
                                                                

2022.04.23 総会

                                                       正会員８６人、準会員１人、団体２ 

       

          ２０２２年度 鎌倉水泳協会 通常総会 

１．議事進行 

    総会成立報告 

    会長挨拶 

    議長指名 

    審議 

     （１）２０２１年度事業報告および決算報告承認の件 

     （２）２０２２年度事業計画および予算案承認の件 

     （３）その他 

 

（１） ２０２１年度事業報告 

4/01～  かなづちクラブ 水泳教室月曜、木曜、金曜コース全て実施 

   4/17     総会  於：鎌倉体育館  

   5/15    第１回理事会   

  6月      祝賀会 中止 

  6/10     会報８３号発行 

6/13     ２０２１年 第１回鎌水協泳力検定会（こもれびプール） 中止 

7月   かなづちクラブ 水泳教室月曜、木曜、金曜コース全て実施 

7/26～  第６５回市民水泳教室Ａ開催（５日間） ４会場 募集定員を２０名に限定し開催 

     第二小はプールトラブルで7/28～実施    全参加者３５名 

8/1～   強化練習会 （土、日 ５日間） 海浜公園プール９：００～ 崖崩れで中止 

     代わりにこもれびプールで7/31,8/7,8/14 各土曜日の夜借用して実施 

8/2      第６５回市民水泳教室Ｂ開催（５日間→1日） ３会場 全参加者１２名 

     学校プールが8/3より閉鎖となり1日しか実施できなかった。 

8/8      第１５回 学童水泳大会（こもれび山崎温水プール） 中止 

8/22     第１０回かなスポマスターズ水泳大会２０２１（平塚総合） 総合第３位を獲得 

8/30     ニチレイチャレンジ特別泳力検定会  中止 

第２７回市民スイミングフェスティバル開催（海浜公園プール） 中止 

    10/1      会報８４号発行 

    10月   かなづちクラブ 水泳教室月曜、木曜、金曜コース全て実施 

10/16    第２回役員会 

11/07     鎌水協泳力検定会第１回実施  県内在住者に限定 参加者２５名  

12/4   湘南平ハイキング実施 １７名参加 

12/4      鎌水協忘年会 中止 

12/24     かなづち水中忘年会 実施 ３１名参加 午後のランチ会は中止 

1月    かなづちクラブ 水泳教室月曜、木曜、金曜コース全て実施 

 1/24      市体協スポーツ祭（ボーリング大会）直前になって中止 

 3/1       会報８５号発行 

3/20     鎌倉こもれびオープン２０２０中止 泳力検定会実施 地域限定解除 ２４名参加 

3/26    第３回役員会 

 

活動状況 

旧タートルスイミング  （ ）は前年度までの実績 

       コース            挑戦者数        延達成者数 

         ・鎌倉コース                   ０名          57名(57名) 

・箱根コース               ０名          42名(42名) 

・東海道五十三次コース          ０名          26名(26名) 

・中山道コース         ０名       0名(0名) 

・四国八十八個所巡りコース   ０名            7名(7名) 

・上越新幹線コース       ０名       1名(1名） 



       ・日本縦断コース        ３名            7名(7名) 

      ・日本北上コース        ０名             0名(0名) 

        ・愛知横断           ０名        1名(1名) 

 

泳力検定 （）表示は前年度 

   ２回実施   受験件数７５件（４２件）   認定件数４９件（３３件） 

  合格者内訳 

   １級:６件、２級:９件、３級:１５件、４級:７件、５級:５件、６級:３件、７級：４件） 

   在庫（バッジ） １級：２９個、２級：２９個、３級：２７個、４級：１２個 

５級：１５個、６級：１４個、７級:１７個）（認定証 ９３枚） 

 

 かなづちクラブ 

 月曜コース    ６４期     ６５期      ６６期     ６７期 

   受講者数     ９名     ９名       １１名     １１名 

   指導員      樋口      鎌田       高見      鎌田 

  木曜コース    ７２期     ７３期      ７４期    ７５期 

    受講者数   １２名     １８名      １５名      １８名 

    指導員    松崎,松崎   松崎,松崎    渋沢,渋沢    兎澤,兎澤 

   金曜コース    ４８期      ４９期      ５０期     ５１期 

    受講者数      １７名    １６名       １９名      １９名 

    指導員    北澤,斎藤    斎藤,高見    北澤,田中   田中,渋沢 

  その他事業 

   指導者派遣事業       ２件  

        

    

（２）２０２１年度会計報告  

 

 

（３）２０２２年度事業計画案 

     4/23     総会  

5/21    第１回理事会 

     6/12     鎌水協泳力検定会第1回 

7/16～  強化練習会 （土、日 １０日間） 善行プー１８：００～ 検討中 

     7/25～  第６６回市民水泳教室前期Ａ開催（５日間） ４会場 

8/01     第６６回市民水泳教室前期Ｂ開催（５日間） ３会場 

8/07     第１６回 学童水泳大会（こもれび山崎温水プール） 

8/21     第１１回かなスポマスターズ水泳大会２０２２（平塚総合） 

8/24     第６５回市民水泳教室後期開催（３日間） ３会場 

8/28     第２９回市民スイミングフェスティバル開催（海浜公園プール） 

     ５０ｍプールは閉鎖、２５ｍプールでの開催を検討 

     鎌水協泳力検定会第２回を検討 

10/22   第２回理事会 

11/06    鎌水協泳力検定会第３回 

11月   親睦行事 

12/10    忘年会 

        未定     市体協スポーツ祭（種目検討） 

         3/19     こもれびオープン２０２２ 協力 

         3/25    第３回役員会 

    その他   新タートルスイミング、かなづちクラブ事業、ＨＰ運営、会報発行 

 

  

（４）２０２２年度予算案 

 

 

 



（５）その他 

     １．半自動計時装置の購入 

    ２．２０２３年度は７０周年：記念事業（記念誌発行、記念祝賀会等）の検討 

    ３．海浜公園敷地内の市所有倉庫の老朽化対策 

    ４．その他 

 

 

報告事項 

（１）受賞 

   令和３年度神奈川県水泳連盟特別功労賞：渋沢直美 

    

（２）表彰推薦 

令和３年度鎌倉市体育協会功労賞：渋沢直美 

 

令和３年度鎌倉市体育協会優秀選手賞 

     氏名    生年月日        受賞理由 

    菅 心寧  2006.12.17   全国中学校水泳競技大会 200mバタフライ ３位 

    井上 航  2007.04.01    関東中学校水泳競技大会 200mバタフライ  優勝 

    田島圭介  1942.08.29  かなスポ２０２１ 男子75～79区分 100m背泳ぎ他 優勝 

    熊谷知子    1965.03.18 かなスポ２０２１ 女子55～59区分 100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ他 優勝 

    野井貴史    1971.06.08  かなスポ２０２１ 男子50～54区分  50m平泳ぎ  優勝 

    美濃部公貴  1976.05.23 かなスポ２０２１ 男子45～49区分 200m個人メ他 優勝 

    山極澄夏    1988.08.23 かなスポ２０２１ 女子30～34区分  50m平泳ぎ  優勝 

    野井瑞稀    2002.01.11 かなスポ２０２１ 女子18～24区分  50m自由形他 優勝 

 

（３）県水連関係： 

        ・公認競技役員講習会：4/16 平塚プレジール,会場参加とZoom参加で実施済 

    ・県スポーツ協会委託事業（水泳教室）春・秋・冬（平塚、秦野、南足柄、善行） 

        ・日水連公認水泳指導員養成講習会：10/22,23,29,11/3 （平塚総合公園体育館） 

・資格継続更新研修会：11/26,3/11 （平塚総合公園体育館） 

・普及委員会指導部研修会：2023年3月 会場未定 

・初心者飛込教室、アーティスティックスイミング教室が計画されている。 

・表彰式・忘年会：12/3 ホテル・ザ・ノットヨコハマ 

  

（４）その他 

   ・海浜公園プールは今年も山側の児童プールと５０ｍプールは閉鎖 

・深沢の総合体育館完成は2029年以降、本庁舎は2028年度完成予定 

 

                                       以上 

 

   会議終了後行事費配布を行います。行事担当者は会計から受領して下さい。 

 


