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事務局長 遠藤 近志

東北各地の桜の名所は天候にも恵まれ多くの人出で賑わいました。春爛漫のすばらし
い季節を迎えられ会員の皆様には一層ご精武のことと存じます。
さて、郡山例会を皮切りに新年度がスタートいたしましたが、各種事業の計画も承認
され、新しい会員の加入もあり活気ある１年が期待されます。
今後とも皆様方のご意見を取り入れながら充実した事業を展開したいと思いますので、
どうぞよろしくご協力をお願いいたします。
NPO 法人 国際社会人剣道クラブ 東北地区クラブ
幹事長 三條貞夫
１

福島県郡山例会の報告
梅の見頃とは言え花冷えのする３月２５日・２６日の両日、福島県郡山市の郡山総合
体育館及びホテルバーデンにおいて新年度第一回目の東北地区クラブの例会を開催いた
しました。新入会員を含む２６名の会員の方にご参加いただきました。素晴らしい会場を
ご高配賜りました石田慶節先生には改めて心よりお礼申し上げます。今回は平成29年度
の定例総会も開催されました。段を変えて報告させて頂きたいと思います。
例会の初日は審査研修です。遠藤会長には８段受審の皆さまを、曽根孝悦先生には５，
６，７段受審の皆さまをご指導いただきました。各自、前回の研修で頂いた課題を克服す
べく修練を積んで臨んだと思われましたが、まだまだ厳しく自分の剣道を見直さなければ
変化がないとご指摘を受けました。
「会員にとって昇段は大きな目標ではありますが、それだけではなく交剣知愛をはか
りながら『良い剣道』を目指しましょう。」と遠藤会長のお言葉がありました。「『良い
剣道』とは何か。礼法に始まり、しっかりした合理的な構え、対話のある攻め、機会を捉
えた理合をはこぶ打突、そして稽古で培われた風格。良い剣道を目指すことでおのずと昇
段も叶ってくる。そしてさらに良い剣道を正しく伝承していくことも求められる。その為
にはただ知識として知っているだけでなく実践できることが大事。できているつもり、や
っているつもりを完全に払拭して自分の剣道を見つめ直し、誰もが持っている悪癖を正さ
なければならない。」
ということで、二日目の研修は遠藤先生から竹刀の握り方、手の内の作用、左拳の位
置、剣先の位置、足の踏み方等、一人ひとりが構えを細かくチェックしていただきました。
構えたときの形を保ったまま竹刀を振り上げ振り下ろす時の体の運用、また刃筋、鎬の意
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識を詳しくご講義いただいて、素振り、切り返し、切り返しの受け方、攻め・溜めのある
打ち込みの仕方等を示範して頂き、実技講習となりました。その後曽根先生、佐藤孝康先
生にもご指導に加わって頂き、指導稽古と自由稽古に時間を延長してたっぷり汗を流し大
変有意義な充実した例会となりました。正しい剣道、きれいな剣道、見る人の心に響く剣
道を目指す第一歩が踏み出せたことと思います。
初日の稽古の後は総会、そして懇親会と内容の濃い一日となりました。懇親会の席上、
国際社会人の本部理事長としてご活躍されている曽根先生からはポーランンド親善事業
のご報告がありました。また新入会員の柴崎裕先生のご紹介もあり、活気溢れる雰囲気の
うちに酒宴が繰り広げられました。
遠藤会長、曽根先生、佐藤孝康先生、お手配頂いた石田副会長、そしてご参加いただ
きました会員の皆様に改めて感謝申し上げます。

（１）参加者（敬称略・順不同）
宿 泊；遠藤勝雄、曽根孝悦、石田慶節、塩野邦夫、三條貞夫、遠藤近志、五十嵐諒、
種村信行、細谷国昭、小林房雄、中村
田中嶋広安、西口

晃、柴崎

等、平子雅道、小淵俊江、佐藤和子、

裕、江俣和代

懇親会；渡辺茂喜、佐藤幸一郎
稽 古；佐藤孝康、渡邉初男、佐藤弘明、三枚橋竹人、三浦
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均、地主貴志子

２

通常総会の概要

前段でも触れましたが2017年度の通常総会が開催され、2016年度の事業報告と決算報
告、今年度の事業計画と予算案が説明され満場一致で承認されました。参加出来なかった
会員には報告書を同封いたします。
新年度の事業計画で特筆されるのは地区例会の新たな企画です。しっかりした年度計
画を作成し事前の予定を入れて頂くことで、地域の特性を活かした5回の開催を実施する
予定です。
次回の米沢例会では関東地区クラブの会員の先生方にもお越し頂くことを三條貞夫先
生がお手配中です。またちょうど蛍の観賞やさくらんぼ狩りにぴったりの時期、剣道の稽
古で交剣知愛、いで湯に浸かり美酒を酌み交わし、蛍を愛で、さくらんぼに舌鼓を打てる
なんて至福の2日間が待っています。ぜひ多くの皆さまのご参加をお待ちしております。

《 今後の地区例会の予定 》
開催地

期

日

会

場

懇親会・宿泊

担

当

山形県米沢市

６月２４日(土)
２５日(日)

三條かの記念館
三條かの記念館

小野川温泉
やながわ屋

三條貞夫先生

山形県南陽市

７月２９日(土)
３０日(日)

南陽市民体育館
南陽市民体育館

赤湯温泉
むつみ荘

五十嵐諒先生

岩手県花巻市

９月２３日(土)
２４日(日)

花巻市体育館（＊）

北上市ふるさ
と体験館

菅義行先生

１月２７日(土)
２８日(日)

グリーンピア岩沼・ ホテル モン
タナリゾート
体育館

宮城県岩沼市

北上市ふるさと
体験館・体育館
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會澤秀彦先生
遠藤近志先生

（＊）東北合同稽古会に参加
どうぞ初日だけでも、翌日だけでもと調整されて多くの会員がご参加されますように
お願いいたします。

３

山形県米沢例会のご案内
本年度の 2 回目の地区例会を下記のとおり開催いたします。前述させていただきまし
たように関東地区クラブの先生方との交流、ホタル観賞、サクランボ狩りなどが盛り込ま
れ大変楽しみな例会となります。できるだけ多くの会員の皆様のご参加をお勧めします。
同封のはがきにより５月３１日必着で申し込み願います。欠席の場合でも必ず返信してく
ださい。どうぞよろしくお願いします。
（１）日

時

（２）会

場

（３）宿

泊

（４）会 費

６月２４日（土）午後３時開始 研修・稽古等
午後７時 懇親会
２５日（日）午前９時開始 研修・稽古等
午前１１時 終了
三條かの記念館
〒992-0038 米沢市城南 1－5－27 ℡0238（23）3334
小野川温泉 やながわ屋旅館
〒992-0076 米沢市小野川町 2486 ℡0238（32）2211
12,000 円

４

新会員加入促進のお願いと東北地区クラブのための一言を！
昨年度は皆様方のご理解とご協力の下、福島、宮城から新会員が入会されました。本
年度も引き続き加入促進にご協力をいただき、さらに活発な事業展開をしてまいりたいと
考えております。全国例会や海外交流事業と積極的に参加し、グローバルに交剣知愛を深
めましょう。
遠藤会長からもご指摘やご発案を賜りまして、地区例会の内容について広く会員の皆
様方の要望やご提案をお寄せいただいて、より魅力を増したクラブに発展させていくこと
となりました。例会の時に取り入れて欲しい内容やご要望、お考えがありましたら是非、
どんなことでも結構ですので遠藤事務局長にお声をお寄せください。みんなで心を寄せて
盛り上げていきましょう。
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５

新会員のご紹介と会費納入の案内
退 会
新入会

千葉春秀先生（宮城）、前田貞一先生（秋田）
西口 晃先生（宮城）、柴崎 裕先生（福島）
地主貴志子先生（宮城）、相澤俊夫先生（宮城）
先生方の益々のご精進、ご活躍を祈念いたします。
◆ 平成２９年度の会費の振込用紙を同封いたしますので、６月末ぐらいを目途に納入
の程よろしくお願いいたします。年会費は２万円で、５千円が本部運営費、１万５
千円が地区クラブの活動費となります。
６

京都総会の概要

毎年５月３日に開催されております国際社会人剣道クラブ通常総会が本年度も京都ホ
テルオークラで盛会に開催されました。特筆事項としては三條先生が副理事長にご就任さ
れたこと、そして会費取扱い規程の一部が変更されて満４０歳未満会員の年会費が１万円
（満４０歳以上は年会費 2 万円）と定められたことです。また、今年の全国例会は 11 月
1０日(金)～12 日(日)鳥取米子市で実施されることが承認されました。詳細は後日本部よ
り送付される報告書をご覧ください。
総会は 50 名の出席、259 名の委任状により総会成立を確認して始まり、理事会におい
て決定された項目は賛同を得て承認されました。
東北地区クラブからは遠藤会長、石田副会長、曽根先生、三條幹事長、五十嵐諒先生、
庄司敬一先生、中村等先生、小淵俊江先生、江俣和代先生の 9 名が出席しました。
７
《

IGKC の主な事業計画
全国地区 》
・ 全国例会 11 月 10～12 日（金～日）鳥取県米子市
《 国際親善交流 》
・ ラトビア・ベラルーシ・リトアニア 5 月 24 日～6 月 3 日（水～土）〆切済み
・ 韓国社会人剣道大会 7 月 14 日～18 日（金～火）
会 場；韓国仁川・南洞体育館
種目；国（地域）別編成の団体戦、個人戦
参加費；2 万円
申込；5 月末まで事務局へ
・

チェコ・クロアチア・オーストリア

10 月 13 日～25 日（金～水）

８

垂名札及びウインドブレーカーの作成！
ウインドブレーカー、サイズは数種類（Ｌ・ＬＬ・ＸＬ）、袖の部分はゴムで絞るタ
イプ。裏生地なく、肩から背中の部分に網目ネット使用。現在は、注文製造の為、1 枚
3,500 円です。また、IGKC入りの名札作成については、一点あたりの金額が3,900円で
す。どちらでも希望される会員は事務局宛申し込み願います。
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他地区クラブの幹事長紹介
お仕事や旅行などでお出かけのときは、剣道具を持って交剣知愛の機会をおつくりく
ださい。各地区クラブでは、どこでも大歓迎をしますよ。
関東地区クラブ
幹事長 豊田末雄氏 埼玉県さいたま市浦和区上木崎
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ toyodasueo@gmail.com
東海地区クラブ
幹事長 井上一久氏 愛知県豊田市陣中町
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ k-ino22@hm5.aitai.ne.jp
近畿地区クラブ
幹事長 岡本洋子氏 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ okmt0082@biscuit.ocn.ne.jp
中国四国クラブ
幹事長 金尾静一氏

広島県福山市千田町
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ kanao-0522@amethyst.broba.cc

九州地区クラブ
幹事長 佐藤博喜

福岡県久留米市上津町
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ nakamichi3303@outlook.jp

編集後記
新緑の美しいこの時期は稽古で流す汗も清々しく何とも言えない心地良さを感じます。
清浄な涼風に心洗われ華やぐ植物や鳥たちに勇気を鼓舞されながら稽古に邁進いたしま
しょう。正観第６４号は京都総会のご報告を盛り込んでお届けいたしました。「朋あり、
遠方より来たる。亦楽しからずや」同じ道にいそしむお仲間の方達との稽古や交流は得難
い至福の時間となります。今年度も多くの会員の皆様と交剣智愛できることを楽しみにし
ております。
（江俣和代）
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