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　國松善次滋賀マスターズ名誉会
長（元滋賀県知事）が平成２９年度
秋の叙勲において、永年の地方自
治に貢献されたご功績により「旭日重
光章」受章の栄誉に浴されました。
　「受章を祝う会」が去る２月２５日、
びわ湖大津プリンスホテルにおいて、
各界より５００名を超える多くの皆様
のご列席のもと盛大に催され、日本
マスターズより鴻池会長と、滋賀マス
ターズより木村会長・松田顧問・林副会長・高橋理事長がお祝い
に出席させて頂きました。
滋賀マスターズ会員一同、心からお祝い申し上げます。

　僕の人生で７０歳からはじめたものが２つある。
１つが自動車の免許証取得であり、もう１つがマラ
ソンだった。
　知事を退任し、時間が出来たので健康づくりに
何かチャレンジをと考えていた時、「余呉湖健康マ
ラソン」のチラシが目に入った。
　「健康になるマラソン」とはどんなマラソンか？
と参加。マスターズ陸上の全国駅伝大会が希望
ヶ丘で開催された時、来賓で参加した３キロが唯
一のマラソン歴。そこで先ずは５キロレースにと申
し込んだが、７キロか１５キロだという。止む無く７
キロ、余呉湖１周だった。
　以来、自分がライバルで、施設も道具も要らな
いスポーツ。しかも結果は距離や時間が正確に
数字で出るスポーツと、すっかり気に入り、様々な
距離の大会を捉えてチャレンジ。県内のマラソン
大会は全て参加。さらにフルマラソンも東京、ホノ
ルル、大阪とチャレンジ。いずれも７時間以内にゴ
ールで、メダルをゲット。
　マスターズのお蔭で全国大会はもとより、アジア

大会にも参加。
それも８位入賞
の記録や全国
大会では選手
が２名で銅メダ
ルも。５年に１度
のクラスは最年
少で競える「マ
スターズ」。これ
こそ「見事なスポ
ーツを生涯楽し
める仕組み」。

　世界で唯一「人生１００歳時代」迎えた日本だが、
平均寿命と健康寿命に男性で９年、女性で１２年
の差があるのが現実。これを短縮し、いかに「健康
長寿を達成するか」が課題。そのカギは「運動と
生きがい」であり、「生涯スポーツ」だろう。誰もが、
それぞれ好みのスポーツを何歳になっても楽しむ。
「健康長寿＝ワクワク目標×コツコツ努力」
我々は、そのロールモデルでありたいもの。

滋賀マスタ－ズ名誉会長
國松善次

今回勲章を受章された、われらが國松善次名誉会長にご寄稿頂きました。

(takahahsi) 



(maekawa) 

京都府立山城総合運動公園陸上競技場

(ooe) 

　基本的には毎月第１土曜の午後、野洲川陸上競
技場や皇子山陸上競技場で開催している短距離練
習会ですが、年の初めは新春恒例！　年号を走る、
題して「２０１８ｍ走る会」。今年は悪天候の影響で直
前に日程変更、１月７日（日）に野洲川で、１月１４日
（日）に皇子山と２班に分かれて行いました。
　メニューは両日とも同じで各自アップのあと、200ｍ×
３本、150ｍ×４本、100ｍ×５本、50ｍ×６本、そして
最後に１８ｍを全力で走りました。
　特別参加の中学生６名の賑やかな声に元気をもら
い、また他府県からの参加者もあり、全員で頑張り無
事楽しく完走することができました。
　余裕の人やシ
ンドそうな人さま
ざま… いい練
習会になりました。

　３月３日（土）、第２４回近畿マスターズ駅伝大会京
都大会が、京都府立山城総合運動公園陸上競技
場（太陽が丘）特設周回コースにて開催されました。
　当日は春を思わせる陽気で、青空が広がる中、２８
チームが参加し、熱戦が繰り広げられました。
　滋賀からは、男子の部に１チーム、女子の部に１
チーム、エルダーの部に１チーム、一般男子の部に２

チームが参加。女子の部２区に出場した伊神佐登美
選手が区間賞を獲得しました。
　理事長をはじめとする滋賀マスターズの仲間たち

からの応援を背に、選
手たちは急な坂道が
続くコースを息を弾ま
せながら力走しました。
選手たちは、笑顔でタ
スキをつなぎ、滋賀マ
スターズのチーム力を
確かめ合えた大会と
なりました。

≪男子の部≫　参加14チーム　　
7位　1:01:49　農添光陽　─　中島洋　─　木村将弘　─　佐藤誠　─　吉村健一
≪女子の部≫　参加7チーム
4位　46:36　中江保子　─　伊神佐登美（区間賞）　─　柏木貴子　─　大西智子
≪エルダーの部≫　参加10チーム
8位　58:58　岩瀬恵一　─　林明子　─　谷口俊夫　─　小嶋祐子
≪一般男子の部≫　参加5チーム
Ａチーム　4位　川副真人　─　三宅徹　─　夏原正夫　─　村上富雄
Bチーム　5位　三木秀雄　─　吉原聖博　─　前川朋子　─　太田君子

マスターズ登録について
　１月に会員の皆様には連絡をさせて頂きましたが、
日本マスターズ陸上競技連合の協議を経て下記のよ
うになりました。つきましては、登録会員の皆さまには
周知頂きご協力をよろしくお願いいたします。
日本陸上競技連盟及び日本マスターズ陸上競技連合
の公認大会及び公認記録となるためには従来の「マ
スターズ登録」に加え「陸協登録」が必要となりました。
＊この登録により日本陸上競技連盟からＩＤ番号が発
行され、大会エントリー時にこのＩＤ番号がないと大会
への出場が認められません。（未登録者＝ＩＤ番号の
ない人はマスターズの大会にも出場できません）
＊移行期間として２０１８・２０１９年度滋賀マスターズ
の大会のみ参加できますが、滋賀マスターズとしては
会員全員の陸協登録とします。
滋賀マスターズ陸上競技連盟の登録について
①従来の滋賀陸協登録者　登録料７，０００円
•滋賀マスターズ登録費４，５００円　滋賀陸協登録費２，５００円
（競技者としてまたは競技審判員として参加する方）
②マスターズのみ登録者　登録料５，０００円
•マスターズ登録費４，５００円　滋賀陸協ＩＤ番号取得料５００円
※ＩＤ番号を取得し全国・近畿等のマスターズの大会に
出場できますが滋賀陸協の大会等の参加はできません。
問い合せについて　滋賀マスターズ陸上競技連盟　
〒520-0528　大津市和邇高城４５－３
　　　理事長　高橋清尊　０８０４９４６０３８９　まで



　─今回は女性委員長の西湖啓子さん（67才）にお話を伺いまし
た。生まれも育ちも近江八幡で、現在は家族3人で住んでおられ、
現役の看護師さん（現在小児科勤務）としても活躍されてます。─

走り始めたのは？
３０年ほど前に職場の同僚から、「視覚障がい者の伴走
者を探してるんやけど、西湖さん、行ったってくれへん
か？」と言われた。盲学校の生徒たちが走っているところ
をみかけたこともあったし、もともとスポーツは好きだったこ
ともあり、「ほな、やってみよう！」と伴走を引き受け、走り
始めた。それまでにも、夫が高校の陸上部顧問をしてい
たこともあり、その影響から、娘たちと一緒に水郷の里マ
ラソンに出たことはあった。
─伴走者として、加古川レディースマラソ
ン・福知山マラソン・土山マラソン・
守山ハーフなどに参加された。全国
視覚障がい者駅伝（希望ヶ丘）の立
ち上げにもかかわり、１０年間大会運
営に携われたとのこと─

マスターズに入ったきっかけは？
２００３年京都シティハーフマラ
ソンに参加（記録１:３６:１７）
したとき、岩越さんから「近畿マ
スターズ駅伝、出てくれへんか？」
と言われたのが、マスターズに入
ったきっかけである。
それから・・・時が経ち、ランニングブ
ーム到来のきっかけとなった、第１回東京マ
ラソン（記録３:３８:１１）を走ることができた。それまでは、
フルマラソンなんて長い距離を１人で走ることは想像もで
きなかったが、大阪・神戸・名古屋などの都市マラソン

にも出るようになった。２００８年、左膝軟骨移植術を受
け、２０１０年の東京マラソンで復活することができた。
─これには、家族の理解とともにサポートがあってこそと言われ、
「大会前には、勤めを終えたあとのランニングに、夫が自転車で並
走してくれた。」とも話してくださいました。─
２０１６年サロマ湖ウルトラマラソン５０km６５歳以上の
部で３位入賞後、今度はケガで手術。２０１７年１０月２
日雨の日、かかりつけ医院の玄関スロープを走り、滑っ
て転倒し、右下腿骨２本を骨折した。長期にわたるリハ
ビリを終えて、最近走り始めているところである。
今の思いは？

　私の健康の秘訣は、しっかり食べて、体を動かすこと＝
走ることである。健康のためにも、走り続けたいと思う。

「次は○○大会！」と、目標を持つことで向
上心も出てくる。そして何よりも、家族３
人とも、“美味しいものを食べたい！”と
の気持ちがあり、カロリー消費・体重
維持のためにも走り続けたい。“走った
距離は嘘をつかない”“継続は力なり”、
続けることが大切だと、つくづく感じてい
るところである。
＝西湖さん一家は旅行が大好きで、マラソン大会
にも旅行を兼ねて家族で参加されています。「支えて

くれている家族には感謝している。」と言われる西湖さん。
昨秋の骨折にもめげず、明るい笑顔で話される姿に、たく
さん元気をいただきました。また、小児科での奮闘ぶりも
話してくださり、子どもたちのケアをされているベテラン看

護師さんとして活躍されている様子をうかがい知ることができまし
た。「ナースが走る！」～「ラン　ナース西湖啓子さん！」これからも、
元気で、笑顔ランをずっと続けてください。女性委員長、マスター
ズ懇親会のお世話もよろしくお願いしま～す。＝ (maekawa) 

(miki) 

韓国・大邱

(maekawa) 

　１２月２３日（祝）「あたか飯店草津」にて、毎年恒
例「滋賀マスターズ忘年会」が開催されました。木村
会長の挨拶の後、乾杯の音頭ともに楽しい宴が始ま
りました。参加した約２０名の会員たちは、美味しい
料理に舌鼓を打ち、ビールや日本酒を片手に、これか
らのマスターズや陸上にかける熱い思いを楽しく歓談
され、会員相互の交流・親睦が図られました。一年
を締めくくる有意義なひと時となったのでした。

　大邱国際マラソン（４月１日）に団長木村会長・副
団長林副会長・高橋理事長１０㎞・三木副理事長
ハーフマラソン出場、日本滋賀県・全羅北道・大邱
体育交流事業の招待を受け参加してきました。
　１万数千人の出場者で大きな道路も選手であふれ
ていました。沿道では子どもたちからお年寄りまで
様々な形で応援をしてくれて気持ちよく走れました。
　日韓交流事業も十年を迎え、盛大な歓迎を催して
頂き、素晴らしい交流会になりました。

あたか飯店草津



手づくり和食  魚 豊
うおとよ

会席料理・仕出し・居酒屋
「旬の味をお手軽な価格で」

がモットー 

０１２０-８８４-６４５　TEL　０７４８-６２-２１２５
〒５２８-００４２　滋賀県甲賀市水口町虫生野中央１６ 
　　　　　　貴生川駅より徒歩2分

エステティックルーム

野洲店

広報委員／大江良一・前川朋子・西澤幸雄・山口正典
表紙イラスト／湯川慈美　編集・デザイン・制作／大江良一

(一部未確定も含む)

　マスターズ陸上の大会に参加するには、まずマスタ
ーズ陸連に登録することが必要です。　最寄りの郵便
局にある振込用紙に必要事項を記入の上、中面に記
載されているどちらかの登録料を下記口座に振り込
んで頂ければ登録完了。　または、事務局まで電話い
ただいても結構です。
【振込先】  郵便振替口座  ００９４０－７－１４６４５５
　　　　　 加入者名　滋賀マスターズ陸上競技連盟
【事務局】  TEL／FAX  ０77－594－１281　髙橋
　（募集要項は連盟のホームページでご覧ください）

滋賀県
●近畿マスターズ陸上競技選手権大会
　　　◇6月24日(日)　◇甲賀市陸上競技場
●　滋賀マスターズ合同練習会・会員体力測定
　　　◇6月30日(土)　◇甲賀市陸上競技場
◎　県民体育大会（一般の部）
　　　◇8月5日(日)　◇皇子山陸上競技場
●　滋賀マスターズ陸上競技選手権大会
　　　◇8月26日(日)　◇甲賀市陸上競技場

★会員交流練習会（10：00～12：00）野洲川
★会員短距離練習会（13：00～16：00）野洲川
★会員投てき練習会（10：00～12：00）甲賀市陸上競技場
※甲賀市陸上競技場においてはマスターズ会員が競技場を
使用しての練習ができるようにしてもらっています。練習可
能日は滋賀マスターズホームページをご覧下さい。
※詳しくはホームページか、下記担当者に問合せ下さい。

世界・全国・近畿
◎　大阪マスターズ陸上競技選手権大会
　　　◇6月9日（土）　◇ヤンマーフィールド長居
●　全日本マスターズ混成陸上競技選手権大会
　　　◇6月17日（日）　◇神奈川県・小田原
◎　京都マスターズ陸上記録会
　　　◇8月4日（土）　◇山城総合運動公園陸上競技場
◎　大阪マスターズ研修会
　　　◇9月2日（日）　◇服部緑地陸上競技場
●　世界マスターズ陸上競技選手権大会
　　　◇9月5日（水）～16日（日）　◇スペイン・マラガ
◎　兵庫マスターズ陸上競技選手権大会
　　　◇9月17日（祝・月）　◇ユニバー記念陸上競技場
●　全日本マスターズ陸上競技選手権大会鳥取
　　　◇9月22日（金）～24日（日）　
　　　◇コカ･コーラ ボトラーズジャパンスポーツパーク
　　　　（県立布勢運動公園）陸上競技場
●　国際ゴールドマスターズ奈良大会
　　　◇10月27日（土）～28日（日）　◇鴻ノ池陸上競技場

長距離／中島（080-6157-4121）　短距離／東（090-5015-2985）
投てき／殿城（０９０-６９８５-２１３７）　甲賀／太田（０８０-１４３０-０６０１）

◇6月30日(土)　9時30分スタート
◇甲賀市陸上競技場　◇参加費無料

◇13時30分スタート　◇参加費無料

最初にアップのあと全員でミニハードルなどを使って
動きづくりを行い、あとは各パートに別れ練習します。
自分の専門以外のパートにチャレンジするのもＯＫ！
また会員以外の一般の方でも無料で参加頂けます
ので、友達やご近所の方もお誘いください。
最後に全員リレーなどを行う予定です。

そして午後からは体力測定を行います。
測定された記録は全国同年代との比較総合体力
年齢を算出。会員以外でも参加できますので、ぜ
ひ多くの方のご参加をお待ちしています。

連絡先　090-2190-4072　竹中（体力開発委員会）

（雨天中止）


