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第３６回 新日本スポーツ連盟・道連盟総会 

― コロナ禍により書面議決の総会に ― 
 

４月２４日（金）に予定していました北海道連盟第３６回定期総会は新型コロナウィルスの感染

が広まり、会場に集合しての総会を中止し書面議決による方法を取らせていただきました。 

議案は報告・提案、予算・決算、役員選出を含めて代議員の方々の多数による承認を得ることが

出来ました。いまなおコロナウィルスの感染が続いている状況ですが、毎月の理事会も感染防止対

策を取りながら行っています。６月の第１回理事会で理事長に島崎徳明、副理事長に松浦孝之、事

務局長に前川由香を選出しました。 

道連盟の取り組みとして、第６回平和大好きランニング＆ウォークを１０月１１日（日）に開催

する予定です。豊平川の河川敷を主会場に楽しく参加できる５㎞のリレーや創成川沿いウォーキン

グを計画しています。各種目クラブから取り組みへの参加をお願いします。 

コロナ禍の中ですが札幌市への施設改善を含めた要請など、感染防止対策を取りながら取り組ん

でいきます。今期の道連盟の活動に対しまして、各種目の皆様の一層のご支援とご協力をお願いし

ます。 

５ 
 

 

今年も身近なところでのウォーキングを中心に夏冬を通して歩

きます。それでもコロナウィルスの感染防止で活動が少し縮小して

います。身近な野幌森林公園も住宅街の駐車場が一時閉じられまし

た。楽しみにしていた旭岳裾合平のバス例会も中止になりました。

早い収束を願うばかりです。 

感染防止対策を取りながら、少しずつ活動を広げています。遠く

へは行けませんが北大構内や北海

道開拓の村などを訪ねながら、ウォ

ーキング例会を行っています。体調維持と免疫力の向上を目指して、

楽しく元気に歩き続けることが今こそとの思いで歩いています。 

ウォーキングは身体を少し動かしてみたいと思う方にもお勧め

で、状況に合わせた参加も可能です。体調を整えることを第一に気

もち良く歩き続けるウォーキングクラブです。 

 

 
                          

北海道テニス協議会は、今年度予定しておりました大会につきましては新型コロナウイルス感染

拡大防止に対応する為、予定していた全ての大会を中止とさせていただくこととなりました。今年

度も、たくさんの皆様にご参加いただきたい気持ちでおりましたが、参加された皆様の安全性を確

保できない状況での開催はできないという判断に至りました。 

 新年度につきましては、新型コロナウイルス感染症との共存を行いながら大会が実施できるよう

に開催方法を検討してまいります。ご理解の上、今後とも応援いただければ幸いです。宜しくお願

い致します。 
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6月 28日 ゆっくりーず Real ＆ Web マラソン大会（記録会） 

モエレ沼公園を中心に、Realマラソンが曇り空の中 行われました。 

事前の Webマラソン大会を合わせて総勢 16の参加でした。  

モエレ沼公園のレンタル自転車の前に車を置き、集合。トイレに隣接 

しているバス停の前にあるガラス張りのバス待合室でミーティング。 

Ｋ夫妻はすでにモエレ沼公園内周コース（3.7キロ）を 2周して合流。 

Ｎ、Ａ，Ｓは桑園駅から走って参加！ 

軽く準備体操をして、出発点に移動。ハーフと 15キロ組は 10時 15分頃   

にスタート。3 分ほど遅れて 10 キロ組がスタート。やや風が強いものの、

走れば丁度良い。さて、Realマラソンの結果は 
ハーフ Ｍ 2：27：21 Ｋ1 2：27：08 Ｋ2 2：37：43 Ｋ3 2：37：21 Ｈ1 2：20：20 

16 Km（桑園駅からモエレ沼公園 街ラン） Ｎ 2：32：00 Ａ 2：32：00  

Ｓ 2：32：00  

15 Km Ｈ2  1：53：00 

10 Km Ｏ 1：05：56 Ｓ 1：05：38 Ｚ 1：21：08 Ｍ 1：31：24  

Web マラソン結果（メールで報告） 

50.09 Km Ｏ 6：19：36 21.42 ㎞ Ｎ1 3：12：12（トレイルラン）  

21.17 ㎞ Ｎ2 2：21：47   10 Km Ｆ 0：51：58 

 

 

 

                総会史上初めて「オンライン総会」 開催 
 

我が連盟のスタートは毎年３月第１週・日曜日に開催される連盟総会がそれにあたります。しか

しながら本年はさっぽろ雪まつりを前に怪しげな足跡が忍び寄ってきていました。その正体が「新

型コロナウィルス」でした。これに負けないための防衛手段として、総会出席者分のマスクと消毒

剤等を品薄の中、何とかかき集め総会に臨むべく準備をしてきましたが、その努力を嘲笑うかのよ

うに「新型コロナウィルス」は猛威を振るい始め、総会史上初めて「オンライン総会」という形で

開催することになりました。 

第１回の理事会も連盟事務所はコロナ対策の要件には不適当なため、他の場所で三密を避けなが

ら開催をするものの、職場・家族の同意が得られず欠席者が多数いて、悲惨な状態での理事会にな

ってしまいました。 

このような状況下で今年の連盟事業は、中止または縮小決定せざるを得ないと判断するに至りま

した。いずれの事業も一般募集を含めた事業で、5～６月の「小樽登山教室」・「クリーンハイク(清

掃登山)」、８月の「山の日・藻岩山登山」を中止にしました。5～６月の「札幌市民登山教室」は

例年 4 日間のものを 1 日に短縮した上で、山の日に実習登山を藻岩山に設定し、コンパス・読図

等の講習を取り入れ、3 密等の対策を講じながら実施する予定です。しかし、いまだに完全終息が

見えない中、不測の事態にならないことを願うだけです。 

 

空沼岳登山道整備(7/11～7/12) 
道央地区勤労者山岳連盟 

昨年、北海道の山岳団体交流会で決議された「空沼岳～札幌岳の縦走路整備」を本年度計画して

いたが、森林管理局と打合せをしていく過程で、縦走路は「自然維持タイプ」エリア内にあるので

現時点では協定書の締結はできないという回答があり、今後の継続協議で方向性を決めることにな

りました。 

わが連盟は、空沼岳登山道に関しては以前から登山道の整備協定を結んでいることから、当連盟

と万計山荘友の会との共同作業で実施することにしました。 

登山道整備は、万計山荘から空沼岳ピークまでの笹狩りと登山道整備を連盟所属会員等、総勢

登  山 

ウォーキン
グ 

ランニング 



30 名の参加者で二日間にわたって行いました。 

コロナウィルスの最中ではありますが、登山愛好家の皆さんが整備された登山道に大勢来ていた

だければ、我々も嬉しく思います。11 月開催予定の登山研究集会についても、般募集を含めた講

演会と 4 つの分科会はコロナウィルス対策として、本年度は開催せず論文集の充実を図り実りの多

い冊子づくりを目指すこととしました。 

 

  卓 球    卓球協議会総会 書面総会を開催  
今年度登録選手数８００人 

３月末期限の、今年度の選手登録者は、コロナウイルスの影響で前年度より４０名強の減少で、

８００任意の登録となりました。 

5 月 17 日の総会は、総会会場の中島スポーツセンターがコロナウイルス感染防止対策で、閉鎖に

なり、書面による総会に切り替えました。クラブ代表者に議案書を事前送付し、議案の賛否を問い

ましたところ、全会一致で可決されました。 

聆年どおり、年４回の競技大会の開催を決め、運営委員会代表大塚義孝、副代表前田英司、同馬淵

蓉子、同清水京子、同本家充、事務局長足達薫、同次長鈴木輝明、会計押野見栄子の各氏を選出し

ました 

競技大会開催を次々と中止 まだ先の見通し立たず 
６月のペアマッチ大会、８月の団体戦は、６月に役員会を開催し、コロナウイルス感染防止のた

め、中止の苦渋の選択をしました。 

７月１４日には、札幌市体育館の入場制限の緩和が発表され、大会開催の可能性が出てきましたが、

東京での感染者拡大の報道があり、クラブの練習会は自粛傾向にあり、９月以降の大会開催も慎重

に判断することにしています。 

 
 

スキー    札幌藻岩山スキー場環境デーに参加して 
例年、藻岩山スキー場清掃作業は、スキー場を利用して

いる各スキー団体が一同に集まってスキー場の清掃を行

い、終了後懇親を行う夏の行事でした。しかし、今年は 

コロナ感染予防対策で、それぞれの団体で実施することと

なりました。道スキー協は、常設スキー学校や検定会、ク

ラブ対抗スキー競技大会、ポール練習会、クラブの例会等

で大変お世話になっており、6 月 7 日（日）10 時から 12

名の参加で実施しました。 

当日は、初め霧雨模様の天気でしたが、だんだん雨もあがり暑い中でのゴミ拾いとなりました。

駐車場やロッジ周辺、フェンス付近、ゲレンデとゴミ拾いをしました。記記念写真を撮りましたが

「ハイ、チーズ」と言ってはみたものの、全員マスクと帽子を深くかぶっていて、「誰が誰だかわ

からないね」と一笑い。1 時間ほど清掃を行い結構な量のごみを回収して終了しました。 

 

  

第 3回理事会開催 
6 月 14 日、北海道高等学校教職員センターに於いて、

コロナ感染予防対策で札幌近郊の理事が集まって理事会

を開催しました（出席率５５．１％）。この間の活動を振

り返り、若い世代へのアプローチについて、財政の健全

化に向けての見直し、道スキー協４０周年記念事業につ

いて等協議しました。また、７月５日開催予定の第 19

回代表者会議をコロナ感染防止対策にて書面決議で行う

ことを決定しました。 
 

 

 



  

                                        

水 泳 
 

海岸清掃ウォーキング 
 道水泳協・水泳クラブは、現

在、石狩川河口・右岸のゴミや

漂着物のかたづけ、清掃を実施

しています。 

（略図では右側、厚田側のかい

がんですが、少しずつきれいに

しています。） 

 

第６回平和大好きランニング＆ウォーク in 札幌 
  10 月 11日（日） 12 時半受付 午後１時開会 雨天決行 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集合場所 ウォーキング ＴＶ塔東側 

     ランニング  豊平川南九条大橋下  

      

種 目 
 Ａ）ウォーク 2㎞ 受付 12：30-13：00  創成川～南九条大橋 

   現在の創成川の前進は、江戸時代に大友亀太郎が札幌村を開村した時に開削した「大友堀」です。 

   札幌の歴史の原点が創成川にあります。みんなでゆっくりと歴史の流れに触れましょう！ 

 以下ランニング 

 Ｂ）５㎞ラン個人（制限時間45分）  南９条大橋～南２２条橋付近の往復 

 Ｃ）親子１㎞ラン         南９条大橋周辺 

 Ｄ）５㎞リレー（５人グループ・家族 一人１㎞走）人数等は自由 

  ＊Ｄ５㎞リレーはＢとＣの終了後にスタートしますので重複申込み可能です。 

会 費  一人５００円（小・中学生 無料）   

    下記に申し込みの上、当日受付でお支払いください。 

詳しくは開催要項をご覧ください 

 

申し込み先  締め切り ９月２７日 
   スキー協 小野寺秀子携帯 090-6214-6314 E ﾒｰﾙ h-onodera@jcom.home.ne.jp FAX 011-614‐9359  
   労山 大野茂  携帯 090-9517-5399 E ﾒｰﾙ s.ohno.sigeru@gmail.com FAX011-591-9659 
   テニス協 前川由香 携帯 090-2818-8940 E ﾒｰﾙ waterside128@jcom.zaq.ne.jp             
   卓球協 大塚義孝 携帯 090-8708-6139 E ﾒｰﾙ yosi-sya@khaki.plala.or.jp FAX011- 777-9024 
   水泳 渋谷昌隆 Tel 0123-22-2872  FAX 0123-22-5820              

   ウォーク 島崎徳明 携 090-1388-2752 E ﾒｰﾙ n-simazaki@hkg.odn.ne.jpFAX011- 384-0736 
   ランニング 松浦孝之携帯 080-7885-2617 E ﾒｰﾙ takayuki.matsu@nifty.com FAX011-823-9759 

   一般参加 松浦孝之  携帯 080-7885-2617 E ﾒｰﾙ takayuki.matsu@nifty.comFAX011-823-9759                                                      

 

 ６回目の平和大好きランニング＆ウォークの大会を開催
します。 
 この大会は、スポーツ愛好家と一般市民が、平和な世界
を願い、みんなで元気に走り、歩くことで、平和をアピー
ルすることを目的としています。コロナ禍のもとで、大会
の種目と規模を縮小し、「離れて」走り、歩き、ゴールをめ
ざします。 
 サークル・グループ・ご家族で誘いあい、参加しましょ
う！ 
 

ウ
ォ
ー
ク 

ランニング 

受付 

Ｂ：５㎞ラン 12：30-13：00 

Ｃ：親子ラン 13：15-13：30 

Ｄ：５㎞リレー 

       13：15-13：30 

スタート 

Ｂ：５㎞ラン     13：10 

Ｃ：親子ラン     13：45 

D：５㎞リレー    14：00 
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