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解 脱 錬 心 館

～ この夏の思い出！汗・涙・友情 ～
★ 前

期 稽 古 納 め★

今回のかけはしは、夏の大会・行事報告と
し掲載させて頂きました。
◎７月１２日に前期稽古納めが行われ、全ク
ラス合同で早朝５時半から７時までの稽古、
眠い目を擦りながら道場に集合し、いざ始ま
れば顔つきが変わり気合の入った稽古となり
ました。その後、後援会保護者・一般部・少
年部が猛暑の中、２時間あまり感謝の気持を
込めての大掃除を実施し、道場が綺麗になる
と同時に自分の心も磨く、有意義な大掃除と
なりました。掃除終了後には、ＯＢ門下生が
中心となって楽しく大昼食会、焼肉・焼きそ
ば、門下生はお腹いっぱい食べる事ができ、
その後、道場でレクリエーションも行い和気
藹藹と心温まる前期の稽古納めとなりまし
た。これも参加頂きました先生方は勿論の
事、ＯＢ門下生の念入りな準備を重ねて頂い
たお蔭であります。皆様ありがとうございま
した。
◎７月２２日に開催された埼玉県中学校剣道
大会兼全国・関東大会予選では見事、男子団
体で３年ぶり５回目の優勝し全国・関東大会
出場の切符を手に入れ、更に女子団体戦でも
３位入賞を果たし２５年ぶりに関東大会出場
する運びとなりました。おめでとう！
（詳細、写真は中ページ掲載）

★外国人剣道指導者夏期講習会★

◎７月２５日～８月１日、錬心館・解脱研修
センターを会場に全日本剣道連盟主催による
第４１回外国人剣道指導者夏期講習会が行わ
れ、世界４３ヵ国から６１名の剣士が集い、
研鑽を積みました。同行事は各国への剣道普
及、指導者の育成を目的として毎年、開催さ
れているもので錬心館では昭和５１年の第２
回講習会以来、受入れており、今回も講師の
一人として田中館長が指導にあたりました。
◎７月２９日・３０日に開催された全国道場
少年剣道大会では、小学生団体が会場決勝で
惜しくも敗退しベスト３２、中学生団体、中
学３年生にとっては、このメンバーでの最後
の試合であり、一人ひとりが気迫のこもった
素晴らしい試合を展開しましたが惜しくも力
及ばず会場準決勝で敗退してしまいました、
大目標の日本一には届きませんでしたが、結
果だけが全てではなく門下生諸君が毎日、日
本一を目指し努力してきた事が何よりも大切
な事であり、決してこれが終わりではない、
今まで以上に素直に学び、今回の結果を活か
して今後の益々の努力精進を期待していま
す。
（詳細、写真は中ページ掲載）
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《９月》
〇

館の行事
※稽古休み

６日（土）※受入行事の為
２３日（火・祝）※祝日の為

〇

〇

大会･審査会
４日

埼剣連月例稽古会（一般・上尾）

６日

称号・八段受審者講習会（一般・上尾）

７日

剣道指導者講習会（一般・大宮）

１５日

第３０回わらび剣友会招待親善試合（小中代表・蕨）

２３日

解脱錬心館一般特別稽古会（講師 大久保和政先生・１５時～１７時）

受入行事
７日

みどり祭り

※雨天時のみ（解脱会）

《１０月》
〇

館の行事
１１日

第１６５回秋季大祭参加（全門下生）１０時集合
※稽古の出来るしたくでご参加下さい｡尚、解脱会より記念品とお弁当が
出ます。
※稽古休み・７日（火）～１１日（土）大祭の為

〇

大会･審査会
４日～７日
５日

六・七段受審者講習会（一般・大宮）

１２日

四地区講習会（一般・上尾）

１２日

第３２回全国道場対抗剣道大会（小中・一般代表・宮崎）

１２日

全国道場少年剣道選手権大会（小中代表・宮崎）

１９日

段位審査会（初段～三段・大宮）

１９日～２１日
２６日

〇

第２７回全国健康福祉祭剣道交流大会（小山）

第６９回国民体育大会（五島）
第４２回総和剣道大会（小中代表・古河）

受入行事

１１日・１２日

第１６５回秋季大祭（解脱会）

★ 埼 玉 県 大 会 ★
中学門下生が見事、全中・関東大会出場！！ ★関東大会★
埼玉県学校総合体育大会
北本市立北本中学校
男子団体 優 勝 全中・関東出場
女子団体 第３位 関東出場
女子個人 第３位 新井伶奈（中３）関東出場

◎関東中学校剣道大会（埼玉県）
男子団体・北本中

ベスト１６

泉・土肥・内村・鈴木・新井・若松・林

女子団体出場
新井伶・新井千・安達・谷口・小嶋・若松

女子個人出場
新井伶奈（中３）

★ 全 国 大 会 ★
◎全日本少年少女武道大会（東京都）
小学団体 解脱 敢闘賞
濟藤・大泉・大西・新井・内村
◎全国道場少年剣道大会（東京都）
小学団体 解脱 会場２位（ベスト３２）
濟藤・大泉・大西・新井・内村
小学団体 北本 ２回戦敗退
関根・柳・加藤・髙野・矢部
中学団体 解脱 会場３位
鈴木・若松・新井・林・泉
中学団体 解脱 １回戦敗退
栗原・新井・土肥・新井・内村・奥原
◎全国中学校剣道大会（高知県）
北本中団体 ベスト１６
泉 ・土肥・内村
（３年）
鈴木・新井・若松・林（２年）
全国中学校剣道大会・高知県高知市開催！！！

★

富山県ジュニア選手団来館 ★

一昨年に富山県剣道連盟より依頼があり富山県ジュニア剣道強化の講師、並びに受け入れ団体として田中宏明館長、
解脱錬心館が推挙され、平成２４年から２６年の３年間（年に１回、田中館長が富山県にて指導し、もう１回は錬心館
にて富山県ジュニア強化選手合宿）事業を受け入れ、今回で３年目、８月２１日～２２日に富山県ジュニア選手団が来
館され、初日は錬心館門下生と合同稽古をし、最終日は埼玉県道場連盟選抜選手にも参加頂き、試合稽古を行い充実し
た２日間となりました。

～ お 知 ら せ

～

けん

おし

剣 の 教 え

８６

われいがいみな し なり

☆昇段おめでとうございます-----七 段 齋藤

勝実（一般）
―平成２６年８月３０日取得分―

～ 我 以外皆師 也 ～
館

長 田中 宏明

今夏を振り返って
◆今日は８月３１日、この原稿を書いている。子供
達の夏休みも残念ながら最終日となった。明日から

☆大会通信――――――――――
６月

は二学期も始まり、翌２日からは、後期の通常稽古
も始まる。そんな中、中国地方を始め全国的に局地

★第９回埼玉県道場対抗優勝大会

的豪雨に伴なう土砂災害が発生し、甚大な被害をも
たらした。家屋や車を一瞬のうちに押し流していっ
た土石流は秒速40メートルに達し、多くの方々の生
命と穏やかな生活を飲み込んでいった。大自然の猛
威は、その度に忘れることの出来ない深い悲しみと
多くの教訓を残しては、知らぬ顔をして過ぎ去って
混成団体
解脱チーム
北本チーム

優 勝（５連覇）全国大会出場
内村・泉 ・小野・小林・関根
準優勝
全国大会出場
大西・鈴木・田中・清水・柳

★第９回埼玉県手権大会（小・中学生個人戦）
中学男子の部
準優勝 新井雄大（中２）全国大会出場
第３位 鈴木悠誠（中２）
中学女子の部
第３位 新井伶奈（中３）
第３位 小嶋紅音（中１）
小学男子の部
準優勝 大西 尊（小６）全国大会出場
小学女子の部
準優勝 大泉波音（小６）全国大会出場

★第５９回知事杯争奪近県剣道大会
小学混成・優勝
柳・関根・濟藤・大西・内村
★山岡鐵舟第１０回少年剣道錬成大会

いく。犠牲になられた方々のご冥福をお祈りすると
共に、被災地の一日でも早い復興を心からご祈念申
し上げる次第である。◆夏休みの最終日を迎えて、
改めて今夏の錬心館を振り返ってみたい。恒例の暑
中稽古を終えての前期稽古納めでは稽古終了後、後
援会協力のもと、大昼食会が実施され、特に学生・
社会人のＯＢ諸君が暑い中、美味しい肉や野菜を焼
いたり、焼きそばを作ったりして参加者全員に振る
舞ってくれた。又、皆で全国大会出場選手の壮行を
したり、ゲームで大笑いしたり、子供達も保護者も、
一般部も先生方も、そしてＯＢも青空天井の下、一
つの大きな家族になって前期稽古納めが終了した。
◆そして夏の全国、日本一に向けての闘いが始まっ

低学年の部・準優勝

池田・関根・小嶋・荒井・柳

★全国大会高校男子県予選会
優 勝 本庄第一高校 田中・長峰

県予選会。錬心館の中学門下生が北本中学校剣道部
インターハイ出場

８月

として出場し、男子が見事団体優勝を果たし３年ぶ
り５回目の出場を決めた。女子も３位に入賞し関東

★全国高等学校剣道大会
団体 ベスト８ 本庄第一高校
個人 ベスト１６本庄第一高校
★武蔵野旗争奪中学校剣道大会

た。まずは、高知県で開催される全国中学校大会の

田中・長峰
田中晃司
北本中男子

大会出場を手にした。女子は団体戦で、なんと２５
年ぶりの入賞であった。越谷市で開催された中学校
の関東大会、日本武道館、更には高知県で開催され
た全国道場少年剣道大会や全国中学校大会では、そ
れぞれベスト１６までと目標には届かなかったが、
これまでの辛く厳しい稽古に耐えてきた成果を、そ
の全てを出し切って素晴らしい試合を展開してくれ

優勝

鈴木・新井・若松・林・小林・野添・栗原・鈴木

た。◆目標が高ければ高いほど、当然そのハードル
は高くなり、助走も長くなっていく。だからこそ、

―――――― 編 集 後 記 ―――――――
後期スタート！道場に再び子供達の元気な掛け声が戻って来まし
た。今年の夏は中学生が見事、埼玉県中学校剣道大会で男子団体３
年ぶり５回目の優勝、高知で開催された全中に出場致しました。
この１年厳しい稽古に耐え、仲間を信じて頑張り勝利を勝ち取り
ました。女子団体に於いても３位入賞を果たし関東大会出場致しま
した。全国大会では予選リーグを勝ち上がり、決勝トーナメント１
回戦ベスト８を掛け、心を一つに戦いましたが惜しくも敗退と残念
な結果に終わりました。しかし結果だけが全てではない、毎日努力
してきた事を自信にし、胸を張って今後の人生に大いに発揮して下
さい。さあ～！今度は受験に打ち勝て！頑張れ中学3年生！！
小学生諸君！夏の全国大会の悔しさを忘れずに水戸の全国優勝目
指し後期も頑張ろう～！ （Ｙ）

常に自分との闘いであって、戦う相手を通して自己
を磨き鍛えていく。ここに、剣道理念の目指す人間
形成の道がある・・・。

追伸

前期稽古納めで、

汗だくになりながら、肉や野菜を焼いてくれた齊藤
ＯＢ会長が昨日の８月３０日、見事剣道七段に合格
されたという何より嬉しい報告があった。

