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２０１８・１・１発行

正 観

会

長

遠藤

勝

(無情の現象界の奥に恒常不変の本体的、理念的なものを正しく心に写し対処する）

幹事長 三條

貞夫

・

事務局長

遠藤

近志

新年明けましておめでとうございます。国際社会人剣道クラブの会員の皆様方におか
れましては、新春の息吹を身体中で感じ、昨年にも増してより一層の飛躍を心に誓った
ことと思っております。どうぞ新年の誓いをしっかりと実行されまして自らの夢の実現
に向かってご精進されますように祈念しております。
常日頃より皆様方には、当クラブの運営に際しまして、温かなご支援、ご協力をいた
だき改めて感謝申し上げる次第であります。今年も東北クラブ、心を
ひとつに計画的に事業を進めてまいります。なお一層のご理解とご協
力をお願いいたします。
皆様方のますますのご健勝、ご活躍を祈り、新年のご挨拶といたし
ます。
NPO 法人

国際社会人剣道クラブ

東北地区クラブ

会長

遠

藤

勝

雄

会員の皆さまにはすこやかに新春をお迎えのことと存じます。昨年中は東北地区クラ
ブの各事業にご協力下さいまして誠に有難うございました。
また、遠藤勝雄先生が昨年１０月に平成２９年度生涯スポーツ功労者として文部科学
大臣から表彰されましたことは当クラブとしても晴れがましく、心よりお祝いを申し上
げますとともに遠藤先生の益々のご活躍をお祈り申し上げます。
本年度最後の１月例会は米沢で開催されることになりましたので皆
さまと剣を交えさわやかな汗を流して１年をスタートしたいと存じま
す。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
NPO 法人

国際社会人剣道クラブ
幹事長
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東北地区クラブ
三

條

貞

夫

１

文部科学大臣表彰
遠藤勝雄先生が「生涯スポーツ功労者表彰」をご受賞されました。長年に渡り剣道の

普及、振興のためのご指導に貢献され顕著な
成果を上げていることに対して表彰を受けら
れたものです。心からお祝い申し上げるとと
もに今後益々のご健勝とご活躍をご祈念申し
上げます。
２

岩手県北上市例会の報告
昨秋のこととなりました。稲穂が黄色く実

る９月２３日(土)、２４日(日)の両日、岩手
県北上市において２４名のご参加を頂いて本年度第４回目の例会を開催いたしました。
素晴らしい会場をご高配い
ただきました菅義行先生、
會澤秀彦先生に心より感謝
申し上げます。
２３日は花巻市民体育館
において東北地区合同稽古
会に参加して周り稽古・八
段の先生方の元立ち稽古と
たっぷり稽古を頂きまし
た。全国会長の湯村正仁範士も遠路鳥取県から足をお運びくださり、東北地区合同稽古
会にもご参加されて厳しく稽古をつけてくださいました。その後は北上市ふるさと体験
館に場所を移して気持ちの良いお風呂で汗を流し、美味しいお酒と食事を味わいながら
の楽しい宴です。
♦懇親会の皮切りに8月の長野審査で七段に昇段された古濱久美子先生と8月の仙台市
審査で五段に昇段された小林房雄先生のお祝いがありました。
・小林先生 「南陽例会での模擬審査と遠藤勝雄先生の講義が勉強にな
った。立合いでは特に間合いを盗むこと、攻め合いの中で乗って打つこ
と、面打ちが大きいので相手の面をなぞるように打つことを意識した。ご
指導を仰ぎながらさらに精進をして六段を目指したい」
・古濱先生 「岐阜県羽鳥市での全国例会で受けた模擬審査のビデオを見て日頃ご指
導頂いている課題や欠点を確認できた。その反省を審査に生かせたこと
が大きかったと思う。さらに精進して良い剣道を目指したい」
と両先生とも国際社会人クラブでのご指導への感謝と今後の抱負を力
強く語ってくださいました。これからの益々のご精進とご活躍を祈念い
たします。
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♦全国例会（鳥取県米子市

11月11日(土)～12日(日) ）壮行式

東北地区クラブを代表して西口晃先生、中村等先生、遠藤近志先生、阿部東司先生、
阿部東悦先生が選手で参加されるとのことで決意表明と拍手での激励となりました。
アットホームな雰囲気の中、あちこちで剣道談義の花が咲いて盛り上がり、夜の更け
るまで楽しい時間が続きました。
翌朝は朝食前に6時から朝稽古が行
われました。湯村範士、曽根孝悦先
生、佐藤孝康先生が酒宴のお疲れも見
せずに指導稽古をつけてくださり清々
しく二日目が始まりました。審査研修
に先立って湯村先生から審査に関する
ご講話を賜りました。内容は「審査の基準、評価の内容、審査に臨んでの心構えと注意
点、普段の稽古において気をつける点」について審査への取り組み方を中心にご講義い
ただきました。引き続き湯村先生に８段受審者を、５，６，７段受審者は佐藤先生にご
指導いただきました。
８段受審者会場では「審査していただく心構えとして着装を整え、立ち合う位置を考
える。１本出したら後はないという気迫のある立合いをすること。」とのご指導があり
ました。５，６，７段受審者会場では「自分の最高の技を出すこと。面なら面、小手な
ら小手、一本一本をもっとしっかりと打突すること」と技量を磨く必要をご指摘いただ
きました。
その後湯村先生、曽根先生、佐藤先生
に元に立っていただいての指導稽古とお
互いの自由稽古に各自が課題を克服すべ
く気持ちを引き締めて取り組みました。
最後に湯村先生から、「審査も目標の
一つであるけれども自分の剣道の質の向
上を目指すことが大事。常に見つめ見直
して悪癖に気づき、直すように努めなけ
ればいけない。」との講評を頂きました。
湯村先生ご自身も『剣道指導要領』（全日本剣道連盟発行）を時折見返して基本を見
直しているとおっしゃられていました。
湯村先生、曽根先生、佐藤先生はじめ、素晴らしい会場をお手配くださいました菅先
生、會澤先生、そしてご参加ください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；湯村正仁、曽根孝悦、佐藤孝康、塩野邦夫、三條貞夫、菅
遠藤近志、藤田恒夫、照井悦信、江俣和代、會澤秀彦、中村
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義行、
等

細矢国昭、三枚橋竹人、種村信行、
西口 晃、小淵俊江、小林房雄、
地主貴志子、佐藤和子、古濱久美子、

相澤俊夫、
稽

古；遠藤勝雄、三浦

均、

北上市剣道協会会員
３

山形県米沢市例会のご案内

2018 年の幕開け、新年の地区例会
を下記のとおり開催いたします。良い
年のスタートといたしましょう。例年１月の例会は岩沼で行われておりましたが、寒さ厳
しい折、稽古会場に暖房設備がないため今回は山形県米沢市の三條かの記念館で行います。
遠藤会長のご受賞の祝賀と、さらに秋の東京での審査会で七段に昇段された佐藤幸一郎
先生のお祝いを盛大にしたいと思います。
1 月 13 日（土）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。
是非多くの会員のご参加をお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。
（１）日

時

平成 30 年 1 月２７日（土）午後３時

審査研修・稽古等

午後７時００分

懇親会

（５時バス迎え）
２８日（日）午前９時開始
午前１１時終了
（２）会 場

三條かの記念館

〒992-0038 山形県米沢市城南１－５－２７
（３）宿

泊

小野川温泉

℡

0238（23）3334

℡

0238（32）2211

やながわ屋旅館

〒992-0076 山形県米沢市小野川町 2486

＊会場と旅館の間は旅館のマイクロバスで送迎いたします。
（４）会
３

費

１泊 2 食付き

10,000 円

（懇親会費含む）

審査合格者の報告
七段（長野県真島総合スポーツアリーナ） 古濱久美子先生（岩手県）
七段 (東京武道館) 佐藤幸一郎先生（宮城県）
夫々8 月、11 月の審査会において見事初挑戦で合格というご快挙です。
心からお喜び申し上げます！

４

全国例会の報告！
平成29年11月10日(金)～11月12日(日)の3日間、湯村会長のおひざ元である鳥取県米

子市の鳥取県立武道館で全国例会が開催されました。11月10日は理事会、11日は審査研
修と個人戦・夜は臨時総会と大懇親会、12日は国際親善地区対抗試合が実施されまし
た。台湾32名、韓国25名、アメリカ(シアトル)6名、東北6名、関東17名、東海7名、近
畿23名、中国42名、九州18名の総勢176名の参加となりました。
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試合結果は以下の通りです。
女子個人戦 優勝

森田真智子（中国地区）

準優勝

平岩香織（中国地区）

男子個人戦 優勝

乗本志考（中国地区）

準優勝

磯部健治（近畿地区）

団体戦

中国A

優勝

準優勝

韓国A

三位

近畿A、中国B

（団体決勝は2-2の引分けで代表者戦での決着となりました）
東北地区クラブは西口、中村、阿部(司)、遠
藤、阿部(悦)で初戦九州Aとの戦いになりました
が、惜しくも1-2で敗れました。しかし、大将阿
部(悦)先生は九州Aの大将山田八段と引分けまし
たが、八段に見劣りしない立ち振る舞いで素晴
らしい内容の試合でした。表彰ではこの試合内
容が評価され阿部(悦)先生が敢闘賞を受賞しまし
た。個人戦では皆さん検討はしたものの、残念
ながら入賞には至りませんでした。
総会は曽根理事長が議長で進行され議事は満場
一致で承認されました。人事として湯村先生の会
長任期満了により関東地区の川瀬先生が次期の会
長に選ばれました。毎回のことながら懇親会は盛
り上がり、今年は安来節（やすぎぶし）のどじょ
うすくい踊りが披露されました。
５

６

新会員紹介 (予定)
菅野由里子 先生（宮城県）

及川成美

先生

(宮城県)

関東地区クラブとの交流稽古会（有志）がありました。
10月28日（土）関東地区クラブから山田昭典先生、近野悦子先生、頼金達臣先生、

寺地正吾先生が来仙され、阿部東悦先生のお骨折りにより六郷東コミュニティセンター
で交流稽古が行われました。会員の皆さまには周知が間に合わず少人数の参加となりま
したが「交剣知愛の輪で東北の復興を盛り上げよう！」の挨拶で、全員の周り稽古そし
て自由稽古と元気いっぱい、時間いっぱい稽古に汗を流しました。
会員では阿部東悦先生、小淵俊江先生、菅野由里子先生、小林房雄先生、地主貴志子
先生、中村等先生が参加されました。
７

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！
今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。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。
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遠藤会長からもご指摘やご発案を賜りましたが、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、ご提案等がありましたら是非、どんなこと
でも結構ですので遠藤近志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。
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
toyodasueo@gmail.com
東海地区クラブ
近畿地区クラブ
中国四国クラブ
九州地区クラブ

幹事長
幹事長
幹事長
幹事長

井上一久氏
k-ino22@hm5.aitai.ne.jp
岡本洋子氏
okmt0082@biscuit.ocn.ne.jp
金尾静一氏
kanao-0522@amethyst.broba.cc
佐藤博喜氏（中道）nakamichi3303@outlook.jp

編

集 後 記
本年も年頭に嬉しいお知らせと共に「正観」第 67 号をお届けすることができました
事を大変喜ばしく心より深謝申し上げます。
会報を読み返して一年間を振り返ってみますと、東北地区クラブの活動を通して賜り
ましたご指導には深みと重みがあり剣道の素晴らしさと剣道ができる幸せに改めて感謝
の気持ちで一杯になります。小さな事でも疎かにせず常に振り返りながら丁寧に積み重
ねていくことの大切さ、それを真摯に継続していくことで技術も人格も磨かれていくこ
と、剣道を正しく学んで正しく伝えていくという目標、交剣知愛を楽しみながら切磋琢
磨して高め合うことを教えて頂きました。今年も皆様に東北地区クラブの活動を少しで
もお伝えできるように、編集員一同微力を尽くしてまいりたいと思います。
会員の皆様にはこれからもお支えを賜りますようよろしくお願い申し上げます。
（江俣和代）
※年会費未納の会員が数名おります。その方には振込用紙を同封いたしますので
1 月末までに必ず納入頂きますようよろしくお願いいたします。
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