２  

 ３  黒川 鉱三 ３２  ３３ ６５     ６５   

法土 武男 ３５  ３５ ７０     ７０  

関井 弘  ３４  ３７ ７１     ７１ 

青山 光夫 ４０  ３３ ７３     ７３ 

市川 晃  ４０  ３５ ７５     ７５ 

 

※５月の予定は下記のとおりです。 誰でも飛込み参加できます。 

 5月 5（日・祝）  午後 1時から  射水市水戸田（みとだ）『南郷パークゴルフ場』 

 5月１５日（水 ）  午後 1時から   射水市水戸田（みとだ）『南郷パークゴルフ場』 
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反核平和マラソンの ランナー／給水・搬送のボランティア募集 

ランナーは１Ｋｍでも２Ｋｍでも走れる人ならＯＫ 

ボランティアは誰でも出来ます 

 

 

 

 

 

第１９回反核平和マラソンｉｎとやま 

６月１５日（土） 

砺波市（市役所）～小矢部市～天田峠～石川県への引継地点まで、約２２Ｋｍを、休憩や・給

水を取りながら走ります。 

 

※ 参加申込は2日前まで、出来ればＦＡＸで青山さんまで。０７６－４２２－２８５２（電話も同じ） 

 主催：新日本スポーツ連盟 富山県連盟 

 主管：雷鳥ランニングクラブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（反核平和マラソン） 

核兵器廃絶・放射能をまき散らす原発Ｎo！！ 

 詳細は６月号で 

お知らせします 

ランニングコースの概略図 
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新日本スポーツ連盟第３０期第 1回評議員会に参加して（その 2） 

                                  荒井 英治 

 

今回の評議員会では、日本のスポーツ界の「体

罰・暴力」の問題の以外では、国民のスポーツ権

実現を目指す活動に関して、大阪市や神奈川県が

「緊急財政対策」として公共施設の大幅削減計画

を唐突に打ち出したことに対して、神奈川県連盟

と大阪府連盟が各種団体と共同してそうした計

画の撤回を求めて運動を展開していることの報

告がありました。  

また、新日本スポーツ連盟が 1965 年 11 月 12

日に「新日本体育連盟」の名称で「スポーツは万

人の権利」の実現を掲げ創立して以来、2015 年

11月 12日、50周年を迎えます。この歴史的な記

念すべき日に向けて、スポーツ連盟の活動と組織

の強化とともに、50年にわたる多面的で豊かな活

動を連盟内外にアピールする記念事業にとりく

むことが決まりました。 

2013年度の重点方針としては、〈体罰・暴力の

根絶〉と〈スポーツ基本法の実行を〉の２つの基

本が確認されました。 前者についてはスポーツ

連盟のアピール声明文（スポーツなかま 4月号に

掲載）にあるとおりの内容ですが、〈スポーツ基

本法の実行を〉については、 

・・・スポーツ基本法では、「スポーツを通じ

て幸せな生活を営むことは、全ての人々の権利」

と規定されているにもかかわらず、公共スポーツ

施設の縮小・廃止、体罰・暴力の横行など、基本

法に逆行する事態も生まれている。 スポーツ連

盟の基本理念とスポーツ基本法、この二つの価値

と役割を体得・体現し、スポーツ活動の質的な向

上をはかるために、みんなの知恵と力を出し合っ

て前進していこう・・・と確認しました。 

 

 

研修会＆スポーツ交流会のお知らせ 

5 ヶ月ほど先になりますが、富山県連盟主催で 10月 5日（土），6日（日）に「研修会とス

ポーツ交流会」を開催する予定です。 詳しい内容についてはスポーツ仲間 9 月号に掲

載します。  たくさんの連盟員に参加して頂いて楽しい交流会にしたいので、概要のみを

早めにお知らせしておきます。 

      「研修会＆スポーツ交流会」の概要 

日 時： 10月 5日（土）、6日（日） （宿泊も可） 

場 所 ：山野スポーツセンター（富山市（旧大山町）本宮１２、 

      ※立山山麓スキー場（雷鳥バレースキー場）に隣接） 

内 容： 講演と交流会（※どちらかひとつでも参加できます。） 

 


