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Club activity
  Inter-school sports competition was held 
in the first weekend of June. On Saturday, 
I went to support the junior high school soft 
tennis team. The next day, I cheered on the 
table tennis team at the White Cube. The 
matches were exciting. Seeing the pupils 
playing their hearts out was so moving and 
brought back memories of my high school 
days. 
  I was a member of the canoe team. I 
trained three times a week - two weekdays 
in school and Saturday at the river. In 
school, we ran and did weight training. 
On Saturdays, we rowed canoes in a river. 
Nearing competitions, we trained much 
more frequently. We trained on Sundays. 
Sometimes, we trained by ourselves at the 
public gym. 
  Club activity was a mix of fun and pain. 
Seeing improvement kept me going. We like 
canoeing and feeling our boats glide over the 
water. After training hard at the river, we 
always had a satisfying lunch at the nearby 
shopping mall. However, there were times 
that training got gruelling. When I was a 
first-year student, our seniors made us do 
many push-ups as a punishment for not 
taking the training seriously. Having to turn 
our capsized boats around was dreadful. 
  I specialised in the K2 event. I rowed 
behind a partner in a K-boat. My partner 
and I  became very good fr iends.  We 
encouraged each other and were sisters-in-
Christ. We prayed together before our race 
for peace and for good results. In the end, 
we came in third. Our school team came 
in second. We were very happy with this 
outcome.
  Looking back on my high school years, 
I realised that club activity moulded my 
character. It taught me to trust my partner 
and team-mates. I developed discipline and 
perseverance to work hard towards my goal. 
Club activity is great! 

●部活動
　６月最初の週末に中総体が行なわれました。

私は１日目にソフトテニスの応援に行き、翌日

はホワイトキューブで卓球部を応援しました。

試合は激しく、選手たちの一生懸命に戦ってい

た姿に感動して、高校時代のことを思い出しま

した。

　私は高校ではカヌー部でした。練習は週に三

回で、平日は学校で走ったり、ウエイトトレー

ニングをしたりして体を鍛えました。土曜日に

は川でカヌーを漕いだり、レースをしたりしま

した。大会が近づくにつれて練習が頻繁になり、

日曜日でも団体練習がありました。公衆用のト

レーニングルームで練習したこともあります。

　部活動は楽しい時もあったし、辛い時もあり

ました。しかし上手になるためには練習をあき

らめませんでした。そもそも私はカヌーが好き

で、カヌーを漕ぐことを楽しみました。土曜日

に川で必死に練習したあとはいつも近くにある

ショッピングセンターで食事しました。しかし、

練習があまりにも厳しい時もありました。一年

生の時、練習をふざけたことを注意されて先輩

に腕立て伏せをさせられたこともありました。

雨の日も練習があり、そのような日はカヌーを

漕ぐことが非常に難しかったです。

　私はダブルス種目専門でした。K 種ボートの

後ろ席に座って、パートナーと漕ぎました。パー

トナーは大事な仲間であり、お互いを励まし合

いました。しかも、私たちはクリスチャン同士

です。レースが始まる前、気持ちが落ち着くよ

うに、いい結果が出せるようにと一緒に祈りま

した。その結果、レースでは三位を取ることが

でき、団体戦では準優勝でした。　高校生活を

振り返ってみると、部活動のおかげで忍耐強く

なったことに気づきます。パートナーとチーム

の仲間のことを信じることの重要性も覚えまし

た。目標に達成するのに必要な自律も根気も身

につけました。部活動は最高です！

平成25年７月１日号 広報しちかしゅく No.630 ⑯⑰


