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NPO

2018 年 5 月 3 日（火）
、第 39 回理事会及び第 19 回通常総会が、京都市「京都ホテルオークラ」
において開催され、2018 年事業計画及び 2018～2019 年度の新しい理事・役員人事が議決・承認
され、川瀬能男先生(関東地区クラブ)が新会長に就任されました。
以下のとおり報告いたします。
◆NPO 法人国際社会人剣道クラブ 本部

会

長

川瀬 能男（関東地区）(新任)

◆NPO 法人国際社会人剣道クラブ 本部

理 事 長

曽根 孝悦（東北地区）

◆NPO 法人国際社会人剣道クラブ 本部

会計理事

竹島 哲郎（中国地区）

（本部役員：中国地区クラブ関係者のみ）
○NPO 法人国際社会人剣道クラブ 会長⇒名誉会長・副会長

湯村 正仁（地区会長）

○NPO 法人国際社会人剣道クラブ 常任理事⇒顧問

赤松 和人（地区副会長）

○NPO 法人国際社会人剣道クラブ 会計理事

竹島 哲郎（重任）

○NPO 法人国際社会人剣道クラブ 常任理事

金尾 静一（重任）

○NPO 法人国際社会人剣道クラブ 常任理事

岩田 啓司（重任）

（敬称略）

です。どうぞ、よろしくお願い致します。

【第２０５号の主な事項】

① 6 月例会は、開催場所を急遽、山口市から変更を行い、極楽寺温泉 アルカディア・ビレッジ
(広島県廿日市市)において、6 月 23 日(土)～24 日(日)にて開催いたします。
お間違いのないように参加を下さい。
土曜日/日曜日のみの稽古参加も構いません。

集合時間は、14 時 00 分です。

② 5 月 3 日、京都市にて開催された｢2018 年度(第 19 回)通常総会｣の報告です。
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。
体験参加も多いに歓迎いたします。

④ 平成 30 年度の年会費未納の方は、速やかに納入願います。
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⑤ 国際交流：6 月 1 日～12 日 ラトビア(バルト三国)親善交流に参加されます。

平成３０年度 ４月例会（修道大学）＝広島市＝（ご報告）
2018(平成 30)年度 4 月例会は、4 月 21 日(土)～22 日(日)に、
春の快さを感じながら、修道大学(広島県広島市)剣道場及び
極楽寺山温泉アルカディア・ビレッジ (広島県廿日市市)に
おいて開催しました。
アルカディア・ビレッジ周辺の桜は、例年では満開で出迎えて
くれますが、残念にも今年は散り始めでした。
例会第 1 日目(4/21)：14 時、「修道大学剣道場」には、会員 26 名と地元の先生 4 名、そして修道大学剣道
部員 10 名の参加により、総勢 40 名が集合です。
今例会へは、IGKC 本部の会計監査実施のため広島市を訪れられました「曽根理事長、田頭監査、髙好監査」
の 3 先生の参加をいただき、当地区クラブでは、毎年最大規模の例会となっており、会場は所狭さを感じな
がらの稽古会となりました。
14 時過ぎ、ほぼ参加者が勢揃い、IGKC 本部からの 3 名の先生が参加、そして大学生の参加等もあり、参加
者が多く通常の例会とは違った緊張感が漂うなか、例会開始予定間より早い 14 時 15 分頃から、本日の日本
剣道形稽古における留意事項について、湯村範士より講話をいただきました。
湯村範士の講話は、先の鳥取県にて行われた日本剣道形伝達講習会のなかから特に注意を要するポイント
について実演を伴いながら具体的に解説をいただきました。
① 足捌きについて「打突時・残心時には必ず後ろ足を必ず引き付け、
全身(足)を使って勢いのある残心をとること。そして、重心は体
の中心にもって移動を行うこと」
・・・・・太刀 1 本目・2 本目、
4 本目・5 本目・6 本目において、後ろ足の引き付けについて。
② 太刀 3 本目は、なやす・入突き・位突き時に足の引き付けを行い、
重心の移動による全身移動について。
③ 構えて蹲踞をするのでなく構えながら蹲踞することについて。
④ 木刀の帯刀時の柄頭の位置について。等について指導をいただきました。
引き続いて、参加者全員で日本剣道形稽古に移りました。
稽古会場では、17 組が湯村範士の号令により、稽古開始しました。
一本終了毎に、湯村会長から注意事項について具体的に指導をいただき、
そして打太刀・仕太刀を代わりながら繰り返し実施し、一本一本進みました。合気の難しさ、事理一致の難
しさ、やはり一朝一夕には難しい。平素からの稽古の必要性を痛感しながらの取組みでした。
日本剣道形稽古後、参加者全員にて記念撮影を行い、座礼。湯村会長から「京都大会・昇段審査も近いの
で、思い切った稽古を行なってください。」との開会挨拶をいただき、引き続いて 3 月の審査会(in 広島県福
山市)にて五段に合格された松田先生に、湯村会長から記念品を手渡していただきました。
松田先生から、
“御礼の言葉と更に稽古に励ますと力強い決意の言葉”がありました。
15 時 30 分、4 月例会の稽古会開始となりました。
【稽古会】範士八段湯村先生、教士八段曽根先生、教士八段田頭先生を講師陣とする
指導稽古、およびお互い稽古に移りました。

松
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当地区クラブの例会で、八段位の先生 3 名が講師陣で元立ち立たれる稽古会は、緊張感いっぱいです。
指導稽古へは、我が先にとの競争心から会場には通常ではない緊迫感が漂っておりました。そして、春の昇
段審会を控えている参加者は、有効打突一本を目指して、気力いっぱいに打ち込んでおりました。お互い稽
古では、会員及び地元の先生・大学生との稽古で会場狭しで展開されておりました。約 1 時間の稽古、
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充実感ある良い汗でした。
第一日目の稽古会終了において、湯村会長
から「流石に指導の先生方が揃うと、剣道の
内容がピシッと引き締まった感じがした。

湯村範士

田頭教士

曽根教士

何時もの例会とは違うものがあり、相手が違うと気の入り方が違う。これが｢気｣と言うものである。相手が
真剣であればあるほど｢気｣は強い。相手の｢気｣はより強く、自分の｢気｣は更により強く。それによって、剣
道のレベルが上がっていくものです。 その一本の稽古に、どれだけ自分の｢気｣を集中していけるかである。
一本ずつの稽古、1 回毎の稽古、1 日毎の稽古、1 週間の稽古、1 年間の稽古の積み重ねが、自然に大きな成
果につながっていくものである。一旦落とすと、元に戻すには 3 日かかる。レベルを戻すだけでなく、更に
もう一段上げていく｢気｣を強く。これが養気である。座っている姿勢によっても、その養気は違う。気の強
い人は、背筋がキチッとに決まっている。背筋が決まれば腰が決まる。腰が決まれば足が決まる。すると技
も決まる。剣道の稽古ばかりではありません。普段の生活から正しい姿勢を行うことが養気となります。
」と
講評をいただきました。
稽古終了後は、車で 20 数分程度、廿日市市の宿泊場所｢極楽寺山温泉アルカディア・ビレッジ｣に移動。
温泉でユックリと疲れを癒し、19 時からホテル内の宴会場にて、楽しい懇親会となりました。
【懇親会】は、曽根理事長の乾杯！！により懇親会のスタートです。稽古後で喉も乾いており、乾杯のビ
ールは、何と言っても幸せな一瞬でした。この時期の懇親会は、やはり審査会中心の剣道談議で様です。
時間が経つにつれて、笑い声高く・声も大きく剣道談議に熱中でした。楽しい時間の経過は早いものです。
予定どおり 21 時頃、岩田幹事により乾杯により閉宴となりました。
宿泊部屋にて二次会の開催です。翌日の朝稽古もあることから
22 時過ぎに終了し、就寝につきました。
【朝稽古会】は、第 2 日目(4/22)午前 6 時 30 分、稽古会場は、｢アルカディア・ビレッジ構内にあり、宿
泊棟と隣接している体育館にて、14 名の会員参加により、6 時 30 分、座礼。続いて、直ちに指導稽古、お互
い稽古を開始しました。
講師陣は、昨日と同様に、湯村先生、曽根先生、田頭先生の 3 先生が元立ちのよる指導稽古です。参加人
数が少ないことから、３先生の指導稽古を全員がいただきました。全員が指導稽古をいただいた終わりの頃、
予想外の出来事！！湯村範士と田頭教士の稽古でした。まず目にすることが出ない両先生の稽古を、幸運に
も拝見することが出来ました。
何と言っても攻防の厳しさ！！窓から朝日が差し込む緊迫感が漂う体育館の中、
参加者全員が両先生の動く姿を真剣に追っておりました。
皆さん、圧倒されたか？……無言状態で座礼。（7 時 35 分過ぎ終了）
2 日間の例会の終わりに、湯村会長から、講評は「京都大会・昇段審査を目前にしていることもあり、気が
高いレベルになってきている様に思います。個々人で調整してきていることが分かります。それを、本番で
は更により一段レベルを上げて、良い立ち合い・良い試合ができるように期待いたします。」といただき、全
日程を終了しました。山頂のホテルは、街中とは異なり何とも言えない清々しさと新緑の緑に包まれて、心
爽やかに一日のスタートとなりました。9 時 30 分過ぎに解散・帰途につきました。
曽根先生、田頭先生には、2 日間に亘り指導稽古をいただきました。
髙好先生には、2 日間の稽古参加をいただきました。
誠にありがとうございました。
呉：大和ミュージアムにて
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平成３０年度５月 全国例会（通常総会）＝京都市＝のご報告
平成３０年度全国例会（通常総会）
、および理事会は次の日程で開催され、無事終了しました。
以下のとおり、通常総会の概要について報告します。
日

時：平成３０年５月３日（木）

■第 38 回理事会

16:00～18:00

場

所：京都市「京都ホテルオークラ」

■第 19 回通常総会

18:30～20:00

主

催：NPO 法人国際社会人剣道クラブ
参加の皆様、いろいろ行事参加のなか、ありがとうございました。

【第１９回通常総会】
議

案

（１） 第１号議案 第１９期（２０１７年度） 事業報告
（２） 第２号議案 第１９期（２０１７年度） 決算報告・監査報告告
（３） 第３号議案 第２０期（２０１８年度） 事業計画補正（案）
（４） 第４号議案 第２０期（２０１８年度） 補正予算（案）

武徳殿

（５） 第５号議案 第２０期（２０１８年度） 理事・役員変更（案）の再提示
（６） 第６号議案 役員定数変更・貸借対照表公告に伴う定款変更について
（７） その他
① ２０１７年度全国例会決算・２０１８年度全国例会準備状況について
② 家族会員・外国人会員年会費追加に伴う会費取扱規程変更について
③ 会員資格変更に伴う定款変更について
④ 北海道地区クラブ創設につい
⑤ その他
議事の経過の概要及び議決の結果
（１） 第１号議案～第４号議案は、原案通り異議無く盛大な拍手で承認し議決した。
（２） 第５号議案は、川瀬能男先生が新会長に選任され、原案通り異議無く盛大な拍手で承認し議決した。
（３） 第６号議案は、原案通り異議無く盛大な拍手で承認し議決した。
（４） その他
① ｢2017 年度全国例会決算｣について、原案通り異議無く盛大な拍手で承認し議決した。
② ｢2018 年度全国例会準備状況｣について、原案通り異議無く盛大な拍手で承認し議決した。
なお、全国例会 2018 年 11 月 23 日(金)13：00～15：00 に開催される｢関東地区例会｣は、全国例会
参加者の自由参加による稽古会として行われる。
➂｢家族会員・外国人会員年会費追加に伴う会費取扱規程変更(案)｣について、2018 年 11 月理事会・
臨時総会に議案として提案を行い、2019 年度実施を行うことを前提に異議無く盛大な拍手で承認し
議決した。
④ ｢会員資格変更に伴う定款変更｣について、2018 年 11 月や理事会・臨時総会に議案として提案を行う
ことを異議なく盛大な拍手で承認し議決した。
⑤ ｢北海道地区クラブ創設｣については、北海道地区から現在時点で既に 7 名の入会会員があることか
ら、定款第 8 章により東北地区クラブの北海道支部として創設すること、及び設立手続きを開始す
ることを、異議なく盛大な拍手で承認し議決した。
⑥ その他は、特になし。
以上、報告とします。
議案・決議資料等は、別途本部より送付されます。
なお、総会等についてのご質問等ありましたら、金尾幹事長までご連絡下さい。

川
瀬
会
長
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【懇親会】
同じ会場にて、定期総会後に引き続いて懇親会が開催されました。懇親会へは、台湾からも参加され、
3 月の台湾剣道大会や 11 月国際親善剣道大会等の話題で情報交換です。会員相互そして台湾からの参加
者と、言葉の壁を越えて、お互いに再会の喜びを感じながら和気藹藹に楽しい時間を過ごしました。

【懇親会模様】

平成３０年度 ６月例会（＝廿日市市＝）のご案内
急遽、開催場所は、山口県山口市から広島県廿日市市に変更致します。
（変更理由）6 月 23 日(土)～24 日(日)、山口県萩市にて「明治維新 150 年記念剣道大会」が開催され、
山口県、高知県、鹿児島県等から参加。このため、地元からの参加が望めない事から変更いたします。
例会への多数の参加をお待ちしております。

（稽古会）
日時 ：平成３０年６月２３日（土）

１４：３０～１７：００

（集合時間は１４：００です。）

場所 ：『アルカディア・ビレッジ（極楽寺山温泉）』
〒738‐0031 広島県廿日市市原 2210 TEL：0829‐38‐2221

（宿 泊）・（懇親会）
日時 ：平成３０年６月２３日（土）

１８：３０頃～２０：３０の予定です。

場所 ：『アルカディア・ビレッジ（極楽寺山温泉）』

（朝稽古会）
日時 ：平成３０年６月２４日（日）

６：３０～７：３０

場所 ：『アルカディア・ビレッジ（極楽寺山温泉）』

平成３０年度 ７月例会＝鳥取県三朝町＝のご案内（予定）
日

時：平成３０年７月２１日（土）～２２日（日）

場

所：鳥取県東伯郡三朝町

例会幹事：中川 先生

その他の連絡事項（国際交流事業）
平成３０年度国際交流事業の計画は、以下のとおりです。
素晴らしい世界を体験しましょう！！ 一人でも多くの参加をお待ちしております。
済 台湾高雄国際親善剣道大会

期間・場所：3 月 16 日(金)～19 日(月)

ラトビア(バルト三国)親善交流
韓国社会人剣道大会

台湾(高雄)

期間：6 月 1 日(金)～12 日(火)帰国
期間・場所：7 月 13 日(金)～16 日(月)

韓国(ソウル)

チェコ・オーストリア剣道親善交流
期間：10 月 12 日(金)～10 月 24 日(水)帰国
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