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【第２０６号の主な事項】

① 7 月例会は、7 月 21 日(土)～22 日(日)において、鳥取県三朝町にて開催いたします。
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 国際交流：7 月 13 日～16 日 韓国社会人剣道大会（in ソウル）に参加されます。
沖田先生、上野先生、小下先生、岩崎先生、天田先生です。
素晴らしいご活躍をご期待いたします。

お気を付けて！！

③ 会員拡大に向けて、一人でも多くの勧誘を願います。
==会員一人が、一人の会員拡大にご協力下さい＝＝

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。

平成３０年度 ６月例会（アルカディア・ビレッジ）＝廿日市市＝（ご報告）
2018(平成 30)年度 6 月例会は、6 月 23 日(土)～24 日(日)に、急遽
山口市から広島県廿日市市の｢極楽寺山温泉アルカディア・ビレッジ｣
に変更して開催しました。(⇒山口市等では、明治維新 150 年記念行事
及び日本陸上競技選手権大会等の開催による影響のため。)
アルカディア・ビレッジ周辺は新緑に包まれ、草木は生き生きして
おり、極楽寺山の中腹に位置し山間部特有の涼しさを感じました。
例会第 1 日目(6/23)：14 時過ぎ、会場には、会員 11 名が集合し少人数での例会開催となりました。
特に、湯村会長、沖田先生、上野先生には、バルト三国遠征から帰国後で、まだまだ疲れが抜けきらない
時期での例会参加に感謝致します。
今例会は、少人数でありながら、3 名の参加者が都合により 16 時過ぎには稽古を切り上げたいとの申し
入れがあり、全体的にスケジュールを凝縮して進めていくこととしました。
14 時 30 分、湯村範士より、日本剣道形についての剣道講話をいただきました。
講話の概略は、次のとおりです。
(1/5)
日)

＊＊＊＊＊＊＊【 剣道講話『日本剣道形について』

剣道範士八段 湯村正仁先生 】＊＊＊＊＊＊

全剣連発行の｢日本剣道形解説書｣を読み直してみると、読めば読むほど、今まで気が付かなった事がいっ
ぱいあり、そしてその解説書の｢解説書にもとづく意志統一について｣の項を改めて読んで、その重要性を再
認識したところである。日本剣道形は、剣術各流派の一番良いものを寄せ集めて、日本の剣道形として統一
しようとして作り上げられたものである。しかし、元になった各流派により考え方・遣り方・刀の遣い方に
違いがあることから、皆さん剣道形に、その影響は少なからず残っている。このことから、剣道形を行う人
により少しずつ違いがある。このため、全剣連は、一生懸命にこの違いの意思統一を図り推進するため、い
ろいろな質問に対して、一つ一つ回答したものを取りまとめたものが｢意志統一について｣の項である。
そういう観点で、自ら持参された DVD｢名人の技 日本剣道形全集｣(有名な範士の先生方の剣道形を収録)
を示され、この DVD を見るとこの違い等の残存を感じる。

（⇒次回の例会時、OHP 等を持参し、皆で DVD を拝見することとする。）
違いでは、例えば、太刀 6 本目の仕太刀のすり上げ小手⇒流派により、手の内による早い小さい小手と大
きく打つ小手が残っている。次に太刀 7 本目の抜き胴(右胴)⇒左足を出した時に右胴を打つ。角先生らは、
右胴をしっかり打たれている。素晴らしく見習うべきところと思う。しかし、最近では、多にして前胴で流
れる打ちをする方が多いと感じている。
皆さんも、是非とも、この｢日本剣道形解説書｣
をキチットもう一度読み直してみて下さい。
次に、この DVD を見て感じていることは、やはり、
①足運びにおいて、流石に頭の上下が全くなくスムーズな動きが出来ている。②“機を見て打つ”とは、太
刀 2 本目を事例にして、両者お互いに攻め気になって歩み出た 3 歩目が同時にパット合い、間合いに接した
時には、両者十分な｢気｣のぶつかり合いなっており。そこが｢機｣であり”パーン”と打つ。剣道形では、こ
の”機を見て打つ”ための｢打つ機会｣を、どのように捉えるか？を十分意識して稽古を行うことです。
だから、剣道形は、予見をもって行っては駄目です。予見することによって、自分の役目として間違わな
いように剣道形を行ってしまう。むしろ、仕太刀は、受ける気持ちでなく攻める気持ちにあることが剣道形
であり。剣道形の修錬により、その攻め気を作る事に効果がある。剣道形では、二人が攻め合い、仕太刀が
打太刀の｢打ち｣を引き出して処理をすること。これをしっかりと理解をして行うことは、剣道形の意義とし
て｢1/3～1/2 程度｣を占める重要なことであると思います。
これが稽古に繋がっていき、両者合気となり剣先が合った時にパット打てる。これが出来てくれば、もし
相手が間違った部位を打っても瞬間的に対応が出来るものである。
相手の目を真剣に見ておれば分かる。
打つ時！相手の目が光るとか？何処かに？何らかの変化の兆候が出
る。それをどこで！何時！捉えて打つか！これが剣道形の意義でもあります。
最後に、今回のラトビア遠征において、たまたま昇段審査(2 段以下)を行っている現場を拝見したが、剣
道形では、足運びを一歩間違っても不合格となっている。それと、審査時間内は、自分の審査にかかわらず
全員が、開始から終了まで正座をしている。このように、剣道の｢礼儀｣・｢作法｣を重んじて審査対象として
おりました。また、防具を置く際にも、誰の指示無くてもキチット一列に整然として置く。整列等もさっと
一列に並んでいる。普段から、武道というものはこのようのものであるということを教示しての行動だとい
うことです。日本の現状を見ると、少々反省の念がしている。

”当クラブの例会等においても、正しい｢礼儀｣･｢作法｣を行って下さい。”と強く指導をいただきました。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊【記：金尾静一記録メモより】＊＊＊＊＊＊＊
以上。湯村範士から講話をいただきました。
（14:45 頃終了）
剣道講話終了後、直ちに日本剣道形稽古に移りました。
【稽古会】
日本剣道形稽古は、範士八段湯村会長の号令の下で一本毎に進め、1 本毎に湯村会長から、不十分な
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打突・姿勢の崩れ・運足の乱れ等の指摘をいただきながら、打太刀、仕太刀を交代しながらお互いに数回行
い両者納得。そこで湯村会長の号令により次に進む。
今回は、時間的制約から、太刀 1 本～４本までとなったが、湯村会長から改めるべき注意点を具体的に、
実演を伴う解説をいただきながらの約 45 分間の稽古時間でした。
今例会では、平素とは異なり落ち着いた雰囲気の中で進められたこともあり、１本１本気を切らないで合
気になり…。
（まだまだ、なったつもりか？）、力みを無くすこと、手の内を緩めないこと、腕の脱力との違
いと気を切らないこと等を感じながら・・・！反省の多い剣道形稽古でした。
剣道形稽古終了後、参加者全員で記念写真を撮影。続いて座礼に移りました。湯村会長の例会開始の挨拶
は、｢バルト三国遠征について、全員無事帰国。｣の報告を受けて、続いて、湯村会長から、５月に入会され
た天田先生(広島市)に、入会記念として「NPO-IGKC 名札」を贈呈いたしました。天田先生は、笑顔で受け
取られ、早速名札を着装され、初参加でもあり少々緊張気味で稽古に取組んでおられました。

元立ちは、湯村会長を講師として指導稽古、およびお互い稽古に移りました。
今例会は、参加者の 3 名の先生に時間的制約があることから、湯村会長から指導稽古は、3 名が優先して
掛かりました。バルト三国遠征から帰朝後で、まだまだ体調不良の様子の湯村会長には、参加者全員が指導
稽古をいただきました。やはり捨てて打ちきれない。何とか打ち切りたい気が強すぎてか？息が上がってし
まう等苦しい内容の稽古状況となりましたが、およそ 45 分間で終了しました。
山間部にある会場のため、この時期にしては、涼しさを感じて充実した稽古に取組むことが出来ました。
第一日目(6/23)の稽古会終了において、湯村会長から「本日の剣道形での心がけを剣道にも適用してほし
い。例えば、剣道形３本目の打太刀の下から抑える。これを適用した攻め方もあります。この左右の手の内
の細かなバランスの取り方・協調のさせ方が大事になります。そして打ちに対し相手を制止する仕方（抑え
方、凌ぎ方）を形の稽古の中で、しっかりと修得し、それを剣道の稽古にどのように生かして行くか？を考
えながら行うと大変楽しい剣道形の稽古になります。」と講評をいただきました。
（16：40 終了）
稽古終了後は、稽古会場の体育館と同一構内にある宿泊場所｢極楽寺山温泉アルカディア・ビレッジ｣に、
徒歩１分程で移動を行い、温泉でユックリと疲れを癒し、ホテル内の宴会場にて懇親会へと移りました。
【懇親会】
18 時 30 分、湯村会長の乾杯！！により懇親会のスタートです。稽古後であり、温泉で汗を流し、疲れを
癒し喉も乾いており、乾杯のビールは何と言っても最高の喜びを感じる一瞬です。
時間が経つにつれて、笑い声高く・声も大きくなり剣道談議に熱中。楽しい時間
の経過は早いものです。予定どおり 20 時 30 分頃閉宴となりました。
宿泊部屋にて二次会の開催です。ここでは、｢刀の凌ぎの使い方について｣の談議
となり、為になる一時でした。
翌日の朝稽古もあることから、21 時 30 分過ぎに終了し、就寝につきました。
【朝稽古会】
第 2 日目(6/24)、稽古会場は、｢宿泊棟と隣接している体育館｣にて、12 名の会員と 1 名の地元剣士の参
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。
講師は、昨日と同様に、湯村先生が元立ちのよる指導稽古です。指導稽古は全員がいただきました。指導
稽古の後半においては、数名の参加者は、個々に湯村会長から面打ちの指導をいただいておりました。
稽古終了の頃、朝日が体育館内に差し込み、少々眩しさを感じながら稽古終了。参加者の皆さん、心地良
い汗と清々しい笑顔でした。
2 日間の例会の終了にあたり、湯村会長から、講評として「朝稽古に向かっては、健康・安全のため
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にもストレッチ等の準備をしっかり行い、体をシッカリと目覚めさせて稽古を行って下さい。
さて、バルト三国遠征から帰って着ました。バルト三国における礼儀作法を見る限り、正座・黙想につい
ても、統一され正しく行われており、日本以上のものを感じました。そこで、今、皆さんの正座・黙想を見
る限りでは、個々人バラバラである。まず①黙想時の手の形は何を表すのか？理解が出来ていない様です。
黙想の時に両手で作る形は、両親指の先が接触するか・しない程度の僅かの距離におき、両親指の先は少し
上向きに立てるものです。すると、右(左)の親指が左(右)親指の温かみを感じてきます。その状態で黙想を
行い長息により吐き続けると抹消血管が拡張し、皮膚の温度が上がってきます。上がってくることを感じな
ければならない。すると自律神経と交感神経・副交感神経とが協調されてきます。このため、中途半端な気
持ちで無く正しい黙想を行って下さい。次に②正座については、全剣連発行の｢剣道指導要領｣・｢幼少年剣
道指導要領」に明確に記述されている要領により、正しく「左座右起」を平素の稽古時から行って下さい。
青少年指導においても大変に重要な事です。
最後になりますが「日本剣道形解説書」
「剣道指導要領」等を再度読み直していただきたい。何度も何度
も読み返すことで、今まで気がつかなかった事が必ず出てくるものです。このようにして課題を一つずつ自
ら解決して行くことです。この様な心がけで普段から取り組む姿勢が剣道の上達の道になります。皆様の一
層のご努力を期待します。
」と総括をしていただきました。（7 時 30 分過ぎ終了）
全日程を終了。極楽寺山の中腹にある例会会場では、街中とは異なり何とも言えない早朝の清々しさと小
鳥のさえずりに心を癒されながら、心爽やかに一日のスタートとなりました。
9 時 30 分過ぎ、入浴・朝食後に解散・帰途につきました。
今例会のお世話をいただきました中村先生、岩田事務局長には、改めて御礼を申し上げます。

（

平成３０年度７ 月例会（＝鳥取県三朝町＝）のご案内

【個別周知済み！】

２年ぶりで、三朝温泉での例会です。
自然界の涼しさを感じながら稽古が出来ます。そして、平素からの疲れを、温泉にて癒しましょう！！
では、多くの参加をお待ちしております。

（稽古会）
日 時：平成３０年７月２１日（土）

１４：３０～１７：００（集合時間１４：００）

場 所：『三徳センター（三徳地区多目的研修会施設）』
〒682-0135

鳥取県東伯郡三朝町片柴９１３

TEL:0858-43-1939

（宿泊・懇親会場）
日 時：平成３０年７月２１日（土）
場 所：『三朝温泉国民宿舎

１９：００～２１：００
プランナールみささ』

〒682-0123

鳥取県東伯郡三朝町三朝３８８－１

TEL:0858-43-1919

（朝稽古会）
日 時：平成３０年 7 月２２日（日）

６：３０～７：３０

場 所：『三徳センター（三徳地区多目的研修会施設）』
※ 携帯電話でのショートメールは、経済的で有効的な連絡手段です。多いに活用して下さい。
※ マイカーで参加される方は、くれぐれも居眠り運転等に十分注意され安全運転を徹底して下さい。
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平成３０年度 ８月例会＝笠岡市＝のご案内（予定）
日

時：平成３０年８月１８日（土）～１９日（日）

場

所：岡山県笠岡市 『笠岡市総合体育館 剣道場』

例会幹事：守本先生

平成３０年度 ９月例会＝米子市/境港市＝のご案内（予定）
日

時：平成３０年９月１５日（土）～１６日（日）

場

所：鳥取県米子市または境港市

例会幹事：松原先生

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)

済 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

お願い！！
１．年会費の納入について…………（既に振込いただいた先生には、申し訳ありません。無視して下さい。）
平成３０年度会費の納入期限は、６月末です。未納の方は、速やかにお納め下さい。
・3 月 1 日現在年令 40 才以上の会員：年会費（２万円）
。
・3 月 1 日現在年令 40 才以下の会員：年会費（１万円）
。

２．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。
2018 年度当クラブ総会員数 64 名達成を目指します！！
≪新会員確保の目標数！：広島県域 4 名(5 月 1 名加入)、岡山県域 2 名・山口県域 2 名・鳥取県・島根
県の各県域は最低 1 名の獲得です。≫

引き続き積極的な新会員獲得を願います！！

★特に、山口県、島根県が拡大できておりません。ご協力よろしくお願い致します。
ご連絡を頂けば、入会関係資料を送付いたします。
中国地区クラブ会員数 ５５名(平成３０年６月３０日現在）

３．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、改善意見等は幹事長までお知らせ下さい。
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