
 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 東京水泳協議会第 42 回総会 
   ☆2015年 3 月 29 日（日） 会場 決まり次第連絡します。 

   ☆総会 １３：００～１６：３０頃まで 

☆クラブ交流会 １６：４０～１７：５０  １８：00 には解散の予定です。 

 （クラブ交流会は、希望者ですが、なるべく多くのクラブに参加頂きたいと思います） 

   ☆活動の総括と方針を決定する年 1回の定期総会です。 

各クラブから、会員 50名に 1 名の代議員を選出していただきます。今から日程の調整をして

出席できるように準備して下さい。 

 

 

～東京水泳協議会 40周年記念行事～ 
 

  40 周年記念レセプション   
2015 年 1 月 17 日(土) 

    開会  １３：００     閉会  15：00 

    会場  東京大学生協  第 2 食堂 

    会費  3,500 円 

    出席者  各クラブから 1名以上の参加者をお待ちいたします。 

    参加締切   12 月 25 日（木） 

            

 

40 周年記念水泳大会＆東京水泳フェスティバル   
2015 年 2 月 11 日（水・祝） 

    辰巳国際水泳場  メーンプール・いかだ（マット）渡しゲームは、アッププール使用。 

    受付 9：00～ 

    参加資格 新日本スポーツ連盟東京水泳協議会加盟員とその家族 

   ☆すでに発表してある要項の、プログラム 13 番の後に、40 周年記念イベント、ラーメンマン

体操・いかだ（マット）渡しゲームが入ります。 

   ☆訂正しました要項を、お送りします。記入間違いのないようにお願いします。 

           

 

 40 周年記念技術講習会兼認定指導員研修会 

2015 年 4 月 19 日(日)に変更になりました。 

   会場 BuｍＢ(東京スポーツ文化館)  プール 13：00～17：00 

   講師 筑波大学体育会水泳部監督 仙石泰雄助教 

   参加費 一 般     3,000円 

       加盟員     2,500円 

       認定指導員   2,000円 
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2014年スイミング交流会 

体の歪みをなくして １０歳若返る    報告  佐藤正男 

 

９月２３日、東京家政大学教授の、森尻強先生を迎えて、講義と実技を行いました。 

 当日は、一人一人足の裏を写真に撮り、体のバランスがどうなっているのか分析していただきました。

佐藤個人の足の裏の写真は、かかとに重心があって、足の指は２・３本しか映っていません。というこ

とは、真っ直ぐに立っているつもりでも、重心は後方にあることを意味しています。正面から写したも

のは、左肩が下がっていました。 

 

講義内容の一部分を以下お知らせします。 

 

①泥はねは、悪い姿勢と悪い歩行のシグナル。 

 

②体の歪みは、日常的な生活習慣から来ている。 

長い間のクセなので、一朝一夕には治らない。 

意識して直し、根気よく続けることが大事。 

 ・バッグを肩にかけるとき、右だけとか片方だけ 

に偏らないよう意識する。 

 ・足を組むとき、決まった方の足を上にするのは、 

  下側の股関節が歪んでいる（外に開いている） 

  足は組まない方がよい。 

 ・横座りするとき、決まった方に足を投げ出すのは、腿が床に接した方の股関節が歪んでいる。 

 

③股関節を伸ばし、歪みを直す。 

 ・両足を肩幅より広めに開く。背筋をまっすぐに伸ばし、そのまま股関節を開く。つま先を正面から

４５度ほど外に向ける。つま先とひざの向く方向は同じ。ひざが内側に入らないようにする。 

 ・膝の高さに腰をおとす。（スクワット）最初は無理をしないで腰は落とせるところまでで良い。 

 ・お相撲さんのしこを踏むポーズをする。 

 ・蹲踞の姿勢をとる。（以前、蹲踞ができない若者をジベタリアンと言いましたね。） 

 

④靴の中で、指が自由に動く靴を履く。ハイヒールは避けたい。 

 

⑤二線歩行。つま先を前にして、二本の平行する線の上を歩くイメージで。つま先が外側を向いたり、

内側を向いたりしないように注意し、ひざの裏側をしっかりと伸ばすことを意識して歩くこと。 

 

参加者の感想 （紙面の都合で、一部カットしました。） 

 

・“己を知ることから始まり”ですね。今まで知らなかったトレーニングの仕方、意識の持ち方を学ぶ

ことができました。気をつけてバランスをとっていきたいと思います。 

・自身のゆがみの原因が分かり、これから意識しながら 時 

間をかけて改善していきたいと思います。 

・とても内容が盛りだくさんだったので、もっともっとお話 

が聞きたいと思いました。１人１人写真を撮っていただい 

て、自分の姿勢を実際に見ることができたので、より一層 

先生のお話が身に沁みました。 

・自分の足裏の写真を見られて良かった。興味深かった。 

どのような足がよいかが分かった。足の指使うことが大 

切。体のゆがみが、いろいろ体の動きに作用することが 

興味深かった。自分の健康に役立ちそう。自分の体の見 

分けがつくようになったと思います。 

・長年使った癖を直すのは大変だが、いつも使う方の反対 



を使うようにしなければと思う。水中運動は負担が少なくてとても良いことが分かり、これからも続

けていこうと思う。 

・日ごろ何気なく過ごしていることが、体の歪みにつ  

ながっていることが分かった。意識して体を動かすこと

が大切だと分かった。 

・いろいろな症状の不具合が一つになりました。足・ 腰・

肩こりなど別々でなく、歪み姿勢から来ていることが分

かりました。 

・身体の感覚（ひずみ）は、自分の得意の方に向く。毎日   

逆のことを意識してみる。 

・自分の体の癖（歪み）を自覚できたので、意識してこれ  

を治していくように努めます。女性が男性とは違うハン

ディ（股関節の位置）を持っていることも知り、なお更

気を付けなければと思いました。 

◎申込書に、体のことで困っていること、講師に聞きたいことの欄があったのに、返事がなかった。 

このことについては、個々への答えはなくても、講義の中で、ほとんどの人への回答になっていたと

思われます。 

◎個人の相談が時間がなくてできなかった。との感想もありました。講義と実技を交えて約 2 時間 30

分は非常に短かく、主催者側が個人相談の時間を設定することはできませんでしたが、何人かは先生

に歩き方・傾きの具合など直接見ていただき相談していました。次回からは考慮したいと思います。 

 

 

 

第 5 回オールエイジ水泳大会 
 

１０月５日（日）辰巳国際水泳場で開催されました。 

今大会より個人種目の年齢区分が ⑤高校生⇒１５歳～１９歳、⑥１９歳～２９歳⇒２０歳代に変更に

なりました。大会新記録６８、大会記録５５、この記録から新しい区分での参加者が増えているととも

に、大会の技術レベルが向上していることを示しています。失格１０（泳法違反９、引き継ぎ１） 

 

                        リレーは特に緊張するね！ 

                       スタートする前ちょっとリラックス～～ 

 

 

 

 

 

 

 

 元気に選手宣誓  選手代表 チーム Zero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

新記録は、失格は、役員さんご苦労様でした。       サァー引き継ぎはうまくいくかな？ 

竹内審判長の大会総評。   



第 30 回東京年齢別水泳大会 
 

１１月３日（月・祝）辰巳国際水泳場で、久しぶりの東京大会となった、記念すべき第３０回東京年

齢別水泳大会が、参加者９３４名、個人種目１５１９、リレー３０７チームで行われました。 

全国スポーツ祭典・全国年齢別水泳大会は同じ日に宮城県仙台市で開催されました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 法政大学第 2体育会水泳部の選手宣誓 

 

 

 

大会新記録 ６３ 

大会記録 ２７              年齢別大会は東京水泳協議会最大の参加者。 

失格 ８                       プールサイドも人ひとでいっぱいです。 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 私の記録は？ ベストタイムは出せたかしら？ 

                        メダル・賞状を受け取ります。サインするのはうれしい。 

 

 

 

おめでとうございます！ 
 

団体優勝 ウルトラ酔魔―  

  

準優勝 参流 SWIMMERS   

 

 ３位 ウィッチモンズ 

 

 

 



第 10 回技術研修会「ストレッチ体操」 
 

11 月 8 日(土)大森東地域センターにおいて、技術研修会が開催されました。泳ぐための体つくりの

一つとして、ストレッチ体操を行っている方も多いと思います。少人数での開催でしたので、細かく見

ていただき、大変充実した研修会となりました。 

始めの座学でストレッチ体操の目的などを確認し、その後の実技では、それぞれの動きをチェックし

ていただきました。動かすところを意識することが大切だそうです。最初のころはなかなか思うように

動かなかった体が、だんだんと伸びるようになると、面白くなってきました。体もぽかぽかしてきて、

終わったときはとても気持ち良くなりました。 

最後も質問や感想を出し合い、和やかなうちに終わりました。たぶん多くの方が、ストレッチ体操を

何となくやっていたのではないかと思いますが、動かす部分を意識して、柔軟な身体をつくり、維持し

ていきましょう。 

 

第 138 回水泳指導員養成学校 開催のお知らせ 
   日  時  2015 年 1 月 18 日（日）、25 日（日） ・受付 8 時 45 分 フロントロビー 

   会  場  ＢｕｍＢ（東京スポーツ文化館） プール、研修ルーム A・C 

   内  容   初級水泳指導法の講義と実習（次の 1 泳法を選択） 

         ・ドル平  ・クロール  ・平泳ぎ  ・背泳ぎ  ・バタフライ   

   受講料   ７，０００円 （連盟員６，０００円）テキスト代別 

   初心者水泳教室（１月２５日）も開かれます。  

 

 

届けられたクラブニュースから 

 
鷺宮水泳会コーラル（園田さんの報告から） 

◆「いま江戸で流行の天空を泳ごう」と、交流バス旅行を 41 名の参加で行いました。東京スカイツ

リーはじめ、都内を高いところから楽しみました。  

◆3 年ごと施設利用料金の改定が決着。プール団体利用に関しては 2 時間 1 レーン 3,100 円となり

ました。 

◆水替えと浄化装置の改修工事で 2週間休館した後のプール、水が澄み、匂いもなく、昨年末書面で

の改善要求が実現しました。 

 

潮スイミングクラブ 

◆座間味島ケラマビーチホテルに宿泊しての夏合宿<6 月 28日～7 月 1日>思い出文集作成。 

◆創立 35 周年記念大交流会<9月 14 日>ホテルベルクラシックにて開催されました。 

 会員さんが制作した「潮の歴史」の映像には、大きな歓声やため息笑いがおこり、フラダンス・ケ

ーナとアルパの演奏・潮最高齢の方へ最年少者から花束の贈呈・コーチからのお言葉 など、楽し

かった様子が伝わってきます。「今までの 35 年間を振り返りながら、さらに先の時代に向けてまた 

 潮発進です。」と書かれています。  

 

水泳クラブおやしお 

◆クラブ機関紙『おやしお』11 月号は 500 号記念号でした。1971年の№４、手書きＢ４判裏表、 

 それから現在の 20～２4 ページにもなる機関紙へと、40数年の歴史が感じられます。すごい！ 

◆土浦で行われたスイムマラソン、１００００m・３０００m・１５００m・４０００m リレーに参

加、過酷なレースを参加者が頑張って泳いだ様子と感想、記録が載っています。 

◆500 号記念座談会、オールエイジ大会、ハイキング、「海練＋秋刀魚」の楽しいお話などなど、記

事は満載です。 

  

西が丘水泳クラブ・サンスイム 

◆憲法 9 条を守って平和な日本を、囲み記事で「集団的自衛権の行使」容認は、戦争への道と、平和

の大切さを伝えています。 

◆新入会員の紹介や、歓迎の集いのお知らせなど、うれしいですね。 

 



会費納入のお願い 

団体加盟の皆様へ 

東京水泳協議会は１２月末決算となっておりますので、会費納入を宜しくお願いします。 

・月額：大人 135 円、子ども：120 円 

・原則として３ヶ月の前納とする 

 

個人加盟の皆様へ 

いつもありがとうございます。次年度（2009 年）の会費 2400 円を 12 月末までに振り

込み頂いた方は継続加盟員とさせて頂きます。引き続きのお手続きをお待ちしております。 

・ 年間 2400 円（１月～１２月） 

・ 加盟された年度の１２月末までに次年度の会費 2400 円を納めることにより、自動的に

継続加盟員となる 

活動協力募金のお願い 

すでに募金を頂いた皆様、ありがとうございます。また、日頃のご協力にも感謝しておりま

す。 

クラブ運営等大変なことと存じますが、東京水泳協議会の財政も厳しくなっており、より皆

様のご協力をお願いできればと思っております。 

年末にむけて、改めて募金のお願いを申し上げます。 

振込先 

加入者番号：００１５０－０－１５９２５３ 

 加入者名：新日本スポーツ連盟 東京水泳協議会 

  ☆通信欄に会費または募金である旨、詳細をご記入願います。 
 

 

第４回ゆりかもめリレーマラソン  
     一人じゃ無理でも、みんなでならできる。 

仲間と力を合わせて、４２．１９５キロフルマラソンを走ろう。と、11 月 24 日、東京臨

海公域防災公園で開催されました。子どもた

ちのチームから、人生のベテランチームまで、

みんなでタスキをつなぎ、笑顔で走ります。 

 

東京水泳協議会からは、おやしおチーム

が第 1 回目から参加しております。もちろ

ん今回も選手 10 人が、楽しみながら真剣

にタスキをつなぎ走りました。 

                      朝早くからの準備などに、役員 7 名が協力

しました。 

 

                         種目や地域を超えて都連盟が一体とな

って取り組む大きな行事です。 

                        ぜひ、来年は一緒に走りましょう。 

 


