
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年 5月 1日 

 第一部 特別企画 ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸＳ.(旧ｼﾝｸﾛﾅｲｽﾞﾄＳ.)の楽しさと凄さを知ろう！  

           （於：辰巳国際水泳場ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞプール） 

           （特別ゲスト：ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸ ｽｲﾐﾝｸﾞ(ｼﾝｸﾛ)スペイン代表チーム） 

 第二部 祝 賀 会  （於：浦安ブライトンホテル東京ベイ） 
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建国 20周年記念祝賀会 記念誌 

 

“生涯健康運動”で“健康寿命”アップに貢献する社会の実現に向けて 

・なぜ【水夢王国】は年中使える屋内温水プールにこだわっているのか。 
 それは日本においては屋外プールでは利用可能期間があまりにも短いからである。１年１２ヶ月 
 の内のたった４分の１、せいぜい３ヶ月間しか使えない、それ以外の４分の３、９ヶ月という期間 
 は店晒し、季節スポーツということですませておくにはあまりも“もったいない”からである。 
 
 水泳・水中運動に関してもメリットが次々と医学会からも健康学会からも発表されているのだ。 
 その効果を活かすにはやはり年間を通じて利用できなくては意味がないからである。  
 屋外だけでは壮大な税金の無駄遣いの象徴という点でも問題だと思うからである。 

 一方で、学校や企業を除いた我が国の地域のスポーツ環境はというと十分整備されているとは 
 いえず、地域住民の誰もが、いつでも、どこでも各自の興味・目的に応じてスポーツ活動ができ 
 るようになりつつある欧州諸国に比し低い状況にある。 
  また、生活の利便性向上にともない身体を動かす機会が減少する中、高齢化の急激な進展や 
 健康やスポーツに対する住民ニーズは多様化し、期待も高まり、新たなスポーツ環境の整備が 
 求められている 
 こうした生涯スポーツを取り巻く環境の変化の中、平成 12年に文部科学省（当時の文部省）は 
 スポーツ振興基本計画」を策定し、生涯スポーツ社会実現のために、地域住民が主体的に運営 
 する地域に根ざしたクラブづくりとして「総合型地域スポーツクラブ」の全国展開を位置づけた。 
 
・こういった中で【水夢王国】は、赤ちゃんから 100歳過ぎてまで、妊産婦も障がいを負っても可能 
 な“生涯スポーツの王様”といえる水泳・水中運動で、唯一の欠点である「プールという施設」が 
 身近にあるかどうかの情報が不足している。この点を補うために、通年で誰でも使える公営の屋 
 内プール情報案内は不可欠であると考え、国内はもとより海外も含めて総てを網羅をめざしつつ
さらなる普及率の向上と指導者充実の要請の「声」を少しでも広げていきたいと考えている。 
 

・今後その地位は、泳ぐ人のための「スポーツ施設」から、世界一の超高齢国家にとって欠くべか 
 らざる「健康増進施設」にならざるを得ないことが予測できる。数々の水中運動の開発を通じて、 
 予防医学上も、生活習慣病の改善にも、整形外科的疾患等に、脳血管障害等のリハビリにも重 
 力の支配する陸上では不可能なことが可能になる空間であることが実証されているからである。 

・ 政府・厚生労働省も“健康日本 21”“健康増進法”を通じてようやく今後の高齢化社会における 
 “健康増進行政”に取組みはじめた。医療とプールもそのポイントゲッターとして、老若男女がこ 
 ぞって楽しめて“健康寿命”のアップに役に立つという側面からも屋内プールを早急に地域に広 
 く建設普及し、これを幅広く活用するための人材育成も一方で急務であると思う。それは必ずし 
 も巨額の予算を投入して交通不便な所に大規模施設を造ることではない。“非日常”ではなく 
 日常的小規模施設（15ｍでも）を人口に比例して建設・活用することが望ましいと考える。 

・こういった屋内プールの真の“活用”を通じて少子高齢化による“老人医療費増大”に苦慮するこ 
 とから開放され“健康人間人口”を増やし、医者いらずで“節約行政”への近道に通ずるものと 
 【水夢王国】は確信している。日本国の財政もまた真の生活者主権からの財政の健全化なくして 
 日本国の存在自体も危うくなるのは必定と考える。 

 【水夢王国】は、そういった超高齢化社会への方向のひとつの提案をしつつ、健康寿命向上が 
 不可避な時代において名誉ある地位を占めたいと思う。 

                     2003年 《水夢王国》国王・還暦の日 

  

http://www.kenkounippon21.gr.jp/
http://www.kenkounippon21.gr.jp/kenkounippon21/law/index_1.html
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藤木 太郎 

 本日は平日でしかも GW の中日にも関わらず、第一部の辰巳 

国際水泳場には 100 人をはるかに越える方々がプールサイドを 

取り囲むことになりました。第二部にも 90 人以上の方にお申込 

みを頂き、うれしい悲鳴を上げている状況です。 

 年齢も、4 歳になる若夫婦のお子様達から 上は 87 歳のお元気なマスターズスイマー

まで、まさに「生涯スポーツの王様」を象徴しているようでこんな嬉しいことはありませ

ん。20 年間のご愛顧に深く感謝し厚く御礼申上げます。 

 

 55 歳でスタートし 20 年も続けてこれたのは、左頁の使命感もさることながら「水」

そのものが持つ計り知れない魅力がなせることのような気がします。 

 

 生命は約 38億年前海で誕生しました。我々人類は母の胎内で十月十日羊水の中で育

ち、生まれてすぐには産湯に浸かりました。脱水症状は我々の生命そのものに関わりま

す。空気と水とは我々の生命そのものと直結している本源的で不可欠な存在です。 

 水中に入ると「重力」が支配している陸上とはまったく違い「浮力」が支配する別世

界になります。陸上では不可能なことが可能になる世界、これを全面的に活用して行う

のが水泳・水中運動です。その中で、日本で一番人気は競泳ですが、これはそのほんの

一部分でしかなく、私自身は競泳の出身ではありますが《水夢王国》はそのまだまだ知

られていない多くの面を知って頂くのも使命だと、勝手に使命感を抱いています。 

 スポーツでいうと、シンクロ※、水球、ОWS、飛込み、日本泳法もフィンｽｲﾐﾝｸﾞもあ

ります。アクア運動関係はどんどん盛んになりつつあります。それ以外で今後大きな応

用の可能性を秘めているものに水中リハビリがあります。べビーｽｲﾐﾝｸﾞ、マタニティー

等々もその応用範囲が広がっていくべきだと思っております。 

 

 そんな折も折り、20周年記念と聞いて次女が、皆さんにシンクロの面白さ素晴らしさ

を知ってもらったら！という話が浮上し、一も二もなく賛成し実現に向かって走り出し

ました。前日までジャパン・オープンで来日中の、次女が関わっているスペインチーム

に全面的にご協力を頂くことができ、それならまず、プールサイドまで降りて目の前で

演技を見て頂こう、希望者は水中でもＯＫ、という画期的なイベントを、祝賀会の前に

辰巳国際水泳場をお借りして催すことになりました。どうぞお楽しみください。 

 最後に《水夢王国》に対し今後も相変わらぬご指導ご鞭撻をお願いする次第です。 

  

                     WebSite《水夢王国》主宰 
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鈴木 大地 様 
 
    水夢王国 20周年おめでとう ございます！ 

   残念ながら本日、公務がありお伺いすることができません。 
 
   日頃から水泳振興にご尽力いただいております藤木さんに 

   敬意を表します！ 

   生涯スポーツの代表選手である水泳を今後ともよろしくお願い致します！ 

   今後ますますのご発展を祈念し、参加者の皆様のご活躍をお祈りしまして 

   お祝いの言葉とさせていただきます！ 

 

                     文部科学省 スポーツ庁長官 
 

 

 
佐野 和夫 様 

  
   この度、WebSite《水夢王国》が、記念すべき建国 20周年 
  を迎えられましたことに、心よりお祝い申し上げます。 

  貴サイト《水夢王国》は、20年前の、インターネットの黎明  

  期に一人で立ち上げられ、水泳・水中運動が、赤ちゃんから  

  100歳まで、障害を持っている人も、妊婦さえも、皆ができる『生涯スポーツの 

  王様』であることをコンセプトに、スポーツ水泳の普及と発展に寄与されて参り 

  ました。 

   その結果、栄枯盛衰の激しいネットの世界において、今日、訪問者(アクセス数) 

  の累計が 458万人を突破するという驚異的な実績をマークされ、ひいては 

  日本の医療費削減、健康寿命の延伸対策のトップバッターのひとつにノミネート 

  されつつあることは、自他ともに認められるところであります。 

   現在、日本は東京 2020 五輪・パラリンピックへ向かう重要な道程にあります 

  が、本日の建国 20周年という慶事の節目を新たな出発点として、今後、《水夢 

  王国》がますます発展され、文字通り【スイム王国ニッポン】 実現の一端を担 

  われて行くことを祈念致しまして、お祝いの言葉とさせていただきます。 

 

    (公財)日本水泳連盟 名誉顧問 

    (一社)日本知的障害者水泳連盟 会長 
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若吉 浩二 様 

『水夢王国』建国 20周年、誠におめでとうございます！ 同じ 

水泳仲間として、また水泳を研究する者として、国王のこれまで 

の水泳愛に満ち満ちた取り組みに心より敬意を表するとともに、  

深く感謝申し上げます。 

また国王にお会いする度に穏やかで温かいお人柄に触れること  

ができなぜか「ホッとする」気持ちになります。これは国王のニコニコ笑顔が可愛い

から（？）なのかもしれませんね。 

『水夢王国』は、国内のあらゆるプール情報の提供にとどまることなく、なぜ水泳

が必要なのか、なぜ生涯健康が求められるのかといった 21 世紀における日本社会の

問題点を的確にとらえられているところが本当に素晴らしいと思います。プールを通

して、水泳を通して、「社会とのつながり」、「人と人とのつながり」を感じること

ができ、正しく王国です。 

また、国王自ら“藤木太郎”という研究者ネームを用い、2017年日本水泳・水中運

動学会年次大会におきまして、タイトル「WebSite「全国屋内プール情報<水夢王国>」

の 20 年(報告)～公営通年プールの各自治体の整備状況と今後の課題～」を口頭発表

されました。これはタイトルのとおり、水夢王国の取り組みを研究成果として発表さ

れました。このような長期間に亘る実践的な取り組みによる研究成果を生み出された

ことに、一研究者、一学者として本当に感服いたしました。 

私も国王に負けないよう一水泳人として水泳を愛し、生涯泳ぎ続けたいと思います。 

『水夢王国』が益々繁栄、発展するためにも、先ずは国王が健康で元気で末永くご活

躍されますことをお願い申し上げます。 

『頑張れニッポン！、頑張れ国王！』 

 

                  大阪経済大学教授 

                  （84年ロス五輪水球出場） 

萩原 智子 様 
 

  「水夢王国」建国 20 周年記念、誠におめでとうございます。  

  藤木さんのパワーと優しさがあったからこそ、この 20年間 

  プールからたくさんの笑顔が広がってきたのだと思います。 

  水泳を愛する一人として、心から尊敬します。       

  これからも「水夢王国」から広がる笑顔の輪を楽しみにしています。 
 

(公財)日本水泳連盟 理事 アスリート委員長 
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藤本 知 様 
 

この度は記念すべき「水夢王国」建国２０周年を迎えられ、誠におめでと 

うございます。 

 水夢王国・国王の藤木先輩におかれましては、全国屋内プール情報の管理・ 

運営・発信を通じて、水泳のみばかりではなく広範囲な生涯スポーツへの 

貢献には驚嘆すると共に、大学水泳部の後輩として甚く感謝と尊敬の念を 

抱くところであります。 
 

 私達大阪市立大学水泳部は、2023年に創部 100周年を迎える伝統ある水泳部で、来年（2019

年)には日本最古の対抗戦「神戸大学対大阪市大対抗水上競技大会」の 100周年を迎えようとし

ています。1965年当時大学の後援会理事長であった故・松下幸之助氏等の後援活動で、屋外 50

ｍプールが学内に施設され、一昨年（2016年）には竣工 50周年を迎えました。 

この竣工時の水泳部主将が藤木先輩であり、プール施工前には多大なご苦労があったと思いま

すが、おかげでこのプールからは多くのスイマーが育っています。 
 

 この竣工 50周年記念祝典では、上記活躍の土台を提供してくれたプールに「感謝」の文字を

プレートにして埋め込みましたが、この文字の揮毫をしてくださったのが藤木先輩で、私達の

感謝の念を見事に文字に現わしていただきました。 
 

 今後益々水夢王国を訪れる人が多くなり、国王の理想とする健康社会が実現し、藤木先輩は

じめ関係各位のご活躍されることを、大阪市大水泳部現役・OB一同心からお祈りしています。 
 

                   大阪市立大学水泳部 OB会（恒泳会） 会長 

 二神 守 様 

２０周年おめでとうございます 

藤木先輩は大阪市立大学水泳部の先輩としてグループメンバーを引っ張り 

強力なチームに変えていただきました。 

入学後ひょんなことから水泳部に入りましたがプールがないことを知らされ 

て、大丈夫かなと思いましたが、プールがないのに部員がいて借りたプ―ルで練習をしている

のを見てとりあえずやるだけやってみようと決めました。 

藤木主将の時に、現パナソニックの松下幸之助快調のご尽力で大学構内に 50Mプールが新築さ

れました。練習プールを借りるのにあちこち走り回っていましたがこれで安心できると一同感

謝の気持ちでいっぱいでした 

 社会人になり東京、仙台、東京、大阪と転勤で動きましたが大阪で水泳部 OBたちと藤木先輩

に勧められ 恒泳会マスターズに入会、現在平均 70歳、お陰様で QOL向上です 

                     恒泳会マスターズ チーム責任者 
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1998年 1月   WebSite＜水夢王国＞を立上げる． 

1999 年 11月   ＴＶ東京「ワールドビジネスサテライト」で紹介される  

2000年 5月   スカイマークエアラインの機内誌に取り上げられる 

          （この間、３２誌に紹介される） 

2003年 4月  東京練習会が発足し月一回開催． 

2003年 7月   TopPage アクセス数 100 万人突破．  

2005年 6月     〃 〃    数 200 万人突破  

2006年 4月  屋内プール（全国で 67 ヶ所ある社会保険健康センター“ペアーレ”等の 

          廃止・無条件売却からプールを守るために 

         『全国の“ペアーレ”施設の存続を求める会』結成し、請願書による 

          署名運動を始める．  

2006 年 12 月  全国各地で集まった全国からの署名を衆議院議員田島一成氏を介して 

         第 165 国会の河野衆議院議長宛に提出．  

2006 年 12 月  田島議員が請願書を元に「質問主意書」を提出される．＜図-1＞  

2006 年 12 月   安倍総理大臣から河野洋平衆議院議長宛の答弁書が届く＜図-2＞  

 

＜図-1＞第 165 国会で衆議院議長宛の質問主意書 ＜図-2＞それに対し内閣総理大臣からの答弁書 
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2007年 4月   衆議院予算委員会でも田島議員からこの件の質問．  

2008年 4月  東京練習会の上位クラス「マスターズ入門編」 

    後藤コーチをお迎えして発足．月一回開催 

2008年 5月  2回目の署名提出（全国で計約 10 万筆）  

2008年 5月  ＜水夢王国＞“建国”10 周年 

   ＜水夢王国＞ 練習会 5 周年 

   祝賀会を開催． 

2008年 5月   衆議院の“明日の内閣”で「スポーツ振興を考える」について講演 

2010年 3月  (独法)年金・健康福祉施設整理機構による整理・売却が終了． 

    （67ヶ所の落札売却の結果は下のグラフ） 

    ＜結果＞；67ヶ所の屋内プールの売却先 

     プール継続 45 ヶ所（67％） 

     取壊し決定 22 ヶ所（33％） 

     と，2／3 はプールを取り壊さず，プール事業を継続する業者に落札 

    ひとまず署名運動の成果はあったと喜ぶ． 

2013年 5月  ＜水夢王国＞“建 国”15周年 

         ＜水夢王国＞ 練習会 10周年 

        記念祝賀会開催． 

2013年 8月    TopPage訪問者数 400 万人突破． 

2017年 9月   TopPage訪問者数 450 万人突破． 

2017年 10 月  日本水泳・水中運動学会で「公営通年ﾌﾟｰﾙ整備の推移と今後の課題」を発表 

2017年 11 月  第 1回プールリハビリサミットを東京で開催（20 周年記念企画の一環として） 

2018年 5月   20周年記念祝賀会を開催．（20 周年記念企画を５種類実行） 

2018年 6月  TopPage のみリニュウアル予定 
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第一部 16時～17時半 於：辰巳国際水泳場 ダイビングプール

☆特別出演：シンクロ スペイン代表チーム
「世界のシンクロを間近かに見たことありますか？」

第二部 祝賀パーティー 19時～21時半 (第二部からの方:受付18時半～)

於：浦安ブライトンホテル東京ベイ

☆ゲスト ：水泳界でご活躍の方々

☆ハープ演奏：田中 恭子さん（のんびりスイミング・東京芸術大学卒）

お楽しみ抽選会
・
・
・

その他
（着席でブッフェになります）

どちらか選んでください
A プールサイドに降りて(裸足,靴カバー)目の前で見る
B プールに入って水中の凄テクを見る

ジャパンオープン出場のため来日するスペインシンクロチー
ムが、祝賀会に一肌脱いでくれることになりました。 現在
スペインチームを率いる藤木麻祐子氏は、北京五輪でスペイン
に初の銀メダルをもたらした立役者です。リオでは中国ヘッド
コーチとして二つの銀を獲得、再びスペインからの要請を受け、
半年前にスペインのヘッドコーチに就任しました。現在新生ス
ペインﾁｰﾑを五輪選手にまで引き上げるべく強化の真最中です。
この企画は「シンクロにもっと興味を持ってもらいたい」、
「目の前で実際の演技を観てもらいたい」という麻祐子氏の想
いを受けて、実現する運びとなりました。日本で初のこの試み
に選手達が喜んで協力してくれることになりました。

藤木麻祐子Hコーチと
スペインチーム

写真OK

専用バスでホテルに移動(60人乗り)
(約15分)

※従来の「シンクロナイズドスイミング」の正式な競技名称は
変わり「アーティスティック スイミング」となりました

2018年5月1日(火)

第一部のみ
の参加も
大歓迎！

こんな企画
見たことあ
りますか！

 



 

[9] 

 

建国 20周年記念祝賀会 記念誌 

 

 

佐野 和夫 様ご夫妻 

       日本水泳連盟 名誉顧問，元日本水泳連盟 会長， 

       日本知的障害者水泳連盟 会長 

及川 栄子 様 

       日本知的障害者水泳連盟 副会長 

奥野 史子 様 

       1992年バルセロナ五輪ソロ・デユエットの 2種目で銅メダル。 

       1994世界選手権ローマではソロ史上初の芸術点でのオール満点取得 

宮嶋 泰子 様 

       テレビ朝日 スポーツ局スポーツコメンテーター 

       国連 UNHCR協会 理事 

不破  央 様 

       水中パフォーマンス「トゥリトネス」代表 

       元 100ｍ平泳ぎ日本記録保持者 

       映画「ウオーターボーイズ」演技指導 

細川 大輔 様 

       KITAJIMAQUATICS 所属 

       100m200m自由型日本記録保持者 

       ３年連続世界水泳 400mメドレーリレー銅メダル 

西川 隼矢 様 

       株式会社 Rockin'Pool社長 

       無重力フォトグラファー 

以上 
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寿スピリッツ株式会社様

株式会社サンワ様

全員にお土産提供

高田麻希子様

大抽選会に景品提供

株式会社構造機能科学研究所様

楠ワイナリー様 ヤマハ発動機株式会社様

株式会社ヤマナミ様

佐野 和夫様

日本南極地域観測隊員（極地研究所寄贈）様

おふろのフーミン様

鳥取県米子市様
ふるさと
体験パック

南極の氷

（以下50音順）

鵜原利文様，エクス新宿小田急エース店様，書き心はる様

末包淳一様，《水夢王国》練習会一同，添畑大海様，

中嶋律子様，藤木太郎様，藤木麻祐子様，柳谷陽子様，

山本修一様，
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