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《司 会》 相原 雄治君

《合 唱》  「我 らの生業」

《来 費》  源 純夏様

《BGM》   「ラテン ミュージック」

≪ビジター》 なし

く本日のお祝い》

お誕生日

該当なし。

≪会長挨拶要旨》

『オリンピックの感動』

本 日はシ ドユー オリンピックの競

泳で活躍されていた源 純夏さんをお

招きしています。

1 そこで本 日は 私が初めて感 した

オ リンピックの水泳の感動につい

てお話をしたいと思います。

私の記憶にある、初めてのオ リン

ピックの水泳はローマオリンピック

の山中毅選手の 400m自 由形 銀メグルの試合です。

1060年のロンドンの出来事です。私が 12歳 で小学校 6

年生の頃のことです。今から55年 も前のことです。

2 当時リアルタイムのテレビ放映などなく、そのため探夜

にラジオ短波の放送を聴きました。短波なので電波の具合

で時  々 電波の波が消えかかる放送を必死で聴きました。

子どもなのに深夜の2時頃まで起きていました。どうし

てあんなに夢中で聴いたのか不思議な想いです。あのとき

の感動を今も覚えています。

オース トラリアのマレー ローズとの死間でした。山中

は惜しくも銀メグルでした。あのとき私は 深夜にラジオ

に向かつて「頑張れ、山中 !J「山中 頑張れ !」 と叫ん

でいました。山中が世界で聞つていると興奮しました。子

ども心に日本ではなく、世界を感じた初めての瞬間だつた
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平成 27年 5月 14日 天候 晴

のかもしれません.

3 今回改めて 源 純夏選手のシドニー オリンピックの

メドレーリレーの泳ぎをYouTubeで 観ました。最終

泳者として、ドイツの選手とのラス トの死闘にまた感動し

ました。

人はカー杯とか、全力を尽くすとか良く言いますが、日

標に向かつて頑張って努力していれば 神が下りてきて

力を与えてくれることがあるんだと思いました。

4 子どもの頃 知ったオリンピックの感動は、やはり子ど

もに希望を与え、夢を育ませてくれるように思います。こ

んな時代ですが、私たちは日々の暮らしの中で 夢や希望

や感動をいつも感じていたいと改めて思いました。

《来費卓話》

『水泳が教えてくれたこと』
アスリー ト・シドニー五輪水泳メドレー銅メダリスト

濠 繊夏様

初めまして 源 純夏です。

このたびはご縁があ りま して

昨日、四国は徳島から高速バスと新

幹線を乗 り継いでやってまいりま

した。どうぞよろしくお願いします。

私は長く競泳をしてお りまして

この静岡は思い出の地でございま

す。

小学 6年生の夏 今はなくなりま

2014-2015

した浜名湖近くのプールで初めて学生男1の全国大会で優勝

をし、中学 2年生のときには静岡県立水泳場で行われた日本

選手権で 50m自 由形 当時の日本記録で優勝し日本一になり

ました.

その中学 2年で優勝したことが大きなきっかけとなり、高

校 2年生でア トランタオリンピック 大学 3年生でシ ドニー

オリンピックに日本代表として出場しました。シドユーの映

像をご覧いただきたいと思います。

この間に銅メダルを各席でご覧になって頂ければと思い

ます。

シドニーは 2000年でしたので、ちょうど 15年前になりま

す 。



競泳にも泳ぎ方や練習方法など流行 り廃 りもありますし

10年ひと昔といいますが 15年も経つとこのころから様々な

変化があります。

わかりやすい例を2つ挙げてみると、まず水着です。

社会的にも話題になりました高速水着 レーザーレーサー

の話はみなさんご存知かと思いますが、私たちはそれより前

にもつと大きな壁を乗り越えてきました。

そのターニングポイントが実はこのシ ドユーの時でした。

それまで日本代表選手が着る水着は既製品、スポーツ用品

店で売つているものと同じSMLの展開から選んでいました。

しかも日本代表で国際大会に出場するときにはこの大会は

このメーカー、この大会はこのメーカーという風に決められ

ていたのです。

競泳選手にとつて水着は勝負の場に向かう時に唯―身に

着けられるモノ、戦う自分を支えてくれる大切なギアですが

自由に選べませんでした。

との世代も抱えていたその悩みに声を上げたのが私たち

世へで ンドニーに向けて動き出す時に選手たちが声をあげ

各メーカーの協力や水泳連盟のご理解などもあり、自分が好

きな水着を身に着けて勝負することができるようになつた

のです。

手前味leではぁりますが、見状のその礎を築いた世代の一

人として競泳界に貢献できたことのひとつだと思つていま

す。

2つ 目の変化はコース台です。

シ ドユーの時は傾斜角が 75度の平らな板でしたが 2008

年～2010年の移行期間を経て傾斜が 10度に、さらにスター

ト台の後方に陸上のスターティングプロックに似た傾斜 30

度の踏切プロックが取り付けられました。うまく使 うことが

できればこのスター ト台の変化だけでもタイム 01～02秒
は伸びます。たったそれだけ?と 思われる方もいらっしゃる

かもしれませんが、競泳はタイムがすべて、その差が 001
でも勝者と敗者を分けるシビアな競技なのです。

この 15年だけをみてもこれだけ大きな変化がある中 実

はつい最近まで変わらないことがありました。先にご紹介 し

たように、私は静岡県立水泳場で中学 2年生のときに当時の

日本記録を樹立したのですが それから以降も自分の記録を

更新し続け、最後に更新したのは大学4年生の4月 シドニ

ーの翌年の 2001年でした。それから今年の4月 に行われた

日本選手権までの 14年間ずつと破られず日本最古の日本記

録として私の名前がそこにありました。

記録が破られ悔しくないのかと開かれれば、正直ぜんぜん

悔しくありません。今の自分はその記録で泳げないですし。

ただ、そこに自分の名前があることに慣れすぎていたので寂

しさは感じます。

さて、ここまでが過去のお話でした。

大学を卒業するまで競泳選手として 001秒 を肖」る勝負の

世界でオリンピックに二度出場し、メグルまで獲得した私が

今何をしているか、というお話を最後にさせていただきます。

私は水泳に出会つて 水の世界を知つて様々な経験をする

ことができました。時には悔しいしんといつらいことも山ほ

どあつたけど、それでも水泳が与えてくれた喜びはかけがえ

のない財産です。

しかし周りを見渡してみると、夏に限らず一年中、水の事

故で命を落とす人が絶えません。水とかかわることで命を失

い悲しい思いをする人たちがいるのです。

交通事故とは違い、水の事故は自分の注意で防げる可能性

があります。水の危険から自分の身を守る方法を知ることで

「水は危ないから近寄つてはいけないJではなく、子供から

大人まで水と親 しむ楽しさや自由になれる水の世界を知っ

て欲しいと思い出会つたのがライフセービングでした。

私が立ち上げた徳島ライフセービングクラブは「徳島の水

辺をもつと楽しく もつと安全に」をスローガンに海水浴場

のパ トロール、各種水辺イベントのガー ド、それから心肺蘇

生とAEDの使い方の普及、この 3つを主な柱に活動をしてい

ます。

ライフセービングとは水難敦助 レスキューが主な活動と思

われがちですが実は違います。私たちの目的は水の事故をゼロ

にすることにあるので、事故を起こさない、未然防上をするた

めに活動をしています。川や海やプールに楽しみに来ている人

たちが、家に帰つても楽しかつたね!と 笑顔でいられることが

私たちの喜びて丸

水の事故を起こさないようにするため、水と正しく楽しく

親しむためにも基礎泳力というのは欠かせないので、生涯ス

ポーツとして水泳を楽しむ子供から大人までの指導も今の

仕事になります。

徳島ライフセービングクラブは財源がないボランティア

活動なので寄付で成 り立っています。

ライフセービング活動に興味を持つて頂けた方は、ご協力

をお願いまします。

メグルも手許に戻つて来ましたので 終わりにしたいと思

います。

ご清聴ありがとうございました。

≪スマイル報告》

曽根 正弘 君   ンドニー五輸で女子メドレー初の

メダル (銅)を獲得したチームのアン

カをつとめた源純夏さんを卓話者に

お迎えできたことを喜びとして。
伊藤洋一郎君   源さんのおかげで 55年前のローマ

オリンピックを想い出しました。改め

て頑張ろうと思いました。
川口 尚宜 君

相原 雄治 君

高田 雅司 君

先日、韮山反射炉が明治日本の産

業革命遺産として世界遺産登録勧告
を受けたとのニュースが報 じられ

うれしく思いました。幕末の静岡県
人の独立′さに敬意を表しスマイル致
します。
オリンピックメダリス ト源さんと

幹事任期が 2ヶ 月を切つたのでスマ

イッレします。
スマイルメンパーに求められ、ス

マイルします。

《出席報告》
会員数 出席 欠 席 MU 完全欠席 確定出席率

5/14 50(49)

50(49) 44 5

4/23 51(5の 44 0 6 l 98 00%


