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会長義今年挨拶
新春のお慶びを申し上げます
本与もよろLくお碩い致はす

会長内田節夫

五輪の年

大変に穏やかな中で、子年がスタートいたしました皆様は知何お過ごしでしょうか。
今年は、オリンピックイヤーということです。各競技会場は、すでに完成し、 7月24日の
オリンピック、 8月25日のパラリンピックの開会に、関係者の皆さんは、待ったなしで準備を
進めているところだと思います。
その五輪に向けて、最終的な選手の選考は、 6月に圏内の大会が行われ、オリン

ピック・パラリンピックの出場選手が決定されるとのこと、本番の大会で、地元の日本の
選手の大活躍を、期待しています。
なお、神奈川県内においては、江ノ島でのセーリング、 (7月26日から31固まで)

横浜での、サッカー・野球、ソフトボール、相模原の自転車ロードと5競技、それから、
聖火リレーは、 6月29・30日、 7月1日に予定されています。鎌倉は、 30日に，横須賀市
から送られた聖火を、由比ガ浜の海岸からスタートし、鶴岡八幡宮でゴールと発表されてい
ます。楽しみにしています。
東京五輪が盛り上がり、大会を通して、バリアフリー化、人や環境にやさしい社会、

外国人へのおもてなしなど、日本のよさが世界の手本となるように、発信されることを
願っています。

スポーツに関心が高まる中、鎌倉水泳協会の事業が、オリンピックと重なり、課題が
出てくると思いますが、皆さんのカにより、参加者が、一層喜んでもらえるように、よろしく
お願い致します。

智駐 欝

議毒
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令和元年度第2回泳力検定会

10月20日(日)11時-13時 こもれぴ山崎温水プール

鎌倉水泳協会では、日本水泳連盟の規則に基づいた泳力検定会を年!こ4回(6月、8月、 10月、 3月)

実施しています。惜しくも合格を逃した方の再挑戦を期待しています。なお、合格者については当会
HP※に合格した級と氏名が掲載され、さらに日本水泳連盟のHPrこも掲載されます。

日本水泳連盟の泳力検定表は、当会HPで閲覧及びこもれぴ山崎温水プールでも掲示しています。
この標準記録以内で完泳できれば合格です。

※http://www.ksuikyo.sakura.nejp/profile.html 

写真 1:審判長注意(中野理事長)
写真 2:主催者挨拶(内田会長)

写真3:認定証作成作業 水泳検定の会場(プール)から見えないところでの大切な役割を

担うコンビューターへの入力作業です。
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令和元年度神奈川県女子委員会研修会報告

スイムナスティックス(水泳体操)

台風19号が関東地方ヘ襲来した翌日10月13日(日)田園scプール(川崎市)にて標記
の研修会が行われました。交通機関マヒの中、高見永田の女子委員2名が参加しました。

鎌倉女子委員高見松晴永田

今回の研修はスイムナスティックス(水泳体操)でした。水泳体操は今日のアクアエクササイズ
の基礎を築きました。私達が一般に泳ぐクロール、背泳、平泳ぎ、バタフライの動作を音楽や
号令にあわせ行う体操です。

*クロール、背泳は「アルタネイト・ストローク』といい手足を交互に動かします。まずクロールか
ら順にご紹介いたしましょう。

①クロールのプルからプッシュを交互に
大きく伸びやかに腕を伸ばしましょう。

次にリカバリーから入水です。このとき
は思い切り脇の下から前に伸ばします
(図1)。

②背泳は脇の下から大きく伸ばし肩甲骨
を動かしながら右、左と行います。

*平泳ぎ、バタフライは「サイマルタナス
・ストローク」といい手足を同時に動かします。

③平泳ぎは手を前に伸ばして、スカー
リングから平泳ぎのプルを繰り返し
大きな動作で致しましょう。足も図2の
ダブルアクッションを立っている状態で
行って下さい(図2)。

④バタフライはサイマルドルフィンムーブ
図3の様にしてうねりの動作の練習を
しましょう。 バタフライのリカバリー
から入水は両腕を大きく広げ水面に
覆いかぶさる様にしましよう。

それぞれの動作を連続して行いましよう。

図1ロッキング

&スイムアームス

ロッキングをしながら、

クロール、パックの
アームスを取り入れ
ていく。

図2ダブルアクション

泳法に結びっく動きの
繰り返しは泳法動作
の流れにつながる。

図3サイマルドJレフィン
ムーブ

両脚を軽くそろえて足首、
膝。股関節を連動させて
動かし。バタフライの
うねりを強調していく。

皆様もぜひ水泳体操にチャレンジしてみませんか。詳しい資料もございます。高見まで
ご連絡下さい。

※「水泳指導に於ける知識とテクニック向上パート4-スイムナスティックス~講習会資料から
引用 (株)アクアダイナミックス研究所
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上達のカギは水に慣れること

斎藤登世子講師

①からだの力をぬき浮いてみましょう。 浮き

女 余分な力を抜いて背中を丸めクラゲのように

浮いてみましよう。

女 クラゲ浮きが出来たら大の字に浮いてみましょう。

※ https:l/www.edu.city.yokohamajpから引用

安からだを浮かせるという感覚がつかめれば、正しいフォームで泳ぐことにつながります。

②正しいストリームライン(からだが水面に対して平行を保っているライン)で水の抵抗

をなくしスムーズに進む。

女 手を重ね、あごを引いて手は耳の後に持っていく。指先から足先まで一直線になるように

伸ばす(手や足に力みが生じるとからだが沈んでしまう)。水中に入る前に陸上でイメージ

トレーニングすると良い。

③けのび

女壁をける時は手と顔を伸ばした状態で身体を

しっかり水中に沈めて、まっすぐ壁の中央

あたりをけり、指先・足先を伸ばし、水の抵抗の

少ないストリームラインをつくり、からだを

リラックスさせ、浮いてくるまで体勢を崩さない

ようにしましょう。
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※ https:/ /www.edu.citv.vokohama.Ip 

から引用



親睦会ハイキン'1llFl23日(土)

晩秋の一日南足柄市にある大雄山最乗寺とア
サヒビール工場を見学に行って来ました。最乗
寺は雨が降っていた事と見学時聞が
短かったのが少し残念でした。紅葉の

メタセコイヤ並木の奥に社大なビール
あり、係の方の約1時間の説明の後、
3杯までの試飲に皆大喜び、ランチの
焼肉と楽しい一日を過ごしました。

回は18名の参加、次回も沢山の
参加をお待ちしています。

アサヒビール工場



怠全容会兼さき狭芳会長さゐの祝賀会

恒例の協会忘年会が2019年11月30日(土)多分皆さんのトップを切って、干馬で開催され、
お祝いの若狭さんを囲んで、総勢14名で楽しいひと時を過ごしました。

若狭さんは、昨年神奈川県障害者水泳大会で平泳ぎ大会新記録で優勝され、福井県で行われた
全国障害者水泳協会に、県代表として出場され、同種目で見事3位に入賞されました。その功績を
称え、鎌倉市文化功労者として、 11月3日鎌倉芸術会館で市政功労者として表彰されました。

写真はお祝いの花束をお渡したところですが、プレゼンターは、一昨年総会会場で倒れられ、
入院リハビリに頑張られ、見事快復された松田さんです。

呑むほどに酔うほどに話は燃え上がり、時の経つのも忘れるほど(当日は今年初めて皆さんが
参加しやすいようにとの配慮から昼間の時間の開催となりました)。
恒例のジャンボ宝くじ券が賞品のお楽しみゲームは、ボケ防止の脳トレゲーム(しろくろつなぎ)で

した。下図に当日の問題を載せてありますが、「この白黒聞を縦線か横線でつないでください。制限
時聞は10分とします』と言うことでした。アルコールが入っている中、頭が混乱して皆さん苦労して
いましたが、粛藤さんが一位となり、連番の宝くじ券10枚を獲得しました。お正月!こ7億円当たった
か聞いてみてください。
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しろくろつなぎ

問題タテに引かれた線は、全部で何本でしょうか?

①白い丸と黒い丸を一つずつ直線でつないで下さい。
つなぐのはタテかヨコで、ナナメにはつなげません。
一つの丸から引く線は1本だけです。
②線を曲げたり、公差させたりしてはいけません。
③同じ色の丸をつなげててはいけません。また、
つながらない丸ができてはいけません。

皆さんもやってみて下さい。正解は次号 (81号)
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品のメロンを獲得して大喜びでした。

は知っているけど話しをしたことがないと言う人達も

第に打ち解けて笑顔が一杯になりました。

ぺかなづちクラブの皆さん、今年も楽しく泳ぎましょう
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こもれび山崎温水フールの事 これから

女プール利用など従来と変更となる点について
運営事業者が代わり、現在、下記のとおり「新規入会キャンペーン」実施中です。

また、利用料金区分もお得に変わります。

F 

、-べ一、.酔F 『咽咽

ただいま新規でご入会いただきますと、 2月、 3月分の月額料金が半額に!

お得な料金ヒなっていますので、是非この機会にご入会をお待ちして

おります!

特典① 2局、3月役月会費が半額 !-!

-E霊~ltl~ - 1"..':1 冨OGJfJ_

6，q30円 ー号砂 3，465円 週 l回
水泳教室 (大人)

8，360円 4， J 80円 週2回-+ 

フィットネス会員 6，Q30円
-ーー

3，465円

フィッ トネス 8，360円 ー争 4，180円 週 l回
& 

スイミング会員 (大人) Q，420円 ....，砂 4，710円 週2回

二と主主注整室金盃盤ム金且全且ム全企生金受盆主主立主主a

※料金は全て税込となっています。

※月会費は銀行引落しで毎月26日(金融機関休業日は翌営業日)に翌月分を頂く前納式です。

お支払いは2月4日以降となります。

特典② 登録料無料 ! (2月入金、 3月入金問

通常 1，100円かかる登録料が無料になリます。

-~錨空軍!- -・・IlE奈置主司・・・

1， 100円→ 0円 2ヶ月分

※お支払いは2月8日以降とな ります。

女利用料金について
これまでの2時間利用区分が時間制限なしの1回利用となります。
2時間料金で、時間を気にする事なく利用できます・

女利用時間帯やスクールスケジュール
これまでと同じで変わりません。

E E寝耳宮罷 彊

引落口座情報

お届印

※上記の「ご入会キャンペーン」についてのお問い合わせは林水泳教室の
佐野さん(080-3594ー0884)、植村さん(080-3024一0884)まで
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会員の交流を図るページとして企画しました、趣味や特技の紹介、旅行

の思い出、音楽会のお知らせ等々、ご自由にこ。参加ください。

会員以外の方にもお声を掛けてください。

⑬ こんなことやづてます(趣味&特技の紹介)

錨

北津寧々(ネネ)ちゃんは、この度

かなづちクラブに在籍中の
おきだこういち

長田孝ーさんは、流鏑馬を

趣味にされています。

元々、弓道は 20歳頃から

始めて現在2段とのこと。

流鏑馬も同じ頃より始め

られたそうです。

昨年は海外で開催

された流鏑馬にも

参加されました。

水泳協会特別会員に認定されました。 -h4h 

皆さん何処かのプールで会いましたら 明岬

声を掛けて上げてくださいね。 ::"-:~~~';:.，.r_+.，i
大特別会員募集中、泳げない子は協会 主主み守

で教えますので、ご心配なく。 童九ょぬき
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そ S p.o t" ':し岬i.'9 h t '(人物点描)

今回一番目に登場していただくAのは、現在中学 3年生である

阿部馨えさんです。人物点描から通しても最も若い方をご紹介

することになりました。今回は、高校受験を控えている大切な

岡留信之〈かの〉さん 時期民も関わらず快く質問にお答えいただきまして、ま亡とに

ありがとうございます。

馨えてtんが水泳協会に入会し.たのは中学 l年生の時:':-(、動機は『ボランテ)ア活動をやって

晃たかったaからだそうです。 .入会後間もなくの 2018年 3月のこもれびホープンを皮切り

に、市民水泳フェスティバルやその他の大会で、スタッフのー賓として活動されて来ました。

水泳協会としましても、今後も今まで以ょに大活躍していただける

ことを大いに期待しています。

ここで、馨之さんのプ号フィールをご紹介させていただきま.す。

お住まいは鎌倉市岩瀬で、ご両親と馨えさんの 3人家族です。

学校は横浜市のインターナシ‘ヨナルスクールに通われ、中国語

も学ばれています。華僑作文世界大会では 4000作品中、優秀

作品賞を 2年連続受賞するなど感性豊かな才能を発揮されています。

水泳を始めたのは生後 qカ月で、夜泣きがひどいため運動をさせて疲れさせ、夜グッスリヒ

眠らせようとした、お母さんの思惑からとか?

水泳に関しては、今後の目標は『速さよりも、締麗なフォームを目指しますaとのことで

すので、華麗なフォームで泳ぐ馨えさんの姿を見られるのも遠くないと思われます。

将来の希望は、高校生になったらカレーくらいは作れるようになりたい!.・・だそうです。

料理は苦手みたいです。

最後に皆きんにお願いです。音楽好きでジャズライブ、に連れて行ってくれたり L話をして

いるとき、たまに関西弁が出るお母さんが大好きな馨之さんを温かく見守ってください。

③coffee break 
昨年実施しました会報アンケートの結果を基にして、今年より会報の

誌面刷新を始めました。編集チームとしましては、会報を会員交流の

ツールの一つにしたいと考えまして、会員のページを新設しました。

今後は皆様に広く利用していただけますと幸いです。

匂情報の連絡先

Kawakam52Q24@gmail.com (担当:川上)

文は水泳協会事務局までお知らせください。

。今回の表紙写真は、田代斉さんよりご提供いただき

ました。
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水泳協会よりお知らせ・3月22日に開催が予定されておりました、こもれびオープン水泳大会は延期と

なりました。

その日に鎌水協20lQ年度第3回泳カ検定会(日本水泳連盟公認)を下記の通り

開催いたしますので、皆さん奮ってご参加ください。

期日 :3月22日(日) 12:00(開会式)-13:30(終了予定)

場所:こもれび山崎温水プール(受付 10:30-11:302階ロビー)

|申込み先| こもれび山崎温水プール (TEL0467-46-0505) 

文は、鎌倉水泳協会事務局 (TEL0467-44-4220)

|問合せ先| 鎌倉水泳協会事務局

(TEL0467四 44・4220文は info@ksuikyou.ne.jp)

-会報ワ q号のお詫びヒ訂正

• 1ページの平成から令和に向けて~スイミングフェスティバル~の執筆者である

斉藤登世子副理事長のお名前が掲載されていませんでした 0

・5ページの第63田市民水泳教室の報告で、海浜公園フールの写真が誤って掲載

されておりました。

-以上、合わせてお詫びと訂正をさせていただきます。

発行者鎌倉水泳協会

干247-0051 鎌倉市岩瀬 700-4-301
TEL : 0467-44-4220 FAX: 0467-95-8720 
E-Mail:info@ksuikyo.sakura.ne.jp 
会長:内田節夫 発行人:中野嘉博


