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2022年を迎えて 
 

 

                                                    

会長 樋口 春恵 

昨年はコロナ禍のなか、それでも、かなづちクラブ、市民水泳教室、泳力検定会などの活動を実施する 

ことができました。 

 四月からの新年度の活動では、海浜公園プ―ルの部分公開（25ｍと幼児プールのみ公開）、それに伴う 

成人市民向けの施設の問題があります。また、世間では小学校における水泳授業の民間委託・学校内プール

施設の老朽化に伴う民間スイミングクラブへの委託傾向（詳細は日本経済新聞 2 月１日夕刊記載）と 

いった新しい事態の発生も予測されています。これからの私達の協会活動もこれらに対応して、検討して行かなけれ

ばならないと思います。 

２０２２年度も、オミクロン株といった形を変えたコロナとの共存が始まっています。 

ワクチン接種、経口薬などの工夫でＷｉｔｈＣＯＲＯＮＡ対策が進むことを願って、私達の鎌倉水泳協会も、 

スタートアップしましょう。皆さんは、今年の生活やスポーツのスタートアップはしていますか？           

 下の写真は室内ですが、陸上短距離の桐生祥秀（よしひで）選手がトレーニングでトラックに入る前に行っている

ストレッチ体操です。練習前にはこのストレッチを左右交互にゆっくりな動きで行いながら、集中力を高める  

スタートアップとしているそうです。私たちも泳ぎ出す前に、水泳用に応用してプールの壁際で、左右この 

ストレッチを何度か行い、その後に両手をしっかり伸ばし、けのびをして水泳のスタートアップとしては如何 

でしょうか？一度試してみて下さい。 

 

最後になりましたが、本年も皆様のご支援、ご協力を宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

桐生祥秀選手のバランストレーニング 

１ 



 

２０２１年 第１回 泳力検定会 
   ２０２１年第１回泳力検定会がこもれび山崎温水プールに於いて開催されました。今回も感染対 

策は厳格に実施され、幸いなことに受検者及び関係者一同に感染者が出ることはありませんでした。 

ご協力いただきました皆様には改めて御礼申し上げます。今年の受検者数と合格者数は下記の通り 

です。合格されました皆様にはお祝い申し上げます。残念ながら目標に達しなかった皆様には再度 

チャレンジされますことを期待しています。 

     今回の泳力検定会も開会式や閉会式は一切行わず、 

    検定が終了した受検者は早々に退場し、受付にて合格 

   された受検者には合格証とメダルが授与されました。 

   受検者の家族は 3 階ギャラリーでの見学となりました 

   が、受付で家族が揃って結果を喜び合う光景を見ます 

   と役員一同は泳力検定会を開催した喜びを感じました。 

   なお、今回初めて役員を体験された方の感想を下記に 

掲載いたします。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泳力検定会結果 

・受検者数＝男性１６名 

女性 ９名 

     合計２５名    

・検定数 ＝４０件       

・合 格 ＝２９件 

・不合格 ＝１１件 

 
   

 

    

☆役員体験の感想  

 ●今回初めて泳力検定会のお手伝いをしました。今まで声が大きいことから招集係や学童係で、 

計時の経験はありませんでした。そもそも「ヨーイ、ドン」は苦手で競技会に出た事が無く、 

計時係だけはやりたくないと思っていました。当日の朝、土田先生から『何事も勉強！』と 

レクチャーを受けて本番に臨みました。スタート台に立つ選手に私の鼓動が聞こえてしまう 

のでは・・と思うほど緊張しました。スタートの合図で時計を押しゴールを見て時計を押す。 

これだけの事なのに、選手の記録が掛かっている事を考えると責任は重く、検定会が終わる 

までその緊張は続きました。『何事も勉強！』良い経験をさせて頂きました。（渋沢直美） 

 

●泳力検定会で任されたのは計時係で、随分荷が重い役目だと感じましたが断る 

わけにもいかず当日を迎えました。検定が始まるまでは自分でも緊張している 

のが分かりましたが、時間が経つに連れて肩の力も抜け、小学生が泳ぐ姿を見 

ていると応援したい気分にもなりました。検定会のたびに役員をやって来られ 

た方々のご苦労を少し理解出来たような気がしました。（川上政夫） 

 

   

 

 

 

 

２ 

会員の皆様も泳力検定にチャレンジしませんか？ 

泳力検定制度は公益財団法人日本水泳 

連盟が１９９８年に創設しました。 

全国統一の泳力基準を定めて水泳愛好 

者に受検していただき、それぞれの泳 

力を公式に認定しています。２５ｍ 

以上泳げる人なら誰でも受検できます。 

右の表は６０歳代でチャレンジされた 

方の種目別結果です。 

会員の皆様もチャレンジしませんか？ 

 

 

 

検定日 検定級 種目 距離　 実測タイム 備考 当日年齢

2014.03.16 ５級 クロール ２５ｍ ２５”３４ 合格 60

2014.06.22 4級 クロール ２５ｍ ２２”８５ 合格 60

2014.11.02 ３級 クロール ５０ｍ ５２”８４ 合格 60

2014.06.22 ５級 背泳ぎ　 ２５ｍ ２７”５１ 合格 60

2014.11.02 4級 背泳ぎ　 ２５ｍ ２６”７７ 合格 60

2015.03.15 ３級 背泳ぎ　 ５０ｍ １’０１”０９ 合格 61

2015.03.15 5級 平泳ぎ　 ２５ｍ ３４”８１ 合格 61

2015.06.21 4級 平泳ぎ　 ２５ｍ ３２”７９ 合格 61

2016.03.20 ３級 平泳ぎ　 ５０ｍ １’１４”５３ 合格 62

2018.06.17 ５級 バタフライ ２５ｍ ３４”７７ 合格 64



  

 コロナ禍で親睦会行事も中止が続きましたが、第 5 波と第６波の間の１２月は、幸いなことに感染者 

  数が一息ついた状況になりましたので、湘南平に登る親睦ハイキングを挙行いたしました。当日は風の 

ない絶好の晴天に恵まれて、１２月なのに歩くと汗ばむほどでした。参加者は１７名と今までのハイキ 

ングで一番多い参加人数となりました。 

 

参加者の皆さんは一人の落伍者もなく全員歩き切りました。参加者の平均年齢はご想像にお任せしま 

すが、頑張って歩いた後で眺める湘南平山頂の景色と、みんなで食べる昼食は格別で歩いた疲れも直ぐ 

に消えてしまいました。雄大な富士山を眺めながら、沸かしたコーヒーを飲むのも最高のひと時でした。 

参加者一同からは、次回は「何時何処で行うのか？」と言った声が起こっていました。  

  

 

親睦会ハイキング ２０２１年１２月４日（土） 

紅葉 富士山を眺めながらお弁当を食べよう！ 

湘南平の展望台からの眺め

め 

今回の行程は平塚駅～花水橋～高来
た か く

神社
じんじゃ

～ 

高麗山
こ ま や ま

～湘南平～大磯駅の約 7ｋｍですが、 

高低差が１８０ｍあり、なかなかの健脚向き 

のコースでした。東海道五十三次の平塚宿か

ら大磯宿までを歩いたことになります。平塚

駅から花水川までは旧国道一号線沿いに歩

き、花水川を超えると、高来神社を起点にして

湘南平山頂へ一気に登ります。山頂にはテレ

ビ塔や展望台があります。今回の様に天気が

素晴らしい日は、江ノ島、三浦半島、房総半島

そして伊豆半島までの景観を十分に満喫する

ことができます。また、春は桜の名所としても 

人気があり大勢の見物客が訪れるそうです。 
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歌川広重の浮世絵：左側の山が湘南平、中央の白

い山が富士山、右側の山が大山です。 

 
 

●花水川の由来は、源頼朝が桜を見に訪れましたが、既に花が 

散っていて花を見ることができなかった（花見ず）ことによ 

ると伝えられています。また、河口付近の地名の唐ヶ原
とうがはら

は、 

かつて、もろこしが原といわれ、更級日記に登場します。 

現在、平塚市の花の河原撫子（カワラナデシコ）も、この話 

に由来しています。 

●高来神社については、江戸時代は神仏習合で高麗寺
こうらいじ

といわれていました。この高麗は朝鮮半島

の高麗（こうらい）ではなく、朝鮮半島三国時代の高句
こ う く

麗
り

のことで、7 世紀に高句麗から日本

に渡来した人に由来した地名です。現在の大磯町の町名も高麗（こま）です。 

 

 

高麗山全容と花水川 

 

 

高来神社にて、いよいよ出発です。 

まだ、みんな元気です。 

 

湘南平山頂にて、昼食後なので歩き疲れた顔

の人はいません。 

４ 



  

 

２０２１年１２月２３日（木） 

こもれび山崎温水プール 

 

 かなづちクラブ水中忘年会が、２０２１年１２月２３日（木）にこもれび山崎温水プールに於いて

開催されました。２０２０年はコロナ禍のため中止されましたが、今回は感染対策を十分に考慮して 

午後の食事会は取り止めて実施されました。会員と指導員を合わせて３１名が参加されて大変盛況

なイベントとなりました。例年通りのチーム対抗戦で、今回はニアタイムとボール運びのレースで競

い合いました。参加者の笑顔や応援の声が絶えることがなかった楽しいひと時でした。各曜日の教室

の人達が一堂に会して競うのは、大変に貴重で有意義な時間であったと思います。 

２０２２年も今回以上に盛大に開催されることを望んでいます。その時は食事会も開きたいですね。 

ニアタイム個人１位 

の善塔
ぜんとう

政男
ま さ お

さん。 

賞品の高級リンゴを

手に大満足の顔        

リンゴは神棚に供え 

たそうです。 

ボール運びレースは 

白熱の闘いでした。 

胸に抱えたり、両足 

に挟んだりと工夫を 

凝らしていました。 

さて１位は何チーム 

だったでしょうか？ 

 ５ 



 

●　２０年間の全申込者数：２８４人

●　年度別新規入会者は減少系傾向に有るが、在籍人数が増加しているのは継続者が増えている事を示している。　

●　2020年の在籍者は、退会した訳でないが、中止になった教室分を除いている。

●　泳力検定取得実績：２級１名、３級３名、４級５名、５級１名

教室の風景 

６ 

　かなづちクラブが創設２０年を迎えました。参加者と指導員の皆様に感謝致しますと共に発展の歴史を振り返ってみたいと思います。　　

かなづちクラブ創設２０年の発展史

年 度
在籍延べ

人数（人）
クルー 摘　　要 居住地 入会者数

2001年 12月かなづちクラブ第１回立ち上げ会議 梶原 20

2002年 15 2 善行プールで４月期より発足、2期（4月、10月）開催 伊藤信美子 渋沢直美 笛田 16

2003年 32 3 善行プールで3期（4月、10月、1月）開催 伊藤信美子 渋沢直美 山崎 15

2004年 17 2 善行プールで2期（4月、10月）開催 伊藤信美子 渋沢直美 台 14

2005年 65 7
こもれびプールで木曜コース年4期開催スタート

月曜コース：7月期より新設
高見愛子 馬場和恵 大船 13

2006年 80 8 木、月の２コース、両コースとも４期開催 高見愛子 馬場和恵 七里ガ浜 13

2007年 88 8
空き日を利用し、ワンポイントレッスンや水中運動講習会

水中忘年会等を始める
樋口春惠 北澤長子 今泉台 12

2008年 103 8 樋口春惠 北澤長子 植木 11

2009年 117 12
4月期より金曜コースをこもれび温水プールの水泳教室扱

（指導員はかなづちクラブ）として新設、３コース開催となる
齋藤登世子 鎌田まり子 西鎌倉 11

2010年 137 12 齋藤登世子 鎌田まり子 浄明寺 10

2011年 125 12 伊藤信美子 兎澤好美 玉縄 9

2012年 118 12 伊藤信美子 兎澤好美 材木座 9

2013年 120 12 高見愛子 阿部久美子 腰越 9

2014年 133 12 高見愛子 阿部久美子 津西 9

2015年 158 16 木曜コースを２班に増やした 齋藤登世子 北澤長子 岩瀬 8

2016年 172 16 齋藤登世子 北澤長子 岡本 8

2017年 196 20
幹事を年毎に1人交代するルールに変更

金曜コースを２班に増やした
北澤長子 松崎五月 手広 8

2018年 182 20 松崎五月 樋口春惠

2019年 177 20 樋口春惠 渋沢直美

2020年 79 12
＊コロナ禍で２期だけの実施となった。

　 更にコロナで休会者が多く居た。
渋沢直美 鎌田まり子

2021年 182 20  *まだコロナ休会者がおり、完全復帰状態ではない 鎌田まり子 兎澤好美

幹　 事



  
 

  

 

今回は、関千江さんのメニューの紹介です。水泳以外のアクティビティーの比率が

高いのでそれも含めています。こういう、「ながらスイマー」の参考になれば幸いで

す。目指していることは、ある程度の速さで、長く泳げるレベルを維持することです。 

 

頻度 曜日 時間、場所

個人練習 週１回 週末
１時間程度。こもれび山崎温水プール（短水路）、たまに県立スポーツセンター（長水路）
夏季（長水路）：秋葉台公園プール（昨年は鎌倉海浜公園プール長水路が閉鎖だったの
で）

練習会* 月１-2回 土曜夜 1.5時間　オーシャンナビ　レッツスイム大船　（セサミ大船）ディスタンス系

月１回 週末 ２時間　水夢王国マスターズ入門レッスン（都内）技術指導

テニス ゲーム
週2-3

回
平日 4-50分　出勤日昼休み中職場のテニスコートで

スクール 週１回 土曜 1.5時間　セサミ大船

山歩き 月１-2回 週末 日帰り（近隣）-宿泊、下山後時間があれば泳ぎに行く

ジョギング 週１回 平日 在宅勤務日２０分くらい

ストレッチ 毎日 30分程度　肩の可動域を改善するため体側の筋膜リリース

個人練習のメニュー

m reps interval

total
dista
nce
[m]

walk* 50 2 100 キック時の足への水圧の感覚(50ｍ）+手のスカーリング感覚に集中する（50m)

dolphin jump* 50 2 100
単なるイルカジャンプ50m+ドルフィンキックを加えたイルカジャンプ50m。なるべく
1回のジャンプで長く進めるように。

w/u* 50 10 500 Frのみの場合は1'15"、IM順の場合は1’20”、IM順にKRLSなどいろいろ。

loosen 50 1 50
ストレッチをしながら歩いたり、ストリームラインやふし浮き（足が沈まない姿勢で浮い
て静止）を入れたりする

kick and/or drill* 50 10 15" rest 500 Kick and swimや練習会の復習。Easy/hard等入れる場合も

loosen 50 1 50

pull 50 10 1'15" 500 Fr,最後までペースを落とさない。上げるように心がける

loosen 50 1 50

swim 50 10 2'30" 500
Fr中心、またはIM順で最後までペースを落とさないか、上げるように心がける。時間
に余裕があれば、200IM等追加

loosen 50 1 50

dash* 25 4 1'00" 100 Fr+他種目もする場合もある。

c/d 100 1 100

total 2600

*時間が短い時は減らす

水泳

水泳以外

*新型コロナウイルス感染症（covid-19）対応で2020年からどちらも20時以降のためほとんど中止し、最近レッツスイム再開

私の練習メニュー         関 千江 

７ 

 



 

  

８ 

 

～ 最後までグングン進むバタフライ ～ 

 

３つのキーワードを克服する［３・３・３バタフライドリル］ 

 
左手で３回・・          右手で 3 回やったら・・      片手のときと同じように両手で泳ぐ！ 

キーワードは３つ 

１．泳ぎの柔軟性、つまり「しなやかさ」が重要ポイント。 

２．バタフライの動きは単なる上下運動ではない、前に進もうとする動き、それが「うねり」だ、頭が出たらお尻が出て、 

そして頭が出る。頭が先導する動きです。 

３．キック主導でタイミングをとるように心がける事。うねりを使った、太ももから打つキックを忘れずに。 

 

 

左手３回、右手３回、両手で３回ストロークするドリル。片手バタフライだと、キックの打ち方も呼吸のタイミングもバッチリ

だけど、いざ両手で泳いでみると・・というスイマーは結構多い。 

このドリルは、片手と両手を連続して行うことで、それまで覚えたタイミングが両手バタフライの時に踏襲しやすくなるのだ。

ここで、忘れがちなうねりをもう一度チェックして置こう。うねりのポイントである、水面に出てくるのが、頭（フィニッシュ）、

背中、お尻、（入水）、脚の順番のドリルでもコンビネーションでも同じ。それと呼吸も、片手バタフライをしたときのタイミン

グ（腕が水から出るところで頭を上げる）を忘れずにやってみよう。難しいけど、何度も繰り返して練習しよう！  

                                       月刊 SWIMより抜粋 

＊柔軟性を克服するのに役立つのは、一つは骨盤の柔軟性で、開脚して体を前に倒すストレッチともう一つは肩甲骨のストレッ

チです。丸いボールを使って肩甲骨を動かす感覚を掴もう。

＊上の写真は２ストローク１ブレスの泳ぎです。抵抗が少なく効率がいいうねるキックのポイントは太ももからキックを打つこ

とと、足先を水面に出さない事。 

＊キックで泳ぎのタイミングを取るには、普通は、第１キック強くして、第２キックを補助的にと言われているが、第１キック、

第２キックともしっかり打つことが重要。 
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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、ご自由にご参加ください。  

 

 
瀬田ソフィア・クリスティーさんは、この度水泳 

協会の特別会員に認定されました。 

年齢は秘密ですが、小さいころから少々ビビリ屋 

さんで、散歩しているとき他の犬に吠えてしまう 

こともあります。それも気持ちが優しい甘えん坊 

さんだからでしょう。瀬田家の大切なお嬢様とし 

て今日も元気に暮らしています。 

もしプールで会いましたら静かに見守って上げて 

ください、素敵な水着姿でいるかも知れません。 

☆特別会員の募集中、奮ってご応募ください。 

 

      連絡先：鎌倉水泳協会事務局まで

 

９ 

      こんなことやってます 

                      水泳歴が７年の宇野
う の

昇
のぼる

さんは水泳以外に木工細工を 

趣味にされておられます。ひと口に木工細工と言っても 

            色々な細工方法があるかと思いますが、宇野さんが作る 

            作品は比較的小さなものが多く、アクセサリーや日用品 

            で使えるようなものが殆どだそうです。 

            水泳の仲間達にプレゼントした時には、 

大変喜ばれ、その出来栄えを感心された 

            とのことです。 

宇野さんによれば、常に何か作ろうと考えている訳ではなくて、  

偶然見つけた木からコレを作れと言う声が聞こえるような気が 

したときに作るので作品の数はあまり多くはないそうです。 
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Ｓｐｏｔ Ｌｉｇｈｔ 
        

今回登場していただくのは、伊東
いとう

友
ゆ

希子
き こ

さんです。 

相模原市のご出身で都内在住でしたが、ご結婚後にご主人のご実 

家がある鎌倉市に来られて２８年になるそうです。 

それでは皆さん、心温まる楽しい手記をご覧ください。 

            （伊藤友希子さん手記） 

水泳を始めた切っ掛けは、マタニティスイミングでした。安産 

に向けての体作りと妊婦さんにも無理なく行うことが出来て体へ 

の負担も少ない有酸素運動と聞いて始めました。 

始めた当時は２５ｍはおろか、息継ぎも出来ず、唯々水泳は苦し 

いものと思っておりましたが、その後時間が経ち、娘がベビースイミングを始めたのに合わ 

せて一緒にスイミングスクールに通うようになってからは 

少しずつ泳ぎを習得していき、４泳法を泳げるようになっ 

たのは４０歳を過ぎてからでした。マタニティスイミング 

を始めてから長い歳月が経過しました。 

 鎌倉水泳協会との出会いは、夏の短期水泳教室の指導員 

にならないか？とのお声掛けを頂いたことです。都内で知 

的障害者水泳教室へボランティアで参加した事を切っ掛け 

に指導員資格を取り、多少指導経験もあった事から微力な 

がらご協力出来ればと思い、活動に参加させて頂いており 

ます。毎年夏が来るのが楽しみで、子供達と外プールでの 

触れ合いは本当に充実しています。日焼け、シミは気にせ 

ず、上達していく子供達を見るのは嬉しいことです。その 

為にも体力維持、鎌倉スイミングで泳力向上を目指して泳 

いでいます。速く泳ぐよりゆっくり綺麗に泳ぐことを目標に練習していますが、なかなか思 

うようにいかない時もあり、負けず嫌い精神に火がつきます。何歳になっても向上心は持っ 

ていたいと思います。自分が水泳に携わる仕事をする事になるとは思いませんでした。 

ところで私は年齢に捕らわれず、やって見たい事は何でもやるＢ型のマイペースな性格で 

す。山あり海ありの自然に囲まれた鎌倉ライフが大好きで、アウトドア派です。特に歩くこ 

とが好きで、平坦な道より根っこ一杯の裏山を気が付くと２時間くらい歩いている事もあり 

ます。海は昨年から念願であったシーカヤックを始めました。同じ水でもプールとは大違い 

で、なかなか気持ち良く海面をスイスイとは行かず、出来ないと悔しくて負けず嫌いの性格 

がムラムラと・・・！。今年は葉山から江ノ島までのツーリングが目標です。 

コロナ禍で思うような活動が出来ない状況ではありますが、出来ないと諦めるのではなく、 

どうしたら出来るかを考えながら活動して行きたいと思います。 

これからもよろしくお願いいたします。 

 



 

                       

※表紙の写真は善塔政雄さんからご提供いただきました。 

親睦会ハイキングで湘南平山頂から見えた富士山です。 
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水泳協会たより 

■事務局から見た状況 

  昨年は水泳協会のメインイベントである、市民スイミングフェスティバルと鎌倉 

市学童水泳大会の開催が一昨年に引き続きコロナ禍のため中止に追い込まれるなど 

活動が停滞しているなかにあって、かなづちクラブの積極的な活動が際立っていま 

した。水泳協会主催の初心者水泳教室である、かなづちクラブは６ページにも掲載 

しましたが創設２０年の歴史があります。当初は１教室でしたが、現在は５教室、 

生徒数約５０名と大幅に拡大しております。これは指導員１０名の努力の賜物と思 

います。最近の傾向としては、生徒の皆さんが水泳協会のイベントに積極的に参加 

されるようになり、昨年のハイキングは１７名中１２名の参加でした。また毎年恒 

例の水中忘年会では２２名の参加となり、両イベントとも過去最高の参加者でした。 

水泳協会の会員は現在約１００名で、運営の目的や活動範囲はそれぞれ違いますが 

いまや、かなづちクラブの存在は無くてはならない状況となっています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

《 会員募集案内 》 

入会金なしの年会費１,２００円だけです。入会希望の方は下記の鎌倉水泳協会

事務局までご連絡ください。 

 

   

  

 

鶴岡八幡宮徐魔
じ ょ ま

神事
し ん じ

 

毎年１月５日に行われます。

源頼朝が幕府において『御的

始』『御弓始』と称して行った

武家の神事です。 

弓矢には古来より魔を退け

る力があるとされています。 

鶴岡八幡宮の『破魔矢』もこ

のような信仰と伝統に基づ

くものです。 

今年は祭典のみの執行で神

事は見学出来ませんでした。 

写真は２０２０年に撮影し

たものです。 


