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2017(平成 29)年、会員皆様のご協力に感謝申し上げます。
2017 年は、やはり、2017 年 11 月 10 日(金)～12 日(日)、鳥取県米子市にて開催した 2017 年(平成
29)年度全国例会・第 14 回国際親善剣道大会を、過去最大規模の参加人数 176 名が一堂に集い、国内･
海外の皆様に大変に喜んでいただき、盛大にかつ成功裏に終えたことが、一番の出来事でした。
計画策定・準備等の開始は、2016 年 8 月(笠岡)での役員等打合せ会からであり、2017 年 1 月からの
毎例会からは、若手から熟年者までの会員皆様が一体となって、あの苦しい強化稽古に取組んできた
成果であると心に刻んでおります。
その一体感を持ちつつ、平素の稽古から取り組んだ会員一人ひとりのご努力、そして開催当日は、
会員皆様の力が見事に結集して、円滑な運営にご尽力をいただきました。重点強化選手には、試合に
集中していただき、その他の先生方には準備・運営等を努めて頂くチーム全体での取り組み・戦いの
結果、第 14 回国際親善剣道大会では、中国地区チームは、団体戦、男子・女子個人戦の全てを制する
完全優勝を成し遂げました。また、女子 5 名で結成した女性チームも団体戦に参加する等、本クラブ
の歴史に新しい 1 ページを記録していただきました。皆様方の素晴らしき輝かしい成果に、心より感
謝致します。
さて、中国地区クラブは、この１年間の事業計画を、無事故で無事推進することが出来ました。
会員増強についてもご協力をいただき、着実に増加し 55 名を達成！！ありがとうございます。
ただ、少々残念に思うことは、島根県域・山口県域での会員拡大が図れなかったことです。
これら活動すべての成果は、会員皆様のご理解と絶大なるご協力の賜物であり、心より厚く御礼申
し上げます。
何卒、来年も引き続きよろしくお願い申し上げます。
会員皆様におかれましては、健康で！明るく！素晴らしき新年をお迎え下さい。
幹事長 金尾静一

【第２０１号の主な事項】

① 1 月新年例会は、1 月 20 日(土)～21 日(日)（in 広島市）にて開催いたします。

(1/4)

稽古会のみの参加でも構いません。一人でも多くの参加をお待ちしております。

② 来年度(2018(平成 30)年度)の国際親善交流の計画が決まりました。
参加希望の方は、早めに申し込み下さい。

③ 新規会員の確保に向けて、引続き会員の皆さんのご協力を願います。
体験参加も多いに勧めて下さい。
本クラブの今年度(2017 年度)は、2 月末までのあと 2 ヶ月です。よろしく願います！！

平成２９年度１２月例会（忘年会・優勝祝賀会・全国例会慰労会）＝福山市＝（ご報告）
12 月例会（忘年例会）は、12 月 9 日(土)～10 日(日)、山口県
柳井市にて開催予定でしたが、11 月 2017(平成 29)年度全国例会・
第 14 回国際親善剣道大会にて、団体戦、男子・女子個人戦の全て
を制する完全優勝を成し遂げたことから、｢優勝祝賀会・全国例会
慰労会｣を兼ねて忘年例会を行うことしました。このため、一人で
も多くの会員が参加しやすい場所ということから、急遽、広島県
福山市に場所を変更して開催しました。
（⇒柳井市の例会準備等を全て行っていただきました長末先生には、大変申し訳ありませんでした。
）
師走で慌ただしい中でしたが、 第 1 日目(12/9)、集合時間の 14 時には、湯村会長を始め、参加者 18 名
が集合。やはり、全国例会の主管クラブとして、剣道大会では完全優勝を果たす等盛大にかつ成功裏に終え
たこともあり、皆さんの笑顔には、やり遂げた満足感を感じることができました。
今例会は、優勝祝賀会・慰労会を兼ねたため、第 1 日目のみの参加者の方にも交通事情等を勘案した時間・
場所選定を行ったことから、例会は 14 時 30 分に座礼から開始。湯村会長からは、11 月全国例会が盛大に成
功裏に終えたことへの感謝と労いの言葉をいただき例会開始。そして写真撮影を行いました。
写真撮影後、湯村会長からは、11 月全国例会・国際親善剣道大会について、
「運営においては、会員皆さん
の力が見事に米子へ結集され、運営もスムーズに進んだこと。そして、1 月例会から取り組んだ強化稽古を乗
り越え、剣道大会では、見事に団体戦、男子・個人戦とも制し完全優勝を果たしていただきありがとう。感
謝する。
」と総括していただきました。
予定では、日本剣道形稽古を行う予定でしたが、時間配分
の都合で省略し、直ちに基本稽古へ移りました。基本稽古は、
体幹を崩さず左中心で左腰移動し、左膕(ひかがみ)を十分に
伸ばした面の打ち込みを基本に、運足を伴った面の打ち込み
等を約 20 分程度行い、数分間の休憩後、湯村会長を元立ちに指導稽古に移りました。指導稽古は 2 ヶ月ぶり
にいただくこともあり、強化ムードから解放された安堵感と楽しみをもって果敢に掛かっておりました。

お互い稽古は、2 ヶ月ぶりの“交剣知愛”
。
道場いっぱいに繰り広げられていました。
（16 時 30 分、稽古終了。）
1 日目の稽古終了にあたり、湯村範士から「2017(平成 29)年度全国例会記念品の末廣
(扇子)に揮毫した｢人境俱忘｣の由来について《我もなし、彼もなし。空に徹して、自己なければ敵なし。》
＝山岡鉄舟＝は、心胆練磨により、合気となり自他の力が一体化することで勝負や技の優劣を超え、
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天に身をゆだねると敵味方、勝ち負けの意識が無い無我の境地となる事を意味する。そして、その二人の拮
抗した状態から放される技が｢相打ち｣であるともいえるが、最高の意識の状態であれば｢相抜け｣である。剣
道の修業で求める究極の技は｢相抜け｣である。｣と挨拶をいただき、1 日目の稽古終了。(16：35)
今例会は、次のスケジュールがタイトなため、速やかな移動をお願いしましたが、時間的に交通渋滞もあ
り 15 分程度かかり宿泊場所「福山プラザホテル」に到着。早々に懇親会参加の準備を終え、徒歩 10 分程度
の移動により「個室居酒屋

七福神」へ。慌ただしい移動となりましたが、18 時から「優勝祝賀会・全国例

会慰労会・懇親会」を、湯村会長から「優勝のお喜びの言葉と会員皆さんへの慰労のお言葉」をいただき、
続いて、大会当日の審判長を務めていたいただいた三好先生の乾杯により開演しました。
続いて、強化部長・総監督の岡本副会長、男子個人優勝者の乗本先生、三位松田先生、女子優勝者の森田
先生、団体 A チーム大将の生から優勝の喜びの言葉等をいただきました。狭い個室で移動がままならぬ状態
でしたが、愉快に食べて
飲んで、喜びあり・達成
感あり・反省あり・笑い
あり・試合の解説あり等
で大変楽しい 2 時間も、
大会当日の懇親会・歓迎会の宴会部長でありました上野先生により中締めしていただき終了。
翌日の朝稽古は、6 時 30 分を確認して解散しました。
第 2 日目(12/10)は、昨日と同じ「福山市武道館」にて、12 名が集合。6 時 30 分から朝稽古開始。朝稽古
には、津田副会長も参加をいただき、講師陣は、湯村範士と津田教士の両先生を元立ちに、指導稽古をいた
だきました。参加人数も少なかったことから、参加者は、両先生の指導稽古をしっかりといただきました。
指導稽古が終われば、お互い稽古へと稽古に集中した 1 時間でした。寒さは予想よりやや暖かく、朝日が差
し込み少々汗ばむほどで心爽やかに終了しました。
2 日目の稽古終了において、津田副会長から「小手返し技の応じ方についての注意点と、やはり稽古では、
出ばな技を稽古して下さい。
」と総括をいただき、2 日間の全日程を無事終了しました。
会員皆様のご理解とご協力により、素晴らしい記録と思い出を残していただくと伴に、今年 1 年間の行事
を無事全て終了することが出来ました。
ありがとうございます。ここに改めて感謝申し上げます。

平成２９年度（平成３０年１月）新年例会＝広島市＝のご案内
（稽古会）
日 時：平成３０年１月２０日（土）
場

１４：３０～１７：００

（集合時間１４：００）

所：『阿戸公民館』（あと公民館）
〒731-4231

広島県安芸区阿戸町６１６６番地

TEL:082－820－8222

（宿 泊）（懇親会）
日

時：平成３０年１月２０日（土）

場

所：『海田シティホテル』
〒736-0082

懇親会：１８：３０～２０：３０
広島県広島市安芸区船越南３－１－３０ TEL：082-823-9114

（朝稽古会）
日 時：平成３０年１月２１日（日）
場

６：３０～７：３０

所：『海田警察署 剣道場』
〒736-0051

広島県安芸郡海田町つくも町１－４５

TEL：082-820-0110
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平成２９年度（平成３０年２月）例会＝尾道市＝のご案内（予定）
日

時：平成３０年２月１７日(土)～１８日(日)

場

所：広島県尾道市 「尾道ふれあいの里」

例会幹事：金尾 先生

平成３０年度３月例会（新年度例会）＝福山市＝のご案内（予定）
＊平成 30 年度役員会、定期総会を開催します。
日

時：平成３０年３月１０日(土)～１１日(日)

場

所：広島県福山市

「福山市武道館」

例会幹事：金尾 先生

平成３０年度４月例会＝広島市＝のご案内（予定）
日

時：平成３０年４月２１日(土)～２２日(日)

場

所：広島県広島市

例会幹事：岩田先生・木谷先生

平成３０年度５月 全国例会＝京都市＝のご案内（予定）
日

時：平成３０年５月３日(水)

場

所：京都府京都市

16:00～

「京都ホテルオークラ」

例会幹事：NPO 法人国際社会人剣道クラブ

お願い！！
１．新入会員（在住外国人剣士の方も）のご推薦をお願いします。
2017 年 5 月理事会・通常総会において、40 才以下の年会費が 1 万円に改定されました。この改定に伴い、
2017 年度当クラブ総会員数 60 名を目指します！！
【新会員確保の目標数！】鳥取県(3 名達成です。☆おめでとうございます！)
広島県、岡山県・山口県・島根県は、あと 2 名の獲得を目指し、積極的な声掛け等を願います。
また、体験参加をお勧めください。
中国地区クラブ会員数 ５５名（平成２９年９月３０日現在）

２．国際社会人剣道クラブのホームページ

http://www.npo-igkc.or.jp

ホームページが現行化されています。他地区の動きも含めて、是非ご覧下さい。
なお、改善意見等は金尾幹事長までお知らせ下さい。
★国際社会人剣道クラブのホームページは、岩田常任理事(H.P 担当)により、ホットな情報が掲載されて
おりますので、是非ご覧下さい。
以上
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