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平成21年度
若者の水難救済
ボランティア教室
　「若者の水難救済ボランティア教室」
は、平成13 年度から始まった事業で、
小中学生や高校生等の若者に海の知識を
深めてもらうとともに海に親しむ機会を
与え、実地体験を通した救命技術の習得
を目的としています。さらに、海での安
全意識の向上を図るとともに水難救済ボ
ランタリー思想を啓蒙しています。今年
度も国土交通省、海上保安庁、消防庁か
ら後援を受けて各地で開催された模様を
紹介します。

■千葉県水難救済会
　7月30日、千葉県銚子市所在飯沼小学校にて、同校の児童172名（１～４年
生）を対象とした「水難救済ボランティア教室」が開催されました。銚子海上
保安部等の指導による教室は、着衣状態で泳ぐことの困難さ、身近なもの（ペッ
トボトル、ランドセル）が水に浮くことを実際に体験し、先ずは海に限らず水に
落ちることを予防すること、次に落ちたときの対処方法について学びました。ま
た、生徒たちは、子供用ライフジャケットを使用して水に浮くことを体感し、ラ
イフジャケットの有効性を学びました。

■和歌山県水難救済会
　2月～3月にかけて田辺市内10ヶ所の幼稚園や保育園で教室
を開催しました。「若者の水難救済ボランティア教室」の存在
を新聞で知った園から依頼を受けての実施でした。田辺海上保
安部の海上保安官が講師となり、海浜事故防止の話、身近な物
を利用した溺者救助法、救命胴衣の着用などについて説明した
上で、園児達が家に帰ったら家族の方にも救命胴衣の着用のこ
とを話すようにお願いしました。

■長崎県水難救済会
　8月1日、長崎港とその周辺海域において、「若年層に対す
る事故防止及び体験クルーズ」が開催されました。長崎海上保
安部の協力のもと、長崎市内の小学生61名が参加し、事故防
止指導、AED取扱い訓練に取り組みました。さらに巡視船「で
じま」による体験クルーズを楽しみました。

■琉球水難救済会
　4月25日、慶良間諸島渡嘉敷村の国立沖縄青少年交流の家で
「若者の水難救済ボランティア教室」を開催しました。これま
で小・中学生や高校生を対象に教室を開催してきましたが、初
めての試みとして、国立沖縄青少年交流の家で教室を開催しま
した。受講者は「子供の野外活動指導者養成セミナー」に参加
した高校生５名と大学生30名。安全講話、レスキューチュー
ブによる救助法、心肺蘇生法、AEDの取扱訓練に全員が真剣に
取り組み、活発に質問が出るなど充実した体験教室となりまし
た。

レスキューチューブによる救助法講習
（4月25日開催）

皆泳による救助体験（8月15日開催）

　8月15日には、読谷村立喜名小学校において、小学校6年生
を対象に「若者の水難救済ボランティア教室及び皆泳教室」を
開催しました。第十一管区救難課及びライフセ－ビング協会沖
縄県支部の協力を得て、海での安全知識、海洋危険生物、心肺
蘇生法等を学び、プ－ルでは、皆泳による救助体験などを行い
ました。ペットボトル、救命胴衣、着衣等を活用した水中での
体験のほか泳ぎながら救助活動を行う体験では、片手にペット
ボトルを握りながら力強く泳ぎ、一生懸命救助活動に取り組ん
でいました。

ボランティアスピリット継承のために

水難救済思想の普及活動レポート
　日本水難救済会では、青少年を対象に海事思想や水難救済ボランタリー思想を啓蒙することにより、
将来の後継者になってもらえるよう、海上保安官やライフセーバーの方々を講師に招いて、
水難救済ボランティア教室を全国で展開しています。



キッズのためのマリンレスキュー講座
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栄養価の高い発芽玄米。
その一粒一粒に秘められた役立つ力を見いだそうと、さまざまな研究、普及活動が行われています。

発芽玄米が母乳の免疫力アップ！
お母さ んのスト レスを抑える効果も。

　 授乳期の赤ちゃんは、お母さんの母乳に含まれる成分で、

免疫力をつけることが知られていますが、つまりそれは細菌

やウィルスに対しては無防備の状態。これからの季節赤ちゃ

んのいるご家庭は、風邪やインフルエンザには十分注意をし

たいものです。

　 ここで、お母さんたちにうれしいニュースです。筑波大学

名誉教授の村上和雄先生たちの研究チームにより、発芽玄

米には母乳の免疫成分量を増やす効果があることが確認さ

れました。授乳期の赤ちゃんのいる41名のお母さん方を対

象に、発芽玄米を食べるグループと白米を食べるグループと

に分けて2週間比較した結果、「 分泌型免疫グロブリンA」と
呼ばれる免疫成分が白米のグループでは変化が見られなか

ったのに比べ発芽玄米のグループでは増加が見られたのです。

さらに、ここでも発芽玄米の有効性が明らかになりました。

　 また、同じく 免疫成分として有名なラクト フェリンの量も、

発芽玄米を食べる量に伴って増える傾向があるとのこと 。

発芽玄米自体にも、フィチン酸やギャバといった免疫効果を

高める働きを持つ成分も含まれているので、毎日続けて食

べることが、母子共に健康に過ごすための秘訣かもしれま

せんね。（ 喜）
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母乳の免疫力、スト レス耐性が向上！
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メ タ ボリック予備軍が行列！？,07秋 の収穫祭 in横浜

注目の最新レポート

　 神奈川県の産業を見直すこと

をテーマにしたイベント「‘ 07秋
の収穫祭」が去る’07年11月 3・
4日に行なわれました。地元横浜

の皆様に、発芽米のおいしさとお

どろきの効果を存分にアピール

しよう！ということで私たちも屋外ブースを出展。カレーラ

イスの試食とメタボリックチェックを実施しました。カレーは

地元JAさんにお願いして調達した横浜野菜のヘルシーカ

レー。発芽米100％ のごはんにルーがよく からみその粒立

ちと食感がたまらないっ！はじめて発芽米をお召し上がりに

なったお客様からも「 発芽米がこんなに美味しいなんて（ 感

動）」というお声をたく さん頂戴しました。メタボリックチェ

ックは初の試み！ロープを用意してウエスト サイズチェック。

さらに体脂肪を測定して「 メタボリックの疑いあり！」の方に

は発芽米をプレゼント 。これが本当の太っ腹企画（ 汗）。メタ

ボな方、そうでない皆様も、このイ

ベント での出会いが健康生活の

一助となれば幸いです。ブースに

お立ち寄りいただきました皆様ど

うもありがとうございました。（ 木）
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ボランティア教室に参加した児童による
感想やコメントを紹介します。VOICE ボランティア参加者の声

「学習した事をもしもの時に
生かしたい」

（福岡県／小学６年生）

　着衣泳で、上向きに浮く練習はむずかし
かったです。何回かしてペットボトルなし
で出来ました。レスキュー隊の人に来ても
らって、本格的でとてもいい体験になった
と思います。
　服を着ていると水着の時と違って重いし、
ジーンズとかは特に足にくっついて動きに
くかったです。もし、海や川などでおぼれ
てしまったら、無理に泳ごうとせず、浮い
ていることが大事だと思いました。服を着
たままでは、泳ぐのがとても大変でした。
だから、おぼれた時は泳がずに浮くだけと
いうことを忘れないようにしたいです。
　私は、あんなに身近にあるペットボト
ルがすごく浮くことを知りませんでした。
ペットボトルがあると簡単に浮くことがで
きるし、じゃまだと思っていたくつが意外
と浮くことを知りました。学習した事をも
しもの時に生かせたらいいなと思います。

「今日、教わったことは
一生わすれない」
（福岡県／小学４年生）

　着衣泳を指どうしてくれたみなさんへ
　今日は、わざわざ遠い所から来て下さっ
てありがとうございました。ぼくは、水着
を着ている時以外、水がきらいで、こわく
て、しずんでしまいそうだな、と思ってい
たけど、せうきやうき物を使って、きゅう
じょが来るまでのうき方などを知って水が
こわくなくなりました。指どうをしてくれ

た人たちもていねいに教えてくださって、
本当によくわかりました。
　川で遊ぶときや、今度から始まる夏休み
のときも、プールを使ったりするから、今
日、教わったことすべて一生わすれないと
思います。本当にありがとうございました。

「あわてないで、あせらないで」
（千葉県／小学５年生）

　プールに入った時に、足がすごく急にお
もくなってびっくりしました。
　ペットボトルを使ってやってみると、
思っていた以上にかんたんにうかんだし、
ランドセルをつかってやってみると、こん
なかんたんな物でも、うかべるんだなあー
と思いました。
　あわてないで、あせらないでやらないと、
しずんでいってしまう事がわかりとても勉
強になったと思いました。

「命を救う勉強をして」
（千葉県／小学生）

　命を救う勉強をして、特に心に残ってい
る事がふたつあります。
　ひとつめは、海上保安庁の方たちです。
海上保安庁はテレビでしか見たことがない
ので、実際に水の中にいるのを見てやっぱ
りすごいと思いました。着衣水泳もわかり
やすく、どうやったらうまく浮けるか教え
てくれました。
　ふたつめは、AEDを使った命を救う方
法です。私は、難しそうだなと思いながら、
海上保安庁の方たちの説明を聞いていたけ
ど、実際にやってみたら、意外と私にもで

きるんだなと思いました。思っていたより
もずっとかんたんに出来て、特に難しそう
だと思っていたAEDは、流れてくる音声
通りにやれば出来るんだなと思いました。
　これからは、命を救う勉強をしてわかっ
た事、やった事を生かして、困っている人が
いたら役に立てればいいなと思いました。

「助けられる命は助ける」
（千葉県／小学６年生）

　水の事故で人が助けられなかったニュー
スをよく見ます。川や海での転落事故など、
いろいろあります。その他、お店で急に倒
れるなどした時の救命措置のやりかたを習
いました。
　救命措置を教えて下さったのは、海上保
安庁の人達でした。救命措置は、人工呼吸
と心臓マッサージ、AEDのやり方を教え
てくれました。人工呼吸は、倒れている人
の意識はあるか、呼吸をしているかを確か
めて、呼吸をしていなっかたらあごを上に
ちょっと上げて、鼻をつまんで息を入れて
あげる。それを 2回して、心臓が止まっ
ていれば心臓マッサージをする。AEDが
くれば、指示通りにやる。それをくりかえ
しやっていれば助かる確率が大きくなる。
そういう事をいっぱい学びました。
　私は、人が倒れたりしたら、知らないふ
りをしないで、助けを手伝ったり、すすん
でやりたいと思います。助けられる命は助
ける。その事を心にずっと入れておきたい
と思います。

近年は子供たちが海に慣れ親しんでもらうためのイベントが各地で行われています。
子供たちが水辺で楽しく遊ぶ姿は、見ているだけで楽しい気分になってくるのですが、

その一方で、水辺には常に危険が潜んでおり、毎年水難事故が起きているのも事実です。
ここでは水辺での安全性を確保するためのちょっとした知識を紹介いたします。

身を守るための最低限の知識を身につけよう

　水難事故で命を落とす人を少しでも減らしたいという願いか
ら、神戸海上保安部では、9年ほど前から自己救命策確保キャ
ンペーンとして、溺れた人を救助するなどのデモンストレー
ションを行ってきました。
　それと同時に、夏の季節には子供の事故が多数起こっている
ため、水難救済会とともに「若者の水難救済ボランティア教室」
を開催し、とりわけ子供たちを対象として、自らの安全を確保
することについて指導を始めました。
　教室の内容については、大まかに、自分が着衣のまま誤って
水に落ちたときの対処方法、水に落ちた人の救助方法の２つに
分けられます。

身近な物を使って命を守ろう

　自分が水に落ちたときは、身に付けている衣服やランドセル
などを使って浮力を確保する方法や、水に落ちた人を救助する
ときには、長い棒やペットボトルなど身近にあるものを使って
救助する方法などを紹介して、実際に体験してもらっています。
　元気盛りの子供たちですが、みんな真剣に取り組んでおり、
自分なりのアイデアを発言する子もいます。子供たちは発想が
豊かで、遊び感覚で視野を広げているようです。
　とはいっても、子供たちだけでの水辺での遊びはやはり危険
です。大人がしっかりと監視できる環境で、何かあればすぐに
大人を呼びに行くことが大事です。
　昨年、神戸市の都賀川増水事故で多数の人命が失われるとい
う悲しい出来事がありましたが、その際、救助された子供の中
の一人がランドセルを使って浮力を確保していた、という新聞
報道がありました。
　さらに、太平洋側での津波災害においても身近なもので浮力
を確保することが生死を分けるとの研究もあり、今後もますま
す教室開催の依頼が増えると思われます。
　神戸海上保安部としても、教室実施に関して分かりやすい資
料を作成するなどの工夫をこらして、できる限り要望に応えつ
つ、水難事故の減少を目指したいと考えています。

溺れた人を助けるときは、直接手を伸ばすのではなく、必ず棒やロー
プなどを使うことが大切。

クーラーボックスを使い浮力を確保する訓練。ペットボトルなども代用
できる。

溺れた人を水から引き上げる時の訓練。

講師
神戸海上保安部 救難係

西馬 嘉秀さん

楽しく安全に海とつきあうために■兵庫県水難救済会
　7月15日、神戸市立なぎさ小学校にて、 小学校
4年生約60名、教職員・保護者約20名が参加し、
ボランティア教室が開催されました。神戸海上保安
部、兵庫県スキューバダイビング安全対策協議会の
協力のもと、児童たちは自己救命確保、救命胴衣着
用体験、溺者救助法、救急法などについて指導を受
けました。


