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中央指導者講習会おわる
全国から137名が参加
今年の夏全国ラリーの会場となる伊豆修善

ためやむをえず参加できなかった18名を除

寺の日本競輪学校で去る1月17〜19日の2泊

いた受講者数である。
師ス

ブロック別

講
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1．受講者について

中 部

（1）参加申込状況

近 畿

当初100名の予定のところ、各県からの

ilI国

申込が200名近くなったので、教室その他

閥 国

の収容能力から150名程度に減らすよう各
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について要約お知らせします。
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3日間、44年度サイクリング指導者中央講習
会が開催された。その模様や今後の参考事項

九 州

協会に協力をお願いした。
合計53名84名

その結果女性指導者や年令の若い参加希
望者、同一の地区やグループからの何人も

137名

なお今回受講者ゼロの協会が数県あった

の申込は、残念ながら来年まで待って頂く

が、指導者整備のまだ不十分な協会は来年

ことになった次第、今回受識できなかった

度には是非奮って参加するようご配慮を願

参加希望者のご諒承を願います。

いたい、

（2）受講者の内訳

2．講習内容について

今回始めての試承として、講師コース（

53名）と普及指導者コース（84名）を平行

第，1，両コース合同で、「JCAと地方協会」
識師商田JCA専務理事の誰義に引続き、「社

して講習した。
また受講者の約3分の1が教育委員会、

会体育とサイクリング」について文部省の松

教師、青年の家、公民館、Y､Hなど所謂協

島審議官（前スポーツ課長）の特別識演を願

会外の指導者であったことも注目すべき変

い、第2日からは両コースに分れて次の如く

化（野外活動としてのサイクリング重視の

識義を行なった。

傾向）と考えられる。

(1)誰師コース
○:I1f少年問題とサイクリング（青木拙師）

（3）ブロック別の参加状況

○野外活動と〃（長谷川講師）

次の表の通りであったが、これは受講を
承認された155名のうち、雪のための新幹

○体力づくりと〃

（小川識師）
（次頁へ）

線の運休、遅延や全国的に流行したカゼの

I

○JCA講師の心構え（鳥山講師）
○対象に適した話し方（〃）
(2)普及指導者コース

各県におけるサイクリング普及のレベルが段

を接近してきた結果と考えられる。
なお時間不足の問題と関連しては、特にき

○サイクリングの社会的意義（青木講師）

上たいことを予めメモに書いて第1日受付に

○学校教育とサイクリング（長谷川講師）

出すこと、各講義の終りに積極的に関連事項

○指導者の心構えと任務（鳥山講師）

の質問をすること、第3日全体会議までに更

○講習会､ラリーの企画､運営（〃）

に知りたいことの要旨を書いて事務局に出す

○サイクリング指導上の心得（〃）

ことを呼びかけたが、今後これをもっと積極

○自転車の基礎知識（〃）

的に活用して、限られた時間をより効果的に

今回の講義で新らしいテーマとして特に取

使うよう受講者の協力が必要と感じた。

り入れたのは、今後の普及推進上最も重要視

4．参考事項

すべき社会体育としてのサイクリングの位置

付けや実践方法（松島審議官の講演）および

講習会の講演、講義、研究討議などから、

体育医学的研究に基ずくサイクリングと体力

参考になるものを摘記すると大略次の通りで

づくりとの関係（東京教育大の小川教授の講

す。

義）であった。

(1)講演言｢社会体育とサイクリング」から

その他青木先生（大阪府立大）長谷川先生

○社会体育とは

（東京教育大）および鳥山識師（JCA常任委

①学校の体育活動を除いた一般社会対象

員）による各専門部門の講義も、問題点の解

の体育活動をいう。

明や実践方法の指導が従来より更に具体的で

②幼児から老人までの生涯体育を対象と

あったので、受講者の熱心な受講態度と相ま

し、レクリエーシ重ン野外活動全部を含む

って大いに研修効果があったものと考えられ

広い範囲の体育活動である。

○社会体育振興の必要性

る。

なお今回参加された所謂協会外の指導者の

①体力づくり国民会議の設立

うちには、サイクリングの経験の浅い人も相

東京オリンピックの反省として、閣議で

当あったので、第1日夜特別講習の時間を設

河野一郎氏が国民の旺盛な気力と強健な体

けて補習を行なったが、この種受講者に対し

力がわが国発展の基盤であること強調、こ

ては今後とも必要と感ぜられた。

れを目的として設立された。

②日本体育協会の方針

3．情報交換、研究討議、全体会議に

東京オリンピックで見られた日本選手の

ついて

ひ弱で爆発力が弱い欠点に対処するため基

上記のような盛り沢山の講義中心の講習で

礎体力の強化と選手の底辺拡大を図らねば

あるため講師一→受講者の一方交通となるの

ならない。このためには少年時代からのス

を避けるため、受講者の意見発表や質疑の機

ポーツ奨励が必要。

会をなるべく多くすることに努めたが、受講

③文部省
学校体育は週2〜3時間、クラブ加入者

者多数のため 情報交換（第1日夜）研究討議

は生徒の20％程度であるから、学校外での

（第2日夜）も時間不足が感ぜられた。

しかし全体会議（第3日で、各コースおよ

スポーツ（地域的、多彩な種目の社会体育）

び分科会の意見を総合検討した段階では、ど

の振興が必要。

の部門も問題点が略々共通であった。これは

④国民生活の変化
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次のような社会的変化に対応してスポー

・筋力は特別なトレーニングをしなけれ

ツ需要が増大し多様化する。

ば19〜23才で発達がとまり、25才以後は

・産業の高度成長、都市化、技術革新

低下する。

・所得水準の向上、余暇の増大、レジャー

・荷重の原則

意識の変化

①筋力の向上には現有筋力の％以上の荷

・職場での単調な部分的な仕事による孤独

重をかけた運動を毎日（短時間）続け、強

感

度を次第に高めることが必要。これを毎日

・児童生徒のテレビ視聴時間は年間総授業

やらないで、隔日にやれば75％、3日毎に

時間に匹敵する（文部省実態調査）

やれば50％位の効果しかない。2週間に1回

・大都市の盛り場などにおける人間（第3

位やったのでは筋力の向上には役立たない。

の空間における匿名の群集）の行動

②持久力は荷重路程度で毎日（長時間）

これらをスポーツに結び付けるため社会体

くたびれるまで続けると強くなる。
○サイクリング時の運動

育を盛んにすることが必要である。
○当面の振興施策

①普通のサイクリングは持久力を育てる。

① 施 設

平坦地でペダルを踏承続ける運動は、荷重

既存の体育施設の70％は学校が占めてい

をかけた筋肉の等張性の収縮を繰り返すの

る。これをもっと開放するとともに、その

で、長時間続けると毛細血管が発達一、呼

他の施設を増備すること。（文部省は昨年

吸器循環器の機能を刺激一、新陳代謝がよ

から交通安全教育センターを毎年40ケ所宛

くなる結果、持久力が強くなる。

作り、（1ケ所約200万円うち文部省路補
助）各県の学校中心に活用させ45年度から

②坂道を登るトレーニングでは、筋肉は
等尺性の収縮を繰り返すので筋繊維は太く

JCAに自転車貸与の協力を依頼している。）

なる。（貧弱な細い脚は美しい健康な脚線

②指導者

になる。）

各種のスポーツ、レクリエーションの指

（註）しかし普通のサイクリングでは、坂

導者が沢山いるが、連けい協力が不足。

を登るのは短時間であるから、あまり脚が

③ 組 織 化

太くなる心配はない。

体育指導委員、社会体育施設等が積極的

O他のスポーツとの違い

に協力して各種スポーツ教室などを各地域

①サイクリングは他のスポーツよりも、

で行ない、スポーツ少年団その他のグルー

休んだら急速に疲労が回復する特色がある。

プの育成に努めること

（註）普通のサイクリング（時速15km位

(2)講義「体力づくりとサイクリング」から

で普通の条件の道路を走り、1時間走って

○体力づくりとは

休む）では休憩5分位で疲労は回復する。

身体の形態、機能………………行動体力

②サイクリングは走行中は楽で、しかも

身
体
の
抵
抗
力
､
適
応
鵬
力
}
…
…
…
防
衛
体
力

相当強い運動効果を挙げられる。

この両者を高めることが体力づくりである。

時間歩くよりも時速20kmで1時間自転車

・行動体力は筋力、持久力、敏捷性、柔軟

で走る方が、経験上ずっと楽であるが、そ

精神力

（註）平地を毎分120m（時速7.2km）で1

性、平衡能力、パワー（筋力×スピー

の場合の運動強度はサイクリング8.8RMR、

ド）、調整能力で、これを高めるのがト

歩行6.4RMRである。

レーニング。

（次頁へ）
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③サイクリング中の身体表面に対する刺

、指導者の資格を持ったものが活動する場

激（爽快感）は他のスポーツに比類のない

所や機会をもっと多く作ること。
、自転車業者がもっとサイクリングを研究

特長である。これは運動を快適にするとと

し、指導すること。

もに身体の調整能力、抵抗力を強くする。

（註）強度の歩行やランニングでも体温は、

、社会教育では女性が参加するのは原則で

40度C位に上るがサイクリングのような空

あるから、サイクリングでも女性サイク

冷は不可能である。

リストや女性リーダーの育成が必要。

○組織について

④体力に応じて加減できる点も大きな特

①各県の有効な事例発表

長である。老若男女、当日の体調に応じて

・大阪では地陳毎にクラブがあり、未経験

強度を加減できるサイクリングは万人向で

者を集めてリーダーが脂導している。

あるとともに生涯スポーツとして断然優れ

・幼稚園児から参加させる親子サイクリン

ている。

(3)蕊研究討議、全体会議」から

グを計画。
、スポーツ少年団でバッヂテスト、スピー

○施設について

ドテストをやり思い切り走らせた。

①現在各地で旧廃道、河川用地、国鉄路

線跡地、林道、農道などを利用してサイク

②クラブ等の組織がないと協会活動、リ

リング道路が計画または遮設されつ上ある

ーダー養成も困難につき現地で

事例が多数報告された。

、行事中心に、一般の認識を商めクラブ作

②JCAからは自転車道等整備に関する法
案、道路職造令の改正、太平洋沿岸縦断サ

、核をまず作り、それを中心にクラブを作

りをする。

イクリング道路（第1期計画銚子和歌山間

る

、スポーツ少年団や謙年団に職種的にサイ

1,500km）などについて報告した。

③今後￨:l転車道路、交通公側等の施設を

クリングを取り入れる。

設涜させるためには、夫点の地域の市町村

などに努力するよう助言があったC

段階から、サイクリング協会、体育振興審

Oサイクリング中の事故責任についてJCAか

議会、体育指導委員会、業界等の組織を活

ら次の如く応答した

用して政治力を発揮することが効果的であ

、判例がないが法律的には主催者または指

導者側に簸大な過失がなければ刑il1:寅任

るとの助言があった。

○指灘について

は問われない。

．しかし賠使黄任は刑事責任とは別で、個

①各県の効果的事例の報告

左の実情に照らし裁判所で判定する。

.「学校におけるサイクリング指導の手引」
の学校配布による先生方の理解向上。

実際の通例としては見舞金を出す程度。

・母親と子ども対象に夏休みの学校の校庭

、見舞金や治療代にあてるための保険制度
は個之の大きなラリーなどで交通傷害保

で交通脂導隊による指輔。

険をつけているが、全国共済的な保険は

・県協会、Y､H，教育関係者が合同して野

各協会の意見がまとまらないのでまだ実

外活動の講習会開催。

施できない。

②各県からの要望
・各学校（特に中学校）に講師および普及

・一一一一一＝君。、ロ■・和・■■ w・■w・■屯・ ・宇弔・ ．■字 叩一口『 勺■ーqr勺■言■『司内p､司戸可グー■‐■"、

；このJCAニュースは｢1本自転車振興会の補助メ
ミ を う け て 出 版 さ れ て い ま す 。 〈ミ

指導者の名簿を配布し、積極的に協力を
求めさせること。
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