
 

 

2017 年６月 22 日 

報道関係者各位 

一般財団法人さっぽろ健康スポーツ財団 

理事長 三浦 英典 

 

岩崎恭子さんと飯沼誠司さんがやってくる！ 

国民安全の日特別企画「水泳スキルアップクリニック＆いのちの教室」の開催について 

 

事業詳細 

 １ 事 業 名：ＪＰＰＣ公認事業「水泳スキルアップクリニック＆いのちの教室」 

        主催：一般財団法人さっぽろ健康スポーツ財団  共催：日本公共スポーツ施策推進協議会 

        指導：一般財団法人アスリートセーブジャパン  後援：札幌市、札幌市教育委員会 

２ 開 催 日：2017 年 7 月 2 日（日）  

３ 開催場所：札幌市平岸プール 

４ 開催時間：13:30～16:30 

13:30～14:30「いのちの教室」 

15:00～16:30「水泳スキルアップクリニック」※お子様のみ対象  

 5 概  要：バルセロナ五輪金メダリスト「岩崎恭子氏」、Rescue2010 銀メダリスト「飯沼誠司氏」を講師に招き、 

水泳スキルアップクリニックといのちの大切さを親子で学ぶ「いのちの教室」（講義と実技）の 2 本立ての 

イベントです。 

6 そ の 他：①取材を希望される方は腕章を着用のうえ、13:20 まで平岸プールの受付窓口で受付をお願いします。 

       ②当日、駐車場はご利用いただけますが、正面玄関前の駐車場はご利用いただけません。 

③「いのちの教室」は水中には入りません。平岸プールのアップルームにて救命の講話と実技を行い、保護者 

の方も一緒にご参加いただきます。 

④当日、プールでは一般開放も行っておりますので、撮影の際は一般利用者が写らないようご配慮願います。 

         ⑤会場内の撮影場所等は当日受付時にご確認ください。 

 7 講師情報： 

   

 

 

 

 

 

 

「国民安全の日」に合わせて、バルセロナ五輪金メダリスト岩崎恭子さんとライフセービング世界大会銀メダ

リスト飯沼誠司さんを講師に招き、水泳選手を目指す小学生とその保護者を対象に「水泳スキルアップクリニ

ック」及び「いのちの教室」を開催し、市民に「スポーツと安全」をテーマに安全管理意識を啓発いたします。 

（本発表資料のお問い合わせ先） 

一般財団法人さっぽろ健康スポーツ財団 

事業課事業係 担当者：荒谷・宮田  電話：011-530-5562 ＦＡＸ：011-530-5551 

【岩崎 恭子】 【飯沼 誠司】 

1978年 7月 21日生まれ 

バルセロナ五輪女子競泳 200m金メダルリスト 

競泳史上最年少で金メダルを獲得（当時 14歳） 

引退後は児童の指導法を学ぶために米国へ留学し、水泳・着衣泳のレッスンや 

イベント出演を通して水泳の楽しさを伝える活動をしている。 

1974年 12月 18日生まれ 

2010年ライフセービング世界大会「Rescue2010」準優勝 

ライフセービング前日本代表監督 

日本人ライフセーバーとして初のプロ契約を果たす。 

一般財団法人アスリートセーブジャパン代表理事として、スポーツを通じていのちの大切さ 

を学ぶイベントや講習会を開催している一方、児童への水泳指導も行っている。 



心肺蘇生やAED操作体験などをとおして
スポーツ活動中の突然死等のリスクを学び
いのちを大切にし、人を思いやる心を養います。

13:30～16:30
会場：札幌市平岸プール
札幌市平岸5条14丁目1－1
TEL 011－824－7674

申込：6/1     6/10

【岩崎 恭子】 【飯沼 誠司】
バルセロナ五輪金メダル
競泳史上最年少で金メダル（当時14歳）
引退後は児童の指導法を学ぶために米国へ留学。
水泳・着衣泳のレッスンやイベント出演を通して
水泳の魅力を伝える活動をしている。

2010ライフセービング世界大会準優勝
日本人ライフセーバーとして、初のプロ契約を果たす。
アスリートセーブジャパン代表理事をつとめ、
スポーツといのちの大切さをテーマに全国で講演会や
講習会を開催している。

Kyoko Iwasaki Seiji Iinuma

対象：札幌市内の小学4～6年生とその保護者（※水泳クリニックはお子様のみ【対象泳力あり】）
定員：30組 (申込多数時抽選）
参加料：無料
申込：2017年6月1日（木）～6月10日（土）までに会場施設に直接またはTEL
詳細はHP「さっぽろ健康スポーツ財団」で検索、もしくは各区プール施設で配布中の募集要項をご覧ください。

主催：一般財団法人さっぽろ健康スポーツ財団 共催：日本公共スポーツ施策推進協議会
指導：一般社団法人アスリートセーブジャパン
後援：札幌市、札幌市教育委員会

「スポーツと安全」をテーマに、国民安全の日
にちなんだ安全普及イベントを開催します。

小学生（4年生～）向け

親子で学ぶ



「国民安全の日」特別企画

水泳スキルアップクリニック＆いのちの教室
主催：一般財団法人さっぽろ健康スポーツ財団   共催：日本公共スポーツ施策推進協議会                                   
指導：一般社団法人アスリートセーブジャパン     後援：札幌市、札幌市教育委員会 

１ 日時 ： 平成 29 年 7月 2日（日）13:30～16:30 

２ 会場 ： 札幌市平岸プール（札幌市豊平区平岸 5 条 14丁目 1－1） 

３ 概要 ： バルセロナ五輪金メダリスト「岩崎恭子氏」、Rescue2010 銀メダリスト「飯沼誠司氏」を講師に招き、水泳スキルアップ
クリニックといのちの大切さを親子で学ぶ「いのちの教室」（講義と実技）の 2本立てのイベントです。 

４ 対象 ： 札幌市内の小学 4～6年生とその保護者
①「水泳スキルアップクリニック」はお子様のみ対象となります。
対象泳力：クロール・背泳ぎ・平泳ぎ 100m、バタフライ 50m程度泳げる方
②「いのちの教室」は水中には入りません。平岸プールのアップルームにて救命の講話と実技を行い、保護者の方も一緒
にご参加いただけます。                                                            
※①②両行程に参加出来る方のみお申込みください。

５ 定員 ： 30 組（定員になり次第締め切り） 

６ 参加料 ： 無料

７ 申込   

【募集期間】 平成 29 年 6月 1日（木）～

【申込方法】 上記期間中に平岸プールへ直接、もしくは TEL にて（受付時間 10:00～20:00）TEL：011－832－7529  

８ 当日の持ち物 ： お子様は水着、水泳帽子、タオル、（必要な方は）ゴーグル、また「いのちの教室」では実技がありますので、
動きやすい服装（スリッパ等の上履きもご用意ください）でお越しください。 

９ 会場までのアクセス ： 駐車場はございますが、混雑が予想されますので、公共交通機関での来場にご協力ください。
地下鉄南北線「南平岸駅」徒歩 7分  中央バス「平岸 5 条 13 丁目」下車徒歩 1分
中央バス「平岸 7条 13 丁目」下車徒歩 4分  

私たちは、笑顔あふれる未来に貢献します

SAPPORO HEALTH & SPORTS FOUNDATION 

札幌市平岸プールイラスト
写真

札幌市温水プールグループ指定管理者

062-0935 札幌市豊平区平岸5条 14 丁目 1－1
011-832-7529
WEB:  http://www.shsf.jp/ 

さっぽろ 健康  で検索！ 



10 タイムスケジュール（予定） 

時   間 内    容 場    所 

13:00～13:20 受付 ロビー 

13:20～13:30 集合 アップルーム 

13:30～ 開講式 アップルーム 

13:30～14:30 いのちの教室 アップルーム 

14:30～15:00 着替え~休憩 更衣室→プールサイド

15:00～16:30 水泳スキルアップクリニック 50ｍプール×3本 

16:30 終了予定 プールサイド解散 

11 講師紹介  

12 注意事項

【岩崎 恭子】
-profile- 
1978 年 7 月 21 日生まれ 
バルセロナ五輪女子競泳 200m金メダルリスト
競泳史上最年少で金メダルを獲得（当時 14 歳）
引退後は児童の指導法を学ぶために米国へ留学し、水泳・着衣泳のレッスンや 
イベント出演を通して水泳の楽しさを伝える活動をしている。

Kyoko Iwasaki 

【飯沼 誠司】 Seiji Iinuma 

-profile- 
1974 年 12 月 18 日生まれ 
2010 年ライフセービング世界大会「Rescue2010」準優勝
ライフセービング前日本代表監督 
日本人ライフセーバーとして初のプロ契約を果たす。
一般財団法人アスリートセーブジャパン代表理事として、スポーツを通じていのちの大切さ
を学ぶイベントや講習会を開催している一方、児童への水泳指導も行っている。

・当日の水深は 1.2ｍとなります。
・イベント中の施設内での写真・ビデオ等の撮影はできませんのでご了承ください。主催者側で撮影した写真は主催者 HP に掲載させていただく場合が 
ございます。 
・水泳クリニックはお子様のみの参加となります。保護者の方は 2階観客席での観覧となります。（いのちの教室はご一緒に参加可能です。） 
・進行状況等によりタイムスケジュールやイベント順は変更になる場合がございます。
・お申込み時に取得する個人情報は当財団が定める「プライバシーポリシー」に照らし適切に管理いたします。当財団HP でご覧いただけますので、事 
前にご確認の上、お申込みください。 
・ご不明な点は会場施設までお問い合わせください。 

SAPPORO HEALTH & SPORTS FOUNDATION 


