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平成２３年６月発行

総体開会式リハーサルの様子
(神奈川新聞社提供)

県総合体育大会
総合開会式 のののの中止に ついて

三月十 一 日に発生 した、未曾有 の大震災 は想像 を超

え る混乱を引き起 こしま した。

こ の度 の東 日本 大震 災 で亡 くな ら れ た方 々に謹 ん で

い申 し上げ ます。

哀悼 の意 を表す と共 に、被 災さ れた方 々に心よりお見舞

さ て、平成 二十三年度神奈 川県高等学校総合体育大会

月 二十三 日 （土）、例年 ど お り県立体育 セ ンター陸 上

並 び に全 国高等学校体育大会 県 予選会総合開会式 は、四

競技場を会場と して開催 予定 でしたが、今年度 は、東 日

本大震災 の影響 も考慮 し、また生憎 の荒 天 のため残念 な

の間、担 当役員 ・ 生徒委員な どと し て係わ って頂 いた

がら、止むなく中 止とさ せ て いただきま した。当 日ま で

先生方や 生徒 の皆さ ん には、種 々打ち合わ せから リ ハー

した こと に、感謝を申 し上げ ます。

サ ルま で、 一丸とな って粛 々と準備を進 め て いただきま

総合開会式 は中 止とな りま したが、未だ震災 の影響 で

みなさ ん はそれぞれ の種 目別大会県 予選会 に於 いて、学

満 足に競 技練習等活動が できな い高校生たち の分ま で、

校代表と して将 又自らが培 いきた力量を発現す べく、本

県 の頂点 を目指 して鎬 を削 り合う こと にな ります。勝ち

トと して の流す汗と涙 は、観 る方 々に清 々しさ と感動 を

負 け に囚われず勝ち負 け に拘 りながら、高校生 ア スリー

長

諏 訪 部

泰 樹

今後 の皆さ ん の活躍 に期待す ると共 に、大 いに全 国 へ

与え る こと は間違 いあ りません。

羽ば た いて行 って欲 し いと願 っております。

会

神奈 川県高等学校体育 連盟
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（神奈川新聞社提供）

宣誓者 桐蔭学園高校
桐蔭学園高校ラグビー
ラグビー部主将
ラグビー部主将
濱野大輔
濱野大輔くんの
大輔くんの感想文
くんの感想文

宣誓者 横浜隼人高校卓球部主将
小道野結
小道野結さんの感想文
さんの感想文

初めての選手宣誓に選ばれたことを聞いて、少し不
安もあったが人生でこんな体験ができるのは、なかな
かないので楽しみでもあった。
リハーサル当日、宣誓文を覚え、小道野さんと打合
せを行い宣誓までの動作を覚えた。いざやってみると
動作を間違えてしまったり、噛み合わなかった所もあ
り、少し緊張気味であった。しかし、何回か練習をし
色々とアドバイスをもらっていくうちに徐々に良く
なり最後の練習では完璧で終わった。一番大変だった
のは二人で声を合わせる所だ。
総体の開会式は中止になったが自分は四月のラグ
ビーの大会でも宣誓者に選ばれこの練習がとても役
に立ったのでとても良かった。
これからの大会でチーム目標は「全国大会二連覇｣
だ。昨年は両校優勝だったが今年は単独優勝して、も
う一回優勝旗を持って帰ってくる。自分は主将になっ
たのでみんなを引っ張っていき、日々の練習を大切に
し、最後の高校生活を悔いのないようにする。

第49回全国高等学校総合体育大会神奈川県予選が
開幕するにあたり、全種目の代表として選手宣誓に選
んでいただいたことを部活顧問の先生から聞き、はじ
めは驚きました。しかし、その素晴らしい機会に恵ま
れたことに喜びを感じ、代表として恥ずかしくないよ
う一生懸命練習しました。
リハーサルでは、開会式が行われるグランドの広さ
に圧倒され、改めて責任の重さを感じ緊張しました。
けれども、高体連の役員の先生に教えていただきなが
ら練習を一緒にした濱野君と共に、無事リハーサルを
終えることが出来ました。
本番は雨で中止になってしまい、残念でしたが、選
手宣誓に選んでいただけたことをとても誇りに思い
ます。
たくさんの方の協力によって良い経験ができたこ
とに感謝して、宣誓の言葉の中にも取り入れた被災さ
れた方たちの分も全力でプレーしたいと思います。こ
のような機会をくださり、ありがとうございました。

さわやか第
さわやか第 61 発行について
発行について
広報委員長
田中 忍(県大井)
本号は、各校の趣向を凝らし溌剌とした入場行進や、
華麗なチアリーディングの演技を掲載する予定でした
が、総体開会式が中止となったためこのような形となり
ました。既に各競技とも北東北インターハイに向けて、
熱戦が繰り広げられています。次号では、本県勢の活躍
の模様をお伝えできますよう願っております。
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赤十字救急法・
赤十字救急法・水上安全法講習会に
水上安全法講習会に参加して
参加して

平成 23 年度赤十字救急法基礎講習会報告

(受講者感想文抜粋)

日常生活における事故防止、手当の基本、人工呼吸や
心臓マッサージの方法、止血の仕方、包帯の使い方、搬
送などについて、学科と実技の講習を次のように行いま
した。
［日
［会

時］
場］

5 月 18 日(水) 9:00～17:00
県立体育センター
(研修室 A､B､C・第二トレーニング場）
［参 加 者］ 18 名（女性５名･男性 13 名）
［講習内容］ 午前 開講式
学科 赤十字救急法基礎講習
実技 心肺蘇生法
午後 基礎講習検定
実技 ＡＥＤ講習・傷病者の観察
体位・保温・止血・運搬
包帯法・
閉講式
［講
師］ 赤十字救急法指導員
大友 伸二・今野 絵奈・増田 実枝子

校内研修として救急法を学ぶ機会があるのですが、な
かなか覚えられないのが正直なところです。人の命を助
けるのは、やはり人の力で、特に体力が相当必要である
ことがわかります。絶対に助けるんだ、そのために何を
しなければならないのか、一応は学んだつもりでしたが、
実際にその場面に出くわしたときに自分は冷静に出来る
のか、不安はあります。私にできることは小さなことで
すが、今後も救急法を学んでいきたいと思います。
森
勝美（北鎌倉女子）

何度か赤十字の講習会に参加をしていますが、今回参
加をして、忘れてしまっていることを思い出すことがで
きました。また、確認と新しい知識を自分に取り入れる
ことができる為、講習会に参加することは大切だと考え
ています。
中村 進太朗（市橘）

平成 23 年度赤十字水上安全法短期講習会報告
水と親しみ、水の事故から人命を守るため、泳ぎの基
本と自己保全、事故防止、溺れた人の救助、応急手当の
方法などの知識と技術を、特にプールでの事故防止を中
心に次のように行いました。
［日
時］ 5 月 18 日(水) 9:00～17:00
［会
場］ 県立体育センター
（研修室 A､B､C・第二ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ場・屋内ﾌﾟｰﾙ）
［参 加 者］ ６名（女性１名・男性５名）
［講習内容］ 午前 開講式
学科 赤十字救急法基礎講習
実技 心肺蘇生法・ＡＥＤ講習
午後 基礎講習検定
実技 水慣れ・ｽｶｰﾘﾝｸﾞとﾌｨﾆﾝｸﾞ
ｴﾚﾒﾝﾀﾘｰﾊﾞｯｸｽﾄﾛｰｸ
泳がないで救助する方法
溺者の運搬・水中での気道
確保・水中での体位の変換
閉講式
［講
師］ 赤十字水上安全法指導員
増田 実枝子

受講者全員に、日本赤十字社 神奈川県支部
発行の「受講証」が交付されました。

現実に起こる事故や病気や災害などに対応できる能力
が必要であることを更に感じました。東日本大震災のよ
うな災害がまた、いつ、どこで起こるかもわからないと
いう状況の中で、一人でも多く、このような知識を身に
付けると同時に、一人でも多くの助かるべき人間を助け
るということに、我々一人ひとりがもっと目を向けなく
てはならないと感じました。今日の一日を今後の生活や
仕事の中で役立てていきたいと思います。
永田 雅嗣郎 (県厚木東)
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【行事予定】
行事予定】
○全国高校総体・
全国高校総体・全国高校定通大会結団式
７月１５日（金） 14：30～
於：横浜市西公会堂

○全国高校ライフル
全国高校ライフル射撃大会
ライフル射撃大会

【広島県】

７月２８日（木）～３１日（日）
於：つつがライフル射撃場
以前より参加したいと考えており、今回参加させてい
ただき感謝申し上げます。
なんとなく知っているつもりということを痛感した一
日でした。心肺蘇生法及びＡＥＤについては、人の命を
救うことができる武器であり大きな財産となりました。
街中で見かけるＡＥＤですが、いざという時に活用でき
るのか？正しい知識をもっているのか？それらを解消す
ることが出来ました。
山田 晃之（県厚木商業）

○全国高等学校総合体育大会
７月２８日（木）～８月２０日（土）
於：青森県･岩手県･秋田県･宮城県
※詳しくは評議員会資料を御覧ください。

○全国高校少林寺拳法大会

【東京都】
７月２９日（金）～７月３１日（日）
於：東京武道館

○全国高等学校定時制通信制大会
７月３０日（土）～８月２０日（土）
於：東京都・静岡県・神奈川県
※詳しくは評議員会資料を御覧ください。

○全国高校ダンス
全国高校ダンス大会
ダンス大会
このような講習会には、何度か受講したことがありま
すが、定期的に行う必要があるとつくづく感じました。
先日、近くの路上で人が倒れＡＥＤを使用する機会が
ありました。これまで幾度となく受講していた救急法の
知識がほとんど飛んでしまったことを思い出します。
このような講習会は回数だけでなく、いかに最近受講
したかも重要だと思います。
安庭 正樹（慶応義塾）

【兵庫県】

８月７日（日）～１０日（水）
於：神戸市文化ホール

○赤十字救急員資格取得講習会
８月１日(月)、３日(水)、５日(金)、６日（土）
9:30～17:00
於：県立スポーツ会館
申込締切：７月６日（水）必着
申込方法：申込書により、神奈川県高等学校体育
連盟事務局宛に申込みください。
※教員だけではなく、加盟校の生徒であればどなた
でもお申し込みいただけます。
生徒の方は往復はがきでの申込になります。

【問い合わせ先
わせ先】
神奈川県高等学校体育連盟
電 話 ０４５（３１１）８８１７
ＦＡＸ ０４５（３１３）２６６９
Ｅ-mail kotairen@pastel.ocn.ne.jp
http://www.kanagawa-kotairen.gr.jp
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