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新任あいさつ    田中 章     新年度を迎えて   山本明史   

平成１５年４月、桶川剣道連盟総会にお

いて、先代会長手塚哲男先生から引継、

７代目の会長職に就かせて頂く事にな

りました。関係各位の皆様のご協力を宜

しくお願い致します。 

思い起こしますと私が桶川剣道連盟に

お世話になりましたのが、丁度桶川剣友

会が発足した年の昭和４８年になりま

の先生方にお世話になり剣友会の皆様と

歩んでいる内に３０年が過ぎてしまいました。 

剣道連盟・

す、それから剣道連盟

剣友会の組織が立派になり、数多くの行事をこなし

も躍進をして

人間形成のための生涯学習とし

実績を上げて来られましたのは、歴代両会長始め各年代々の会

員皆様の協力と努力の賜と理解しております。 

今後ともこの継続は力成りを貫き、改革は無くて

いきたいと思っています。 

明日を担う子供達の教育と、

て、一人では出来ない事もみんなの力を合わせ、楽しい運営を

志し、会長職を務めさせて頂きたいと思っております。ご協力

を宜しくお願いいたします。 

このたび、川地前会長の後任

として会長を務めさせてい

ただくことになりました。 

昨年は、創立３０周年記念大

会を開催し大成功を収める

など、本会の歴史と伝統を痛

感し、改めて責任の重大さを

感じております。私は、剣道

の経験、知識などなく、皆様のご指導、ご協力な

くしては、本会の運営を続けてゆくことはできま

せん。幸いにも、剣道連盟の熱心な指導に定評の

ある先生方々、諸先輩方々に恵まれ安心しており

ます。今年は、『第１回べにばな杯剣道大会』、な

ど様々な行事を開催しますが、先生方のご指導、

会員の皆様のご協力、応援を頂き成功させます。

そして、子供達が長く、楽しく、強くなるように

務めてまいりたいと決意を新たにいたしました。

未熟ものではありますが、１年間、よろしくご支

援ご協力の程お願い申し上げます。 

 

埼 玉 県 少 年 剣 道 錬 成 大 会 惜 し く も 準 優 勝 
平成15年5月11日（戸田スポーツセンター）

小学生団体、決勝で天馬剣友会にやぶれ準優

勝。中学生団体ベスト８。両チームとも7月

23、24日に日本武道館で行われる全国大会へ

出場しますので，応援してください。 

 

小学生： 
先)古田、次)卯月、中)軽部佑、副)内野、大）軽部秀 

中学生： 

先)林田、次)相馬、中)剣持、副)木村、大）杉山 

 

 

★★★★★★★★★★ 剣友会その他の試合結果 ★★★★★★★★★★ 

4月29日    第46回埼玉県武道大会(秩父スポーツセンター) 3位桶川中  

5月13・14日  学校総体班予選男子個人3位 林田大樹、８位 杉山 歩、女子個人3位 岸ななえ、団体準優勝 桶中東

中、三位 桶川中(以上県大会出場) 

7月 6 日     境町剣道大会（茨城境町）小学高学年ベスト８(敢闘賞)  

7月13日    青雲塾剣道大会(茨城三和町)小2女敢闘賞 岡崎愛美、西岡良真、小5男個人優勝 古田真平、敢闘賞田中

尚子、中2男個人優勝 木村勇太、敢闘賞剣持壮史、小学団体 3位 
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久喜支部剣道大会   2 年ぶり小学生団体優勝 

 

【剣友会チーム（小学生）】    

先）岡崎 次）古田 中）卯月 副）軽部佑 大）軽部秀  

【剣道連盟チーム(小学生)】  

先）矢澤 次）田中 中）岡本 副）田村 大）内野 

【剣友会チーム（中学生）】 

先）佐藤 次）岡本 中）高橋 副）西岡 大）三好 

 

例年６月の第一週に行われる「久喜支部大会」は

「竹紫館大会」と重なり選手の割り振りに苦労し

ますが、今年は開催日が異なり６月１５日（日）

に行われ、小学生は２チーム参加しました。 

小学生「剣友会」チームは２年振りに優勝を飾る

ことができました。 

勝ち数から見れば圧倒的な勝ちとは見えません

が、前半のリードをきっちり守り、チームワーク

の勝利で決勝まで安心して見られる、進化の見え

る試合振りでした。特に次鋒・中堅の５年生コン

ビ「古田・卯月」君が８勝２分と好成績を残し、

チームに勢いをつけてくれました。 

「剣道連盟チーム」も準々決勝で、準優勝した「鷲

宮剣道クラブ」に１勝２敗２分けと惜敗でした。

残念ながら、決勝対決はなりませんでした。中学

生は「東中学校」「桶川中学校」共に単独出場し

た為、一年生中心のメンバーでしたが、一回戦は

圧勝、二回戦敗退でした。 （七田記） 

竹紫館大会高学年連覇ならず低学年、中学が三位入賞 
 

竹紫館大会は昨年に引き続いて、今回も出場を

させていただきました。昨年は、１戦１戦息を

のみながらの試合運びでしたが、なんとか決勝

までたどり着き、優勝をすることができました。

「又、今年も優勝杯を持って帰るぞ」という気

持ちで、子供たちは試合に挑みました。初戦は、

なんと５月に戸田スポーツセンターで行われた

埼玉県少年剣道錬成大会の決勝戦であたった天

馬少年剣友会でした。「１回戦が決勝ですね。」

と言う七田先生の言葉通り厳しい戦いになりました。先鋒は負け知らずの古田君です。試合が始まり古田君の動

きがいつになく鈍い感じ。足の負傷のせいもあるのか、見ていて思うように体が動いていない気がしました。結

果はまさかの２本負け。次鋒の卯月君も１本負けをしてしまい、後がなくなり、次は中堅軽部佑「必ず一本取っ

てきなさい！と思わず母は興奮気味。なんとか佑貴小手で一本勝ち。そして副将の内野くん。我が子でないとな

ぜかとても落ち着いて見ていられるのが、不思議です。内野くんもがんばり、面で一本勝ち。なんとか、二勝二

敗で大将まで、つないできました。しかし、本数が一本負けているので、軽部秀が天馬の小針くんから二本勝ち

しないと勝てません。これは、非常に厳しい状況です。秀明なんとかがんばって！と母のビデオを取る手が震え

ています。結果は引き分けでした。残念・・。結局予選リーグを上がれず負けてしまいました。戸田の大会に続

いて天馬には２敗目です。子供たちは「次はぜったいに勝つ」と家に戻ってから話しをしておりました。この悔

しさをバネにまた、一つ成長できればと願います。 この後も、毎週週末は試合が続きます、先生方、父母の方々

の御指導や励ましがあってこそ、子供たちも安心して試合に挑める事と思います。七月二十七日、日本武道館の

錬成大会までどうぞよろしくお願いいたします。(軽部葉子記) 

★★★★★★★★★★ 一般の部試合結果 ★★★★★★★★★★ 

第 12 回埼玉県高齢者剣道大会(4月13日)  準優勝 木村  喜一先生 （10月19･20日の全国健康福祉祭り剣道大

会に埼玉代表として参加します） 

第 5 回王将杯高齢者剣道大会(4月19日) 55-59歳の部  優勝  手塚 哲男先生 三位 田中  章 先生 
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桶 川 近 隣 交 流 試 合 
6月22日（日）、桶川サンアリーナ・メインアリーナにて近隣の26道

場69チームの小学生420名、先生方80名が参加し、恒例の交流試合が

開催されました。子供達の『進化』をテーマとして、今回から、高学年

には、勉強の意味で審判、計時をしてもらいました。ほとんどの子供達

にとって、正式な試合形式での審判は初めてであり、最初は戸惑ってい

ましたが、先生方の指導で、だんだん慣れてきたようです。次回もこの

方式は続けたいと思います。桶川剣友会チームも高学年5チーム、低学

年3チームが参加しているため、剣友会の中学生にはチームの監督、審

判をしてもらい、彼らが小学生の面倒をよくみていました。また、部活

の合間を見て、高校生も何名か審判を手伝ってくれ、『桶川鮭道場』を

目指す指導者にとってはとてもうれしいことです。午前と午後の間に行

っている申し合わせ試合も、各道場とも要領を得たようで、積極的に対戦相手を探して、試合が行われていました。各チーム

とも1日で７、８試合をこなしていたようです。最後の30分は先生方にも入っていただき、参加者全員による基本打ちと回り

稽古。広い会場がこの時ばかりは、一杯になり、先生方の気合が入った稽古が繰り広げられました。 

最後になりましたが、この大会が継続的に開催できるのも先生方のご支援はもとより、会場等の準備をしていただく桶川剣友

会父母の協力のお陰です。紙面を借りて心から感謝申しあげます。なお、今年から交流試合を年1回６月の開催とし、11月23

日(日)には『第1回桶川べにばな剣道大会』を予定しております。皆様のご協力をお願い申し上げます。（穂谷野記） 

月 例 会 結 果 
4 月から始めた月例会の成績は以下のとおりです。内部大会優勝者に貸し出される金胴も出来上がってき

ましたので、みなさんがんばって下さい。 

    １位 ２位 ３位 ３位 

７級 市村 領大 岡崎 愛美西岡 良真岡本美寿寿

６級 藤井 綾子  岡崎 祐弥矢澤 一真松本 和斗

５級 礒田 将史 加藤 沙紀長島 怜司桑原 良太

４級 岡本  源 春原 克彦山本 一輝西岡 里紗

３級 田中 尚子 加藤 綾一    

２級 古田 真平 卯月 尚人軽部 秀明  

4

月13

日 
中学生 杉山  歩 林田 大樹相馬 一斗剣持 壮史

７級 市村 領大 西岡 良真松島 弦徳  

６級 矢澤 一真 岡崎 祐弥吉成 和沙  

５級 小山 祐也 加藤 沙紀長島 怜司礒田 将史

４級 岡本  源 長谷部千春山本 一輝西岡 里紗

３級 田中 尚子 杉山  牧田村 勇輝  

２級 古田 真平 軽部 佑貴卯月 尚人江口 大樹

5

月18

日 

中学生 中間考査のため不参加 

７級 市村 領大 八重樫郁哉岡崎 愛美西岡 良真

６級 田中 圭吾 田中 省吾岡崎 祐弥田島 将樹

５級 礒田 将史 桑原 良太小山 祐也三澤 涼介

４級 春原 克彦 長谷部千春三好 里奈藤澤 俊輝

３級 田村 湧輝 川地 貴之杉山 牧 加藤 綾一

２級 軽部 秀明 卯月 尚人古田 真平  

6

月8

日 

中学生 杉山  歩 江口 大樹高橋 慧 西岡 利恭

４年 市村領大 

今年の四月から月例大会が始まって、ぼくは、一生

けんめいがんばって三回ゆう勝しました。また、六

級にも進級できて、気分は最高です。でも、なかな

か一本を取れないので、すぐにとれるようにがんば

りたいです。つぎは一つレベルが高いので、自主練

に出て、もっともっと強くなりたいと思っています。

先生方、よろしくおねがいします。 

 

3年 矢澤一真 

僕は試合が大好きです。だから月例大会は楽しいで

す。さらに優勝すれば胴が、一週間貸してもらえる

から僕は試合を頑張っています。だけど練習も頑張

っているんだけど、暑いし辛いし嫌なことだらけだ

けど、試合の時は、そんなことよりもただ勝ちたい

と思って頑張るだけです。月例大会は、月に一回あ

ります。だからその時に練習の成果を出したいと思

います。 

  

5年 古田真平 

 僕は、月例大会でいいと思うことは、皆んなが試合

を多く経験出来ることです。試合は、緊張感があって

いろいろな発見があるからです。五年生は人数が多

いのでなかなか試合にいけない子が、沢山います。

二～三年生で始めた子の中でも強くなれる子がいる

と思います。その子達も稽古をいっぱい頑張って強く

なってほしいと思います。そして来年、六年生になっ

た時、僕も今より強くなっていたいです 

市村君は3連勝したため、執行部審議に

より7月の大会から6級に進級します 

 

 

★★★★★★剣友会のホームページにアクセスしてみよう★★★★★★ 
3月から西岡さんのご協力で剣友会のホームページがオープンしています。パソコンをお持ちの方はぜひアクセ

スしてみてください。桶川剣友会でアクセスできます。http://www2.ttcn.ne.jp/~okegawakenyukai/top.htm 
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『よもやま話』        藤井 厚子 
 綾子の使っている防具は、７～８年程前から、我が家の天井裏

に眠っておりました。綾子の父の友人から我が子ら三人のために

譲り受けたものです。横には、綾子の父が昔使っていたらしい竹

刀もあったり、何となく我が家の家の中には、剣道の空気らしい

ものがほんの少しだけあったような気がします。実は、綾子が小

学２年生の時、剣道を、やりたいと言い始めた時がありましたが、

我が家には隣の家から譲り受けたピアノがあり（このピアノも６

～７年間弾く人もなく置かれたままだったのですが・・・）二つ

は無理なのでどちらかということになり、ピアノになりました。

（すいません） それから２年がたち学校が週休二日制になった

時、近所の方から、バレーボールの誘いがありました。一度、見

学に行ったのですが、剣道の想いが断ち切れなかったのでしょう

か、改めて剣道の見学に行ってすぐ剣道を、やることに決まりま

した。今から思い返してみると、剣道を始めるのは、少し遅かっ

たかなと、思うこともありますが、色々な縁や時間があって、綾

子の中にある剣道にたどりついたのかもしれないと思っていま

す。長い眠りからさめた防具もやっと陽の目にあたって喜んでい

ることでしょう。今の綾子はまだ楽しみの中で剣道と関わってい

るように思いますが、そのうちに自分を錬くものとして剣道と向

き合っていくのだと剣道に関して全く無知な母なわけですが、思

うのであります。 

『私と剣道』      手塚 哲男 
 剣道との出会いは、中学生の時でした。中学時代

は、サッカー・卓球・柔道・剣道等経験しましたが、

高校で剣道部に入部、以来４０年余り剣道との付き

合いとなりました。高校２・３年の担任が現在の国

士舘大学出身の教士７段「鬼？の野口先生」でした。

先生の影響もあり、一時は剣道を活かし、大学を選

び将来は、警察官を夢みたことも思い出です。 昭

和４２年４月三共理化学(株)に入社、本年７月末に

定年退職を迎えます。天沼・松実先生との出会い、

４８年からの剣友会との付き合いが始まりました。

剣道を続けていたことにより、５４年より２０年間

桶川市の体育指導員を務めさせて頂きました。その

間、加納地区の子供会会長体育協会加納支部長・加

納ＰＴＡ副会長等も務めさせ頂きました。このこと

は、剣道をつうじて、私は、素晴らしい先輩・同輩・

後輩に恵まれたことだと確信しています。 剣道を

続けていたからこそ、現在があるのだと思っていま

す。今後も、剣道を続けて皆様に少しでもお役に立

てばと頑張る所存です。 

称 号 ・ 昇 段 お め で と う ご ざ い ま す 
【錬士】 卯月光弘先生（3月2日） 

【初段】劔持壮史・ 木村勇太・篠澤章太・ 穂谷野恵三・相馬一斗【二段】中川稔・三好祐輝・岸ななえ・

長谷川珠美【三段】小池一夫・西岡二三代（6月8日熊谷市民体育館） 

2 学 期 の ス ケ ジ ュ ー ル 
(剣道連盟)                     （剣友会） 

10日 6段審査(仙台)  19日 JR東日本大会 

11日 7段審査(福岡)  22-24日 夏季合宿(栃木今市) 

25日 6段審査(福岡)  24日 わらび招待親善試合 

8月 

31日 称号審査/講習会(県武)  

8月 

31日 上尾支部選抜大会 

20日 6段受審者講習会  9月 7日 合同役員会 

21日 ７段受審者講習会   15日 野外リクレーション 

22日 ８段受審者講習会   28日 結城尚武館大会 

9月 

28日 剣道連盟合宿(水上)  10月 4日 昇級審査 

12日 地区講習会(大宮)   11-12日 秋季合宿(県スポ) 10月 

19日 初-三段審査（大宮）   25日 市民祭り大会 

15日 7段審査(名古屋)   26日 解脱大会 

16日 6段審査(名古屋)  11月 3日 市民祭りパレード 

16日 埼玉県剣道大会(一般)   23日 第1回べにばな大会 

25日 8段審査(日本武道館)  12月 21日 年末大会、忘年会 

26日 7段審査(日本武道館)   23日 クリスマス会 

27日 6段審査(東京武道館)     

11月 

30日 4、5段審査(県武)  

7日 上尾支部大会(アリーナ) 

忘年会 

 12月 

31日 越年稽古会(太平中)  

夏期合宿のお知らせ 

今年の合宿は8月22-24日初めて栃木県今市に

いきます。みなさん奮って参加ください。 

編集後記今回はじめて錬心体の編集をしましたが,これが中々大変でした。谷口先生の苦労がよくわかり

ました。だんだん慣れてくると思いますが、もう少し上手になるまで我慢してください。 

【穂谷野・関・長島・三澤】 


