長

清原

新 春 を 迎 え て
市

慶子

上に向けて、改善を進めること
としていますので、原則全時間
帯での個人利用レーンの設置な
どの新たな運営方式の導入につ
いてのご意見を伺ったり、水泳
連盟の皆様のご要望に応えて水
泳大会の際にタッチパネルを導
入したりするなど、利用者の皆
様からの様々なご要望やご提案
を反映し、それを検証して、改
善に努めているところです。
開設二年目を迎える今年も、
プールを含むこの新施設の管理
運営や事業展開につきましては、
水泳連盟を含む体育協会の皆様
や幅広い市民の皆様のご要望、
ご期待やご提案に応えていきた
いと考えています。
引き続き、皆様との協働によ
って、益々多くの皆様が水泳と
いう「スポーツを生涯の友に」
していただきますように、今年
も、貴連盟の皆様の充実したご

政当局のご理解並びに上部団体
の三鷹市体育協会のご指導によ
るものであります。関係各位に
対してお礼を申し上げるととも
に、本年この節目を新しいスタ
ートとしてこれまで築かれてき
た伝統を継続し、さらに前進し
ていきたいと考えております。
最後に、当水泳連盟は本年も
加盟団体の皆様、市民の皆様が
水泳を生涯スポーツ活動として
安心して楽しめるような環境づ
くりに努力していく所存です。
皆様の尚一層のご理解とご協
力をお願いすると共に、皆様の
ご健康とご多幸を心からお祈り
いたしまして年頭のご挨拶とい
たします。

LET'S SWIM!

÷
!!

んから教わる事も沢山あります。
趣味は茶道で、極める内に必
要になり江戸懐石近茶流も習い
始め 年になります。お茶事の

みずとりの水慣れに入会して
年になります。上達する喜び
を感じながらステップアップす
ると先輩から勧められ資格取得
の為に別の会にも通いました。
辛い事も仲間と挑戦し指導者に
なり早 年になりますが生徒さ

みずとり
佐伯 友さん

こ ん に ち は 会 長 さ ん

祝！水連だより２００号
新年の目標決めつつ 祝杯を
今年も活き活きレッツスイム

【第６回＝ 月７日】
＊水連総会に向けての準備
＊水連創立 周年行事について
日程案 平成 年 月１日
会場案 市公会堂さんさん館
＊シニアスポーツ振興事業によ
る四泳法講習会 参加 名
＊体協主催親睦ボウリング大会
２月 日 東京ボウル
◇ 平成 年度 理事会
【第３回＝１月 日】
＊プール床改修工事について
＊総会及び 周年行事について
＊スポーツ指導員研修会：日程
＊室内水泳選手権大会開催中止
を学校等に通知

１ ２
･ ３
･学習室③は小体育室
★１月 日の広報みたか参照

神 忠久 参与に功労賞

月２日グランドプリンス高
輪にて、 公
(財 東)京都水泳協会
周年記念式典・祝賀会が開催
され都出身のオリンピックメダ
リスト及び水泳の普及・発展に
尽力した役員・委員に功労賞を
授与。当連盟の神忠久参与が永
年の尽力により表彰された。

26

理事会だより
◆ 平成 年度 常任理事会
【第５回＝ 月２日】
＊次年度水連団体のプール利用
調整について
＊市町村大会水泳競技７月 日
立川市柴崎体育館プールにて
＊都下水連実技研修会２月 日
ＳＵＢＡＲＵ総合 プール
29

24

91

鷹

謹んで、新年のお慶びを
申し上げます。
三鷹市水泳連盟の皆様には、
多世代の市民の皆様を対象にし
た講習会の開催をはじめとして、
水泳の普及と水泳による健康増
進にご貢献いただいていますこ
とに、深く感謝申し上げます。
昨年４月、三鷹中央防災公園
・元気創造プラザがオープンし、
ＳＵＢＡＲＵ総合スポーツセン
ター内のプールの昨年末時点で
の利用者数は十万人を超えてい
ます。これは、９か月間で昨年
度の旧第二体育館プールの年間
利用者数を大きく超える人数と
なり、多くの皆様にご利用いた
だいていることを嬉しく思いま
活動の推進と、水泳を通じた交
流の輪がさらに広がりますこと

SC

12

15 21 21

三

す。
当分の間は、新施設における

年

を、心よりお祈りいたします。

新

安全な利用の確保や利便性の向

賀

30
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2018.1.18
発行 ／ 三鷹市水泳連盟
責任者 中川 明

三鷹市スポーツ指導員研修会
また、当水泳連盟は本年創設
周年を迎えることとなります。 ①２月９日 金( )時～ 時
②２月 日 土( )時～ 時
この歴史は先輩諸氏の地道な努
③２月 日 土( )時～ 時
力の積み重ねと共に、三鷹市行
①②はいずれも生涯学習プラザ

中川

29

29 23

17 10

21

道具組や献立を皆と考えている
時が一番楽しいです。
応援している内に自分も走り
たくなり始めたマラソンは、監
督兼選手で三鷹市市民駅伝に参
加し仲間も増え２チーム参加の
年もありましたが状況も変わり
年齢にも勝てず今年で卒業させ
て頂きます。水連の皆様 年間
応援ありがとうございました。
この場を借りてお礼申しあげま

15

す。
今後のみずとりについては、
役員決め等が課題ですが会員の
皆と充分に話し合い今後に繋げ
たいと思います。皆立場も異な
りますが「出来る範囲で引き受
けます」「やっと出来る様にな
りました」と受けて下さる会員
がいる事は嬉しいです。これか
らも「輪」をもって活動してい
きたいと思います。
公私共に充実されていてパワ
フル＆優しい会長さんでした。
聞き手 安部 祥子
1月20日(土)･21日(日)第19回CMC新春マスターズ
千葉県国際総合水泳場(短)
2月10日(土)･11日(日)新春マスターズスイムミート
2018千葉 千葉県国際総合水泳場(短)
2月19日(日)第17回町田市マスターズ；町田市
2月24日(土)都下水連実技研修会 SUBARU総合プール
3月 3日(土)･4日(日)FIAマスターズスイミング
選手権大会2018 千葉県国際総合水泳場
3月17日(土)･18日(日)東京都マスターズ(短)辰巳
3月18日(日)三鷹市水泳連盟総会 生涯学習ｾﾝﾀｰ4F
http://suiren.mitaka.tokyo.jp/

3F

12

60
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三鷹市水泳連盟会長

新年あけ まして
おめでとうございます。
三鷹市水泳連盟加盟の皆様に
おかれましては健やかな新春を
お迎えのことと、お慶び申しあ
げます。
振り返れば、昨年は４月にＳ
ＵＢＡＲＵ総合スポーツセンタ
ーが開設され待望の新プールが
オープンいたしました。加盟団
体の皆様や市民の方々も快適に
水泳を楽しまれたことと思いま
す。そして９月には少年大会、
市民大会が盛況に開催され合計
名もの方々が日頃の練習の成
果を、この明るい新プールで楽
しく競い合いました。
440

20

編 集/三水連だより
ｽぺｼｬﾙﾁｰﾑ 菊地輝男
上原久 美子 冠 由香
安部祥子 村越友子
西池 薫 小林フミ

70

謹

MITAKA SWIMMING ASSOCIATION

出来るようになり、 年№ の
周年特集で初めてカラー化。
年の№ 後の増刊号以降全て
カラー版となりました。

部 遠 足
サ

マ ー ラ ン ド
る あ
５年 黒坂 月愛
日にサマーランドに行

月

サ マ ー ラ ン ド へ
６年 野口 琉翔
ぼくは、ジュニア部の遠足に
初めて参加しました。そして、
サマーランドへ行くのも初めて
でした。いつもの班とは違うチ
ームだったので、新たに友達が

秀子
きました。プールに入る前に遊
園地に行きジェットコースター、
バイキング、空中ブランコ的な
乗り物に乗りました。すごく楽
できました。サマーランドの外
のアトラクション（スリルマウ
ンテン）では、ウェーブスイン
ガー、メリーゴーランド、コー
ヒーカップ、ラブエクスプレス
に乗りました。特に気に入った
のはウェーブスインガーが気に
入りました。中の方ではウォー
タースライダーに三回も乗り、

マネジャー 蛯澤
待望のサマーランド遠足。導
入されたばかりの 人乗り大型
バスに乗り込み、部員 名とコ
ーチ９名、満席で出発した。
しかったです。次に、プールに
行き、波のプールが始まるまで
ウォータースライダーでコーチ
たちとすべりました。波のプー
ルが始まると、高い波がたくさ
ん出ました。面白かったです。
おみやげを買う時、友達とお
そろいの物を買いました。帰り
のバスでくたくたでした。来年

食後はオカリナ演奏やコーチ
の方々の楽しい朗読劇、それか
ら全員参加のサッカーゲームや
阿波踊りで盛り上がり、大変楽

部水 上 運動会

浮き輪を借りて波のプールも楽
しんできました。マネージャー
さんやコーチの方々、すてきな
遠足ありがとうございました。

今回は手荷物検査実施だと言
うので、入園に時間がかかると
思っていたが、到着時間が少し
遅れたおかげか？混雑すること
もなく入場できた。
子ども達は慣れたもので、屋
内プールを通り抜け、遊園地に
駆け込み『同じ班になって友達
になった！』『もう同じのに３

え、小春日和の中、会場の協働
センターに向かいました。

泳ぎ 人、
クロール
人、平泳ぎ
人、バタ
フライ 人、
計 人（
歳以上は
人でした）。
１日だけの講習会なので、個
々の泳ぎのチェクと対応法を主

農業祭トークショー

回も乗ったよ！』と園内を駆け
も遠足に行きたいです。
回り満喫していた様子。午後の
温水プールでは波が出る５分間、
子どもたちの歓声が響きスライ
ダーの待ち時間も少なくラッキ
ーだった。天気にも恵まれ、皆
思いっきり楽しんだと思う。

部々長 丸岡近賀子
月 日 水( ９
)時～ 時シニ
アスポーツ振興事業として泳法
別水泳講習会を行いました。
これはシニアの健康維持増進
Ａ班Ｂ班合同の多人数にもか
かわらず、抽選での席決めでス

懇 親 会 に 参 加 し て
部Ａ班 青井 英子
日、泳法別講習会を終

等のため、水泳の技術的向上及
び安全で健全な水泳の普及を図
ムーズに会が始まりました。
皆それぞれ周りの人とおしゃ
べりしながら、和やかな雰囲気
の中、用意された美味しいお弁
当などをいただきました。

月

り、市民の心身の健全な発達健
康維持に寄与する。と言う目的
で、主に 歳以上の方を対象と
した事業に対し東京都体育協会
からの補助金で賄われます。
参加者内訳は水慣れ８人、背

164

46

発行に
よせて

73

三水連だより 菊地 輝男
《三水連だより》はめでたく
号を迎えました。創刊時は年
６回の発行でしたが№ より年
４回の発行となって通算 年間
続いています。
年６月創刊～ 年№ 号ま
でガリ版刷り。当時の総務部長、
土橋さんのご苦労の賜物でした。
№ ～№ は神理事長、長井さ
ん、福永さんが写植を採用、基
本的には片面だけでした。
その後 年№ ～ワープロし
たものを切り貼り。 年№ ＆
№ までは長井編集長。当時私
は場所提供とお茶のサービスが
主な仕事で長井さんが抜けた後
は 年の№ まで神理事長、福
永さんが担当。福永さんが切り
貼りの手腕を発揮した。
その後№ までは沢崎さんが
ワープロ編集、 年に№ 発行。
年№ 頃からパソコン編集が
37

27

100

55

選手を囲むトークショーがあり
部から３名の部員が参加した。
競技についての質問や高橋選
手と市長を囲んで記念撮影。終
了後、三鷹特産のキウイフルー
ツのお土産を貰って大喜び。

月 日 土
総合スポ
( )SUBARU
ーツセンターで開催中の農業祭
でトライアスリートの高橋侑子

内５レーンを使って《ミニ水上
運動会》を開催した。
今年度から開催は絶望的と思
われたが財団関係者の理解もあ
って実施の運びとなった。
一般利用者には騒がしくてや

月 日 火( )部は年末最終
日に後半の 分間、６レーンの

三鷹市民駅伝大会

しい時間が過ぎました。
月 日 日
( 三)鷹市民駅伝大
入会間もない私ですが、懇切
会が開催され《ＭＣＣ》から２
丁寧なご指導のお陰で、楽しみ
チームと《みずとり》チームが
ながら長く続けていけそうです。 参加。大会を大いに盛り上げた。

【編集後記】 年創刊の《三水
連たより》土橋伸子編集長に始

や迷惑だったかもしれないが部
員達は大喜び。終了後、景品を
貰って無事帰途についた。
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'87

に指導し参加者からはとても充
実した指導で達成感を味わえた
との感想を沢山頂きました。
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≡
高橋選手と市長を囲んで
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Jr

まり、この度 号を迎えました。
楽しい紙面での情報交換、熱い
思いがギュッと詰まった記事は

'81

様方のご協力のおかげです。今
後も 号、 号と継続していく
事と思います。 ― 小林 ―

三水連会員の絆となっています。
これも原稿を寄せてくださる皆

200

300

棒 サ ッ カ ー

Jr

11

29 GS

32

'88

128

175

60

22

23

89 60

19

250

93

10

29 GS

Jr
11

200号
200

'81

28

74

'94

'02

'12 50

30

11

シニア講習会
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