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オリンピックの年なのに

内田節夫

今年は、オリンピックの年、本来なら、 6月には、出場選手が決まり、 7月の開会式を待つだけ

だったのに、 2月ごろから、新型コロナウイルスの感染が拡大して、オリンピックは、来年に

延期となりました。そして、夏の甲子園や相撲の夏場所も中止と大変に残念なことが、続いて

います。

その新型コロナの感染が拡大して、 4月7日 全国に 緊急事態宣言が出され、事業者に、営業

の休業が要請されました。 5月の連休中も、月末までも、宣言が延長。小中学校の休校・外出の

自粛。 5月中は、自宅での生活を強いられました。そのことから、 4 ・5月の県水連、市体協は、

初めて文書による会議でした。鎌倉水泳協会の方も、例年ならば、総会の開催、水泳教室やフェス

ティパルに向けて忙しく頑張っている時期でしたのに、何にもできない状況でした。

そこで、自宅待機ということから、わたしは、畑をつくり、プランタンを増やし、キュウリ・

トマト等の家庭菜園に取り組み、水や追肥をやったりして、過ごしています。花が咲いたり、実が

なってきたりと、少し楽しんでいます。

ょうやく、 5月の末に大阪、 6月には東京・神奈川が緊急事態宣言の解除となり、学校も、 3か月

ぶりに、元気な児童・生徒の分散登校が見られるようになりました。また、大仏や長谷寺も、入場

可能になり、商庖街のシャッターも上がり、観光客も少しずつ見えてきました。以前のように徐々

に回復しているようです。

これから、 2次感染が心配ですが、 7・8月と気を緩めずに感染防止に心がけ、予防対策がされて、

流行が治まり、教室やイベントが出来るよう願うだけです。

まだ、自粛が要請され、皆さんが運動不足の中、鎌倉水泳協会として、「泳げない人が泳げるよう、

楽しさを味わわせるJとの目標に向かい、感染状況を見ながら、予防対策をして、事業に取り組んで

いきたいと思います。皆さんの力により、工夫しながら、普及に取り組めますよう、よろしく

お願い致します。

【表紙解説】

コロナウイルスとは

コロナウイルスは、電子顕微鏡で観察すると、直径約 100nmの球形で、表面には突起が見られます。

この形態が王冠“crown"に似ていることからギリシャ語で王冠を意味する“corona"という名前が

付けられました。従来から、コロナウイルスは「かぜ」の原因ウイルスのひとつとして知られて

いました。今春から世界中で多数の感染者を発生している新型コロナウイルス感染症の原因ウイルス

である r新型コロナウイルス (SARS司 CoV2)Jはコロナウイルスです。これらのウイルスの他に、「重症

急性呼吸器症候群 (SARS)Jや2012年以降発生している『中東呼吸器症候群 (MERS)Jウイルスも

コロナウイルスです。(国立感染症研究所HPから要約引用)

アマピエとは

アマピエは江戸時代の肥後(熊本)に出現した妖怪。外見は長い髪にくちばし、

うろこを持ち 3本足の半人半魚の妖怪。アマピエの予言(アマピエの瓦版の原文)

は「私は海中に住むアマピエと申す者なり j と名のり「当年より 6年間は諸国で

豊作が続くが疫病も流行する。私の姿を描き写した絵を人々に早々に見せよ。J

と予言めいた事を告げ海の中に帰って行った。(ウイキペディアから引用)
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水泳を愛するみなさんへ

2020年 4月10日

公益財団法人日本水泳連盟

会長膏木剛

新型コロナウイルス感染により亡くなられた方々とご家族のみなさまに、謹んで哀悼の

意を表します。また羅患されたみなさまには、 1日も早いご快復をお祈り申し上げます。

公益財団法人日本水泳連盟では、新型コロナウイルス感染拡大防止を最優先として様々

な対策を講じてまいりました。しかしながら、現在も先行きが見通せない状況が続いてお

り、今後もさらなる決断を下さなくてはならないことが起こらないとも限りません。引き

続き細心の注意を払って臨む所存です。

かつて経験したことのない危機に直面された選手のみなさん、ご家族、関係各位の心情

は察するに余りあるものがあります。この困難を一緒に乗り越え、 1日も早くみなさんと

笑顔でお会いできる日が来ることを願っております。

本連盟が最初に大きな決定を下したのは、 3月末に開催を予定していた第 42回全国 JOC

ジュニアオリンピックカップ春季大会の中止でした。その後も感染の拡大は衰えを見せず、

オリンピック代表選手選考会を兼ねた第 96回日本選手権水泳競技大会競泳競技も、ついに

中止を余儀なくされました。

日本で開催されるオリンピックに向けて、競泳、飛込、水球、アーティスティックスイミ

ング、オープンウォータースイミング(マラソンスイミング)、水泳競技すべての遷手のみ

なさんは、生活のことなどに大きな犠牲を払ってでも、自己の競技人生をかけて努力して

こられたに違いありません。

東京オリンピックは来年 2021年7月 23日から開催予定と発表されましたが、感染拡大

で全国のスポーツ施設の営業・使用停止が相次ぎ、練習場所の確保も難しくなっていると

思います。非常に厳しい状況であることは十二分に理解しています。

苦しい中ですが、今は新型コロナウイルス感染の終息を待つ以外にありません。

そのためにも、選手もご家族も、そしてわれわれ水泳を愛するひとりひとりが、全員が、

「うつらないJrうっさないjための基本である外出を控えることが絶対に必要です。

道は長いかもしれませんが、ウイルスに勝つためにわれわれができる唯一の方法です。

選手たちが 1日も阜くプールに戻ってこられるよう、真の「アスリート・ファースト」の

模範を水泳人が示そうではありませんか。

日本水泳連盟の HPより引用
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特集:コロナ生活 l

【介護職】

勤務先は、定員q名のグルーフホーム(認知症対応、

の介護施設)2，3月合わせ2名退所後コロナウィル

スの影響もあり入所者が無く 7名の利用者。 24時

間の介護体制のため、勤務体制は通常通り、但し清

浄などを中心に介護補助を行っているスタッフは、

半分以下に時間を削られています。施設ではアルコ

ール類は買い置きで、マスクは布製が固より 20枚、

他行政より 50枚4月中に届き、その他は民間の支

援団体から少量、後は自前のマスクで対応、 トイレ

ツトペーパーが不足した時は、スタッフが家庭にあ

る物を持ちより対応しました。 l人4月の半ばに発

熱したスタッフがいましたが検査まで l週間陰性の

結果が出て出勤出来たのは 5月連休明けでした。そ

の間他のスタッフでシフトを埋めました。私も 2日

ほど余計に出勤しました。個人的には買い物は仕事

帰りに行い水泳教室が休みの分、家に居る時聞が増

え、お習字の教室は自宅で書き、郵送添削になり時

間と手聞がかかる様になりました。予定していたコ

ンサートや演劇は全て中止となり

ほとんどが払い戻しとなり、時間が

出来た分で書類の整理、草取りなど

していますが、 3人家族全員が通常

通りの勤務を行なっているので、

ウィルス対策に気を配っています。

【会社員】

仕事は、コロナに関係する事も有るので忙しくなり

ました。今まで通りの普通の通勤時間帯の電車通勤

で変わらずです。混み具合いは、少し空いていまし

たが、今は元に戻りつつあります。学生がいない分、

空いているようです。 (5月下旬)。マスクは、元々

花粉症で在庫を持っていたので、問題なしでした。

一番の問題は、プールに行けなく

なった分、動かなかったので、

コロナ太りしたことです。

洋服が全部入らなくなりました。

人生上、最大値更新中です。
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会員の皆様へコロナ生活をお聞きしましたところ

今回は 13名の方から投稿をいただきました。

ここに御礼申し上げますと共に、貴重なお話しを

ご紹介させていただきます。

【臨床検査技師】ーコロナで怠惰な生活に一

私は、リハビリ病院に臨床検査技師として、通常通り

に勤務しています。職場では、毎朝体温を計り表に記

入してから始業です。

臨床検査技師という職業を知らない方もいらっしゃ

ると思いますが、医師の指示のもと大部分の検査を

行っているのが、私たち臨床検査技師です。

私の勤めている病院では行っていませんが、もちろ

ん、コロナの検査も多くの臨床検査技師が、指定され

ている検査機関や病院で行っています。

縁の下の力持ちの存在で日々患者

さんのために頑張っています。

私の日常生活は、夜プールへ行かれ

なくなったためストレスも溜まりまくり、毎日アル

コール漬けになり、体重も 2キロ増えました。

泳げないのはもちろんですが、プールでいつも会う

メンバーとのたわいもない会話が私の一番のストレ

ス解消だったんだなと改めて思った次第です。

【スイミングコーチ】

自分の勤めるスポーツクラブが4月8日から休館に

入り、 5月末からようやく時短での営業になります。

その自粛期間の聞はやはり思ったように身体が動か

せず、案の定体重も増加してしまいました。買い出し

ゃ散歩のみという限られた生活では、どうしても今

までの運動量と差が出しまい、6月からの生活が不安

です。

収入面は、自粛期間中のお給料は会社から保証して

頂けたのでどうにかなりました。

しかし自分のようなスタッフ側ももちろんですが、

客や選手として泳ぎに来てくれていた方たちも、き

っと自分と同じように身が鈍ってしまっているのだ

と思うと、みんなでまた一緒に

6月から頑張ろう!と思えます。

みんなが同じ境遇の中で、これ

から少しずつまた足並みを揃え

て歩いていけたらと感じます。
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鎌倉市及びその周辺地域新型コロナウイルス感染者数推移
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三浦市・葉山町の 4/18

までのデータには 11

名の他市の人が含ま

れています。

一←鎌倉市、逗子市、 三浦市、葉山町
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ベーー藤沢市

茅ヶ崎市、寒川町
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二宮町
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神奈川県居住地別新型コロナウイルス感染者発生状況

ιuιu品十園、In<JIι"' 

発生累計 発生率

川崎市 相模原市 横須賀市 藤沢市 横浜市 川崎市 相模原市 横須賀市 藤沢市

272 85 56 60 0.015百 0.018% 0.012百 0.014弘 0.014% 

茅ヶ崎市 厚木市 大和市 小田原市 平塚市 茅ヶ崎市 厚木市 大和市 小田原市

26 28 36 57 0.014百 0 .011 ~ 0.012百 0.015也 0.030% 

伊野原市 海老名市 座間市 綾瀬市 鎌倉市 伊勢原市 海老名市 座間市 綾瀬市

5 16 13 10 0.024% 0 .005~ 0.012% 0.010百 0.012% 

寒川町 逗子市 三浦市 秦野市 南足柄市 寒川町 逗子市 三浦市 秦野市

2 3 B 14 0.017% 0.004% 0.005目 0.019百 0.009弛

大磯町 二宮町 中井町 大井町 葉山町 大磯町 二宮町 中井町 大井町

2 5 。 2 0.009弘 0.006百 0.018% 0.000% 0.012% 

山北町 開成町 箱根町 真鶴町 松田町 山北町 開成町 箱根町 真鶴町

。 4 2 0.000也 0.000首 0.022也 0.018首 0.015% 

愛川町 清川町 その他 湯河原町 愛川町 清川町 その他

7 。 3 0.029百 0.018% 0.000% 

なお、人口は令和2年5月1日現在です。
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【フリーランサー】一大会中止と返金一

私の本業は在宅の実務翻訳、元々リモー卜ワークです。

4月上旬から lか月以上原稿がなく、副業の新聞配達と

不動産賃貸が頼りでした。まだ続くでしょう。技術維持の

ため読売新聞「人生案内」を英訳しています(販売はでき

ません)。書類の片付けはやっても身が入らない作業です。

スイム、ラン、トライアスロンを計 6試合エントリーし

ましたが全て中止か延期になりました。試合の返金には感

謝しており、全額の試合もあります。 q年前の震災後は自

粛が相次いだのですが、「今年は自粛します」とだけ大き

な字で印刷した葉書を送ってきて全く返金しないラン大

会もあリました。自粛の美名を利用したのでしょうが、も

うとぼけは通じないようです。ネットエ

ントリの普及で経費を抑えられる昨今、

返金も増えて当然です。

練習はジョグヒライドだけで室内筋トレ

はしていません。一人でも筋卜レする選手

は立派です。早くプールが再開してほしい

です。

【自営個人事業者】

新型コロナの影響で鎌倉の観光客は、激減しました。

4月7日の緊急事態宣言 発令後は、本当に人手がなくな

り私の感覚では、通常の 30分の I 40分の lです。当

然庖の売り上げ収入は、 q割減で潰れそうです。(笑)

国や市の助成金などを申請して、これでしばらくは、食い

つなぐという感じです。

庖の営業は、「明日の飯代」を稼ぐため(笑)に4月5月

は、 l日も休まずに 聞けました。

トレーニング面では、庖にお客さんは、来ないので自分の

昼休み 妻に庖を任せて、 l時間くらい

ランニングです。プールも聞いてなく、

泳げないのでひたすら暇にまかせて

走っていました。

今年 マラソン大会があれば、好タイムが

出ると思うのですが・.

水泳大会もマラソン大会もほとんど中止ですね。

そろそろ 泳ぎた--い! ! ! 
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【外出自粛】

2/27、政府が全国小中高の臨時休校要請を発表

後、小学校ヒスイミング教室の仕事が自宅待機

ヒなった。学年末のまどめも出来ぬまま、かろう

じて卒業式が延期の末 3/26に実施され門出を

祝った。 4/6、入学式と始業式(校庭)が最小限で

行われたが、翌 7日から休校となり再び自宅待

機となる。東京に勤める家族が家の中で PCに

向かつて仕事を始めた。私は家の外で庭仕事を

始めた。草むしりから枝切り、脚立を担いでそれ

に登り植木屋の真似をした。裏庭の斜面を見上

げると、昨年の台風で倒れた木々が気になり山

登りを始めた。頂上まで登ると海が見えハイキ

ングコースにつながる。倒木の片付けて。は飽き

足らず、秘密基地を作りを始めた。 4ハ6転落。

背中を強打し右肩甲骨を骨折、自ら外出自粛と

なる。幸いコロナ禍のため仕事を休まず治癒に

専念することが出来たが、果たして泳げる身体

に戻つ向か、確山 内、

プールがやっていない。 -

(5月26日現在)

【教 員】-この三ヶ月一

突然の臨時休校、まさに青天の震震でし

た。子供のいない学校は何とさみしいもの

か。家庭訪問や課題配布で学区内をまわ

り、オンライン通信(スマホも持たぬ自分

には異次元の世界)の準備を行い、何とか

クラスの子どもたちと交信できました。

おととし夏の病気のリハビリも兼ねて、

この三か月間は、朝は歩いて自宅から学校

まで出勤していました。町屋から北鎌倉、

八幡宮までの小道にも詳しくなりました。

沿道のお宅の庭々の草木に春の訪れを感

じつつ・・・(あの角を曲がると沈丁花の

香りがして) (ユキヤナギヒレンギョウ

「春」の色だ!) (ここにもあった!

ハナモモ、白と桃) (ツツジの色の何ヒ豊

かなこと!)などなど思ううちに、いつし

かアジサイが色づく

季節になりました。

そして学校にも子ども

たちが戻ってきました。



コロナ禍による水泳関係イベント・施設状況

2020年6月 10日現在

鎌倉地区

件名 会場 期間・期日等 処置

こもれび山崎温水プール 山崎 2020年4月7日-6月30日 休館

スポーツクラブ・セサミ大船 笠間 2020年4月9日-6月1日 休業

鎌倉スイミングスクール 小町 2020年4月8日-5月31日 休業

市武道館・体育館 2020年2月28日-6月21日 休館

海浜公園水泳プール 2020年度 閉所

市立小中学校夏休み開放プール 2020年度 休止

市立小中学校夏休期間 2020年8月1日-8月23日まで 短縮

県レベル

神奈川マスターズ短水路大会 グリーンプール 2020年3月15日 中止

公認競技役員講習会 川崎市教育文化会館 2020年4月18日延期(次期未定) 延期

2020湖南平塚マスターズ長水路大会 平塚総合公園プール 2020年6月14日 中止

神奈川県下全海水浴場 三浦、逗子、鎌倉、江ノ島他 2020年6月下旬-9月上旬 休止

県障害者大会 グリーンプール 2020年7月5日 中止

県実業団水泳競技大会 川崎橘高校 2020年8月8日 中止

かながわスポーツマスターズ 平塚総合公園プール 2020年8月23日 中止

神奈川マスターズ長水路大会 横浜国際プール 2020年9月13日 中止

県立スポーツセンター善行プール 藤沢市善行 2020年8月31固まで 休止

織浜国際プール 横浜市都筑区北山田 2020年3月3日-6月3日まで、但し、プールは再開時期未定 休館

相模原グりーンプール 相模原市中央区横山 2020年3月2日-6月30目、 7月1日より段階的に再開 閉館

平塚総合運動公園プール 平塚市大原 2020年6月11日まで 閉鎖

全国レベル

競泳日本選手権(オリンピック選考会) 東京アクアティクスセンター 2020年4月2日-4月7日 中止

ジャパンマスターズ短水路大会 全国各地 23会場 2020年4月4日-6月7日 中止

ジャパンパラ水泳競技大会 横浜国際プール 2020年5月22日-5月25日 中止

水中トレーーング再開に向けた
日本水泳連盟 2020年5月6日 公開

コンディショニングガイド

カツI~Tube開設 日本マスターズ水泳協会 6月1日よりマスターズ会員の人がZoomで参加可 新設

日本知的障害者選手権 横浜国際プール 2020年6月14日 中止

日本マスターズ水泳チーム対抗戦 静岡県富士水泳場 2020年6月14目、15日 中止

ジャパンオープン 横浜国際プール
2020年6月4日-7日 → 2021年2月開催予定

延期
(会場東京アクアティックセンターに変更)

オリンピック競技大会(水泳) 東京アクアティクスセンター 2020年7月25日-8月9日 → 2021年7月23日-8月8日 延期

水泳の日 大阪プール 2020年8月14日 中止

湘南ows 逗子・鎌倉・江の島海岸 2020年8月29目、30日 中止

日本スポーツマスターズ水泳競技 愛媛県松山市 2020年9月5目、 6日 中止

競泳日本選手権(オリンピック選考会) 東京アクアティクスセンター 2021年4月初旬 変更

世界水泳選手権 福岡市 2021年7月16日-8月1日→ 2022年5月13臼-5月29日 延期

世界マスターズ選手権 福岡市 2021年8月3日-8月12日→ 2022年5月31日-6J'l9日 延期

辰巳国際プール 東京都江東区辰巳 2020年3月28日-9月下旬まで 利用不可

千葉国際プール 千葉県習志野市 6月9日から一部開場、 6月末まで全ての大会開催中止 制限
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特集:コロナ生活 3

【在宅勤務&子育てママ】ーコロナで生まれた貴重な時間ー

普段は都内通勤で鎌倉にほとんどいないのですが、コロナのお陰で家族四人、 24時間・三食X2ヶ月以上一

緒に過ごせるなどということはこの先ないと思うので、日々を大切に過ごしております。

ニ人の子供たちは受験生、オンライン授業もあるので、昼間は四人がパソコンを抱え、家の中をフリーアドレ

ス状態で、好きな場所にて勉強や仕事。昼休みと五時半業務終了後は、私はすぐさま「おなかすいた-Jの子

供たちのためにキッチンへ。賄いのおばちゃん状態です。(笑)

なるべく変化のある食卓と思って、粗食ながら日々の献立を考えるのも、それはそれ

で楽しく、また、観光地鎌倉でご苦労されている飲食業の方々の活性になればと時に

テイクアウトのご飯も取り入れて新鮮です。

医療従事者や経済的打撃を受けながらも頑張っていらっしゃる沢山の方々を心の中で

応援しながら、改めて家族の紳、鎌倉の魅力、ジョギングでもらう海からのパワー、ゆっくり色々なことを考

える時間に感謝です。

泳ぐことはままならず、(水泳の選手コースに通う甥っ子が、瀬戸大也選手と閉じプールを買って庭で泳いで

いたので入らせτもらいましたが、やはり広いプールで早く泳ぎたいです!)水泳大会などいつ再開するのか

先は見えない日が続きますが、また皆様とご一緒できる日々を楽しみにしております。

突然ですが、パラリンピックの水泳クイズです。

勿 l問目:目の見えない選手は、どうやって壁を認識するのでしょうか?

⑫ 2問目:弱視の選手と全盲の選手を公平にレースを行うためにされている

工夫は何でしょうか?

修 3問目:両手のない選手は、バックのスタートのときどうするでしょうか?

【研究職】ーコロナ禍で夢(?)の在宅勤務と山歩きの週末一

野哲
(解答は 10ページ)

千葉まで都県をまたいで毎日電車通勤をしている。緊急事態宣言に至り職場は PCへのリモート接続環境を

急速整えたことで、在宅で PC作業が出来ている。会議はオンラインで済むし、書き物は自宅の方が落ち着い

て集中できて、しかも観たい TVも楽しんでいる。職場へは緊急事態から週2日程度の通勤で、それが今後も

しばし続く予定。「不要不急」の実験もボチボチ再開できることになり、通勤時間と労力の節約ヒなるリモー

ト接続在宅勤務と並行出来れば有難い。週末は、山が好きなので、この際水泳は忘れてその時聞を今まで行け

なかった近隣の山へ、 2時間程度短いコースを毎週間拓。この時期なので交通手段はバイクで、有名なコース

ヒ怪我、遭難は避けた。遭難は大げさだが去年の台風や豪雨の被害で低山でも倒木、崖崩れと荒れ、葉山は激

しい起伏の地形に欝蒼とした森ヒ背の高い薮で迷いやすく、ソロハイクなので決して侮れない。それでも帰

路に見る海岸沿いは絶景で、都会育ちで山は'憧れだった私には、こんなに美しい風景と時にそれ

ばかりでない自然の近くに住んでいて良かったと初めて実感できた。ただ、これからの

低山歩きは暑いので、そろそろ水泳を再開できる日を楽しみにしている。結局水泳ヒ

通勤以外は自粛していない気がする。
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アクテ 操
自粛生活が続くなか、自宅で手軽にできる体操を見付けました。次号にも続きを掲載予定です。

立て伏ぜ

や
のばし

おしり揮を
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特集:コロナ生活4

【無職年金生活者】ーコロナ禍での毎日の生活一

4月 6日から毎日、体温測定と外出時は時間帯、行動経

路、対面者を記録して居ます。

貯まりに貯まった資料の整理

(不要資料の廃却選別、保管資料の仕分け、

ファイリング)作業が続いていて

「暇だ!J と言う感覚は全くありません。

今がチャンスとむしろ喜んでいます。

マスターズ水泳大会は 2月頃から中止の発表が次々と出

されて来ましたが、その中で「かわさき水路大会」がジャ

パンマスーズの中止の代わりに 5月 17日開催すると発

表されました。コロナ感染が拡大一方の中、申込締切日の

4月 13日、中止覚悟で一人申込ました。その後いつ中止

が発表されるか、毎日気にして居ましたが 5月6固まで

中止発表がなく、主催者も良く周囲に惑わらされず、頑張っ

て居ると敬意を表して居ました。しかし 7日緊急事態宣

言の延長が発表され、とうとう中止に追い込まれました。

残念!

外出は週 1，2回で目的は買い物だけですが、運動のた

め往復 2時間でも徒歩に務めて居ます。室内では、たまに

10分ほどのストレッチです、お蔭で体重は 3k 9も増え

てしまって居ます。

【会社員】

【無職】ーコロナ禍のお蔭で・・-

私は現在 84歳の無職。こもれび温水プールで

毎週水曜と金曜日に毎回 1500m程を泳いでい

る。マスターズ水泳大会で良い成績を出すのが

目的の一つでもある。今年はマスターズでは8

5+の年齢区分に入るので最も有利になる筈

だ。そんなこともあってマスターズでは相模

原、千葉国際、金沢の 3大会に出場し、平泳ぎ

100m、背泳ぎ 100mで金メダルをがっぽ

り頂く予定だった。それがなんと

まあ!コロナ禍のお蔭で全τ水泡

と化してしまった。憤漣ゃるかた

ない感じだが、良いこともあった。

3月にタ卜出自粛令が出された後でもこもれびプ

ールは聞いていて、私の行く時間帯ではガラガ

ラで、 lレーンを独り占め出来た。お蔭で背泳

ぎの練習が思い切り出来、毎回 100mを 10本

ほど泳げたので大分上達したと思う。しかし 4

月7日にはこもれびも休場となり万事休すとな

ってしまった。これでは身体が鈍ってしまうの

で今まで車で行っていた買い物をすべて歩き

にしている。藤沢へは片瀬山の坂を越えて行っ

ているが往復 8km。結構な運動になる。帰って

からスマホの万歩計を見ると紙吹雪が舞うの

が楽しみで続けている。足の筋肉が大分強くな

った気がする。泳ぎにどう影響するか楽しみ

だ。

私は4/qよりテレワークになりました。通常は本郷台から関内まで通勤しています。業種的に言うと不動産関

係。自社ビル・賃貸ビルの客付けと、そのビルの管理業務です。本社から各自にマスクの配布があり、通勤時ヒ

就業中が義務付けされています。消毒剤も各営業所へ送付され、使用しています。私が2月から通っている民間

クラブのプールは 4/6までで休業となり、 5/27から再聞きれました。 4/6の緊急事態宣言前も、 lコース一

人で泳げるくらい空いていました。再聞きれた今も同様な感じです。少ないので泳ぎに行ってもちょっと安心で

す。今まで泳いでいなかった分、 5/27-2qはテレワーク中の昼休みと就業後と Wスイムに行くことができま

した。コロナ禍の中で唯一嬉しかったことです。 6月からは、出勤日が多くなるのでつかの間の楽しい時間でし

た。あと、このコロナ禍で多数の予定が白紙になりステイホームとなりましたので、部屋の不用品の大処分に時

間をかけることができて有意義な時間を過ごしています。

しかし、過去、ここまで連続での大処分はしたことがなかったので両手の

親指&人差し指が痛くなり、これはピックリしました。これからは、日々キチンヒ

整理整頓していこうと心を改める良い期間になりました。
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35回 市a 協会スポーツ祭ボ E リン夕、大会

日時:2月q目(目) 10:00より

会場:湘南ボウル(常盤〉

祝団体&個人

前号のしろくろつなぎ解答

回答 :7本(上図参照)

パラリンピックの水泳クイズ解答.1間目の答え:タッパーという人がいて

壁の前でタッピング棒で頭を叩く。・2問自の答え:全員真っ黒のゴーグルを

する 0・3問目の答え:ロで紐を加えて静止し、

スタートヒ同時に紐を離す。

r 

今年は I5チームで58名が参加しました。

lチーム4名編成で、 l人が2ゲーム投げて合計点を

競いました。

水泳協会は 2チーム (A，8)が参加しました。

Aチームは見事に団体と個人優勝を成し遂げました。

Aチームは団体優勝と個人優勝を過去 2回達成して

いる実力者揃いです。

ボーリングは新型コロナの影響で厳しい経営が続い

ているようですが、ボーリングのファンは多いので

来年も楽しい大会が聞かれることを期待しています。

， 0 

編集チームよりひと言

コロナ禍の中で、プールが閉鎖され水泳行事が軒

並み中止となる状況ではあるが、会報はプールが

閉鎖されても発行出来る。

水泳記事が書けない中で内容をどうするか大いに

迷いましたが、結論としましては今の状況を記録

して置くことは意味があると考えまして、新型コ

ロナ特集号として発行する事を決定しました。

しかし、打合せをする会場は閉鎖され、外出自粛

が要請されて居るし、我々にはテレワークの環境

はないため、メールでのやり取りしかありません。

全て原稿をメール添付の細かいやり取りで、ここ

まで仕上げました。

今後はオンライン会議の環境整備が必要と痛感し

ています。



5月 29日都心の空に現れた航空自衛隊アクロパット飛行チーム『ブ、ルーインパルス』

新型コロナと闘う医療従事者に敬意と感謝を示すために東京上空を飛行しました。

水泳協会たより 1""コロナ禍の影響と対応策""J

コロナ問題が鎌水協にも影響し始めたのは2月下旬でした。それまではまだよそ事でしたが、

こもれびプールのスクール休講 (3/2""3115)通知が出て、かなづちクラブ水泳教室の中止が

余儀なくされました。 3月に入って感染情報と自粛要請が毎日入り始め、結局 3/22の泳力検

定会、 3/28の役員会は中止。会計監査は郵送による持ち回り監査、 4/18予定の総会は延期、

かなづちクラブ水泳教室は 4月第 1週以降6月末まで中止、 5/17のこもれびオープンも中止

に追い込まれました。 この後、夏休みの市民水泳教室、 8月初旬の学童水泳大会、海浜公園プ

ールで、の強化練習会、下旬のスイミングフェステイパルも中止せざるを得なくなっています。

このように鎌水協の大きなイベントは全て中止ですが、 6月23日以降市の施設も開放に向か

つて居ますので、早速延期して居ました総会を 6月27日に行う事といたしました。また、発

行予定から 1か月遅れましたが、せめて会報発行をしたいとの思いから努力して来ました。

秋以降の行事は何とか実施できる事を期待致しています。

言卜報

若狭芳生様が 2月29日に癌のためご逝去されました。(享年77歳)

若狭さんは、水泳が上手で視覚障害が進む中でも夏のフェスティパルには高齢で、毎回参加さ

れ優勝されていました。 20 1 8年には全国障害者水泳大会に出場され、 20 1 9年には市

政功労者として市長から表彰されました。また、言葉遊びが好きで「駄じゃれの泉」を出版

されたり、川柳を詠まれるなど楽しい方でしたが、近年は視覚障害と癌とに戦っておられ、

昨年の忘年会では無理を押して参加して下さったのが最後となりました。

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

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


