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一般社団法人福島県水泳連盟
会長 壱岐ひろみ
私たちは、みんな「熱い想
い」を持っています。持てる力
を、思い切り発揮しましょう。
昨年の 周年で、お互いに確
認した

「できない理由は、さがさない
できることから、コツコツと
そこから始まる
私たちの道」
一流の道をつくりましょう！
熱い想いで！

県南水泳連盟

滝田千鶴子

さらに！練習が終わってロ
ビーで声をかけてくれたプー
ルの職員は、かつて水泳部顧
問をしていたときの教え子で
した。関東の大学を卒業して
地元に戻ってきた彼が、
「水泳
に関わる仕事につけて本当に
嬉しいです！」と話す姿に、
またひとつ元気をもらいまし
た。この夏は、テニス部の生
徒たちと一緒に村のプールで
体力づくりをしようと企んで
います。
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転勤がきっかけで、ソフト
テニス部の顧問を任されてか
ら、３度目の夏を迎えようと
しています。まだまだ、慣れ
ません。遠征や練習試合の日
々で、なかなか水泳のお手伝
いができずにいましたが、先
日行われた競技役員講習会に
参加をすることができました。
講習はもちろんのこと、久し
ぶりに競技役員仲間の皆さん
とお話をすることができ、本
当に有意義な時間となりまし
た。なぜだろう、とても元気
がでました。ありがとうござ
いました。
さて、私が勤務する西郷村
に、今年、待望のプールが完
成しました。震災で壊れてし
まった村民屋外プールが室内
プールとなって復活したので
す。特設水泳部の生徒ととも
に、初めてそのプールで泳い
できました。開放感のある明
るくて新しいプールで、元気
に泳ぐ生徒たちの姿がなんと
も嬉しい光景でした。
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「私たち大人は、プールを作
る努力をします。きっと作りま
す。だから皆さんは、自分のベ
ストを尽くして、夢を叶えて下
さい！」
随分、大口をたたいたものだ
と、今思えば、冷汗ものです。
嘘つきにならなくて良かった。
沢山の仲間の熱い想いに、行
政の皆さ まも熱く応えて下 さ
り、開成山に、福島県初の、室
内 ｍプールが完成します。
今回とても強く感じた事、そ
れは、
「人と人の繋がり」が一
番大切だなという事です。物事
を動かす 一番大きな原動力 は
「熱い想い」です。
「熱い想い」
を中心に、色々な力が融合して、
大きな力の輪になり、夢に近付
いていくのだと思います。
今、私たちに出来る事は何で
しょう。そうです。水泳を通し
て、多くの「ふくしま」の方々
を笑顔にしましょう。
「加藤和
ちゃん」に続くオリンピアンを
育てましょう。
「ふくしまの元気」をあ
らゆるところに発信しまし
ょう。

リレ ーエッセィ

夢かなう
２０１７．夏
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４月３０日 ユラックス熱海

社員総会開催

壱岐会長から念願の屋内水泳場が７月にオープンする事が報告され、伊藤清郷さんからはプールの詳細
について説明がありました。

早速 郡山しんきん開成山プールで大会！

常任理事会（７月８日）で会場変更が決定されました

郡山しんきん開成山プール
愛称

７月 日に待ちに待った開成
山屋内水泳場がオープンします。

日本水泳連盟公認 ｍ× レ
ーン（水深２ｍ）
、 ｍ×８レー
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ン（水深 ｍ～０ｍ可動床）温
水プール、大型電光表示盤（フ
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ルカラー）が設置、２階部分に
は観客席 席の見学スペース・

会議室等。
指定管理者として日本水泳振
興会・三菱電機ビルテクノサー

ビス共同事業体が管理運営にあ
たります。

東日本大震災・原発事故によ
り屋外プールでの活動が制限さ

れていた中、国からの福島再生
加速化交付金を活用して郡山市

が、未來ある子供達のために、
大きな力を注いで下さいました。

また県内外からの沢山の署名、
日本水泳連盟・福島県水泳連盟

のお力添え・ご支援により、郡
山に公認の室内プールがオープ

ンを迎えようとしています。大
変嬉しく感謝の気持ちでいっぱ

いです。
沢山の思いが詰まったプール

開成山公園の中、野球場や陸

上競技場と並び、ひときわ大き
な屋根の開成山屋内水泳場。

今、静かに、その時を待って
います。
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です。大切に子供から大人まで
幅広く活用できればと思ってい

ー 写真・星久夫氏 ー

山本裕子
県中水泳連盟会長
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ます。沢山の笑顔が見たいです
ね。

もうすぐ出番です

県中学校選手権
県高校新人大会
東北高校新人大会
ニチレイチャレンジ特別泳力検定会
県クラブ対抗
８月２６日
９月２３日～２４日
１０月２０日～２１日
１１月１２日
２０１８年１月１４日

玉川副会長から、会津で予定され

ていた県総体が全国インターハイ開催

と重なったために宿泊場所が確保でき

ないとの報告がされ、協議の結果、郡

山カルチャーパークで開催する事にな

りました。

開成山屋内水泳場

（略称・ぐんしん開成山プール）

受け継がれるバトン
ニューパワー

県南理事長

県中理事長

池田昇平

影山真也

柳沼利尚

《新役員の皆さん 》

会津理事長
渡部祐子

忍耐強く
会津水泳連盟理事長
池田昇平

忍之一字、最近この言葉をよ
くつかいます。すぐに目標を達
成することはできないと思いま
すが、少しずつ忍耐強く活動し
ていき、会津水泳連盟をもっと
活気ある組織にしていきたいと
思います。よろしくお願いいた
します。

玉川会長を囲んで
三代理事長揃いぶみ
左から前理事長・中澤氏・
池田理事長・
玉川会長・
元理事長・
中野氏

このたび県中水泳連盟の理事
長になりました柳沼利尚です。
よろしくお願いいたします。

まもなく開成山に新しい屋内
５０ｍプールが完成するという

この時期に長年理事長を務めら
れた名木さんからバトンを受け

ることになり、いささか不安な
気持ちがあります。しかし、
「で

きない理由はさがさない。でき
ることからコツコツと」の言葉

どおり、まずはとにかく動いて
みようと考えています。

今までも県中地区では山本会
長を中心に、さまざまな立場の

方が力を合わせながら、水泳を
支え、盛り上げてきました。こ

れからもしっかりと役割を果た
したいと思います。

待ち望んだ新プールの完成は、
水泳が大きく盛り上がるチャン

スになるはずです。そのために、
新たに準備をすることも多く出

てきます。どうしても県中地区
だけではすべてをこなせない部

分も出てきますので、できる限
りの力やアイデアを頂けました
ら幸いです。ぜひとも、ご協力

のほどお願いいたします。
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柳沼利尚

県中水泳連盟理事長

力強い仲間たちと
左から阿久津氏・柳沼理事長、今野氏

会津理事
日本泳法委員長
古川英治
公認プール測量者
橋詰知実

末永敏則

＊東北連合理事
競泳委員長
中澤

三浦俊樹

謙

学生委員長
理事

今年度から、大学生の時の師
中澤先生の後を継ぎ、会津水泳
連盟の理事長をさせていただく
ことになりました。会津水泳連
盟に戻って５年目、まさか私が
理事長をさせていただくとは思
いませんでした。今は不安しか
ありませんが、早く仕事に慣れ、
中澤先生との距離を少しでも縮
めて行きたいと思います。
会津水泳連盟では現在、強化
練習会や合同練習会等を実施し、
選手の育成に力を入れておりま
す。選手もしっかり目標をもっ
て参加しており、上位大会にお
いても、すばらしい成績を残し
てくれております。こういった
選手を少しでも増やしていくこ
とができるように、これからは
普及活動に力を入れ、次世代選
手の発掘・強化育成を目指して
いきたいと思います。また、広
報活動にも力を入れ、少しでも
多くの方に活動内容等を知って
もらえるようにしていきたいと
思います。

ご協力お願いします

