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『剛 魂 健』
を指標に一年を振り返る
１月７日 新年祈願祭・稽古始め
８日～２７日 寒稽古 参加者約２００名

２月１２日 東日本如月剣道大会（群馬）
中学女子 優 勝 柳菜々海・友清奈那子・大泉波音
３月１１日

創立４６周年記念館内大会

第一部記念式典、第二部学年別
個人戦・第三部卒業生壮行会。
先生方・後援会・少年から一般
までの門下生で館の４６周年と
同時に卒業生の新たな旅立ちを
祝った感動の一日でした。

第１６６号
平成３０年１２月１１日発行

解 脱 錬 心 館

早いもので今年も残すところ後わずかとなりま
した。今年一年、それぞれに色々な事があったと
思いますが、皆さんにとってどんな年でしたでし
ょうか？
少年部では、道場連盟主催の夏の全国大会で中
学生が全国ベスト１６ （４年連続）、小学生は全日
本少年少女武道大会で優秀賞（ブロック優勝）、そし
て埼玉県選手権大会では中学女子の部で柳菜々海
君（中２）・小学男子の部で石井夏樹君（小５）が準
優勝し全国大会に出場致しました。０Ｂ門下生も
国体・全国教職員・全国選抜・インターハイ等に
出場し、特に本年は、鈴木悠誠君（立教新座３年）
が関東大会準優勝、更に全国警察剣道大会で神奈
川県警察の田中晃司さんが団体戦で準優勝（全勝賞
受賞） し０Ｂの目覚ましい活躍の一年となりまし
た。
一般部の皆さんも子供達に負けじと、個々に目
標を持ち修錬を重ね率先して稽古に励む姿勢は、
まさに師弟同行であり子供達の見本となって頂き
ました。錬心館後援会では、門下生拡大を目指
し、幼稚園での剣道教室のお手伝い、入門募集の
チラシ配りなど積極的に活動し、その努力が実り
本年度の入門者も着実に増えてきました。今年一
年、皆様の温かいご支援を賜り、錬心館の各分
野、各年代層で更に大きく飛躍した年となりまし
た。そして平成３１年も本年以上に努力精進し、
頑張って行きたいと思いますのでどうか宜しくお
願いします。

５月 北本市体育協会
優秀選手賞

３月３１日

解 脱 錬 心 館 主 催 錬 成 会

会場
・錬心館（小学生の部）
・北本宮内中学校体育館（中学男子の部）
・北本東中学校体育館（中学女子の部・小学低学年）
参加団体
・茨城４団体・栃木３団体
・群馬２団体・千葉３団体
・東京３団体・神 奈 川６団体
・山梨１団体・富山１団体
・長野１団体
※計２４団体・約９００名が参加

４月１１日
５月２０日

第５０期生・初心者クラス稽古開始

一般
大学
高校

甲村龍彦・柳博・吉田潤・田中和弥
新井康平・泉英太
鈴木悠誠・新井雄大
内村日向・大西尊・新井貴大・矢部敬仁・大泉波音
中学 濟藤心楓・髙野零・柳菜々海
小学 石井夏樹・千木良源・福永陸斗

★埼玉県高校関東剣道大会予選
男子団体
優 勝 立教新座・鈴木悠誠（高３・関東大会出場）
第３位 本庄第一・新井雄大（高３・関東大会出場）
第５位 大宮東 ・林 泰輝（高３・関東大会出場）
女子団体
第５位 本庄第一・大泉波音（高１・関東大会出場）
第７位 農大三高・小嶋紅音・谷口美月（ 高 ２ ・ 関東 大 会 出場 ）
個人
男子・優 勝 鈴木悠誠（高３）（関東大会出場）
女子・第３位 大泉波音（高１）（関東大会出場）

親子レクリエーション・とちぎわんぱく公園

好天に恵まれた５月２０日の日曜日に、栃木県壬生町にある、とちぎわんぱく公園で後援会主催の親子レクリエーションが少年部門下生と先生方
並びに保護者、総勢１３０名が参加して開催されました。往復の車中では、後援会行事部さんによる、なぞなぞ・似顔絵・風船ゲーム等、少年部か
ら大人まで楽しめる内容が盛り沢山であり、笑いが絶えないバスレクリエーションとなりました。目的地に到着しまず始めに広い園内で集団レクを
行い家族全員が参加しての尻尾とりゲーム・言葉
の文字数でグループを作る、猛獣狩りゲームなど
アイデア溢れる企画により集団レクは大いに盛り
上がりました。その後、学年の班に分れて美味し
いお弁当を食べ、小学生はおもちゃ博物館・遊具
等がある子供の城で、仲間と共に楽しく過ごしま
した。又、中学生は先生方も参加して頂いての野
球大会で、爽やかな汗を流しながら楽しく和やか
に過ごしました。普段道場では見せない子供達の
一面も見られとても有意義な一日となりました。

年末年始の行事予定
《１２月》
○

館の行事
１６日（日） 稽古納め （全門下生・午前９時～１０時半）※集合８時４５分
※一年の節目である稽古納めです。
是非、家族そろって子供達の頑張っている姿を見に来て下さい。

《１月》
○

館の行事
６日（日） 新年稽古始め（対象：全門下生と家族）午前９時３０分集合
１０時～新年祈願祭（於 御霊地太神社殿）
初振り、鏡開き～１１時半頃終了（一般部は初稽古を行います）

７日（月）～２６日（土） 寒稽古（月曜～土曜まで毎日実施します。但し日曜は休み）
第１部 一般・少年部（朝５時半～７時）
第２部 少年部3年以下・初心者クラス（月曜～金曜・１６時～１７時半）
※２６日（土）寒稽古納め（朝５時半～７時）
※初心者クラスは夕方の稽古に参加し少年部3年生以下は、
朝と夕のどちらに参加してもよい。（月曜～金曜）
土曜は門下生全員朝の稽古に参加する事。
（土曜の夕方稽古はありません）
※土曜日は引続き午前７時より一般部稽古を実施します。
出席カードを忘れずに持ってきましょう。
尚、寒稽古中の通常稽古はありません。

※稽古活動休み＝２９日（火）・３０日（水）
・３１日（木）

○

○

大会・審査会
１３日（日） 四地区講習会（一般・川口）
１３日（日） 北本支部形講習・１級審査会（小６以上・錬心館）８時半～１２時
受入行事
１３日（日） 北本支部形講習・１級審査会（北本市剣道連盟）

《２月》
○

館の行事

○

５日（火） 通常稽古開始
※稽古活動休み＝１日（金）～２日（土）
９日（土）・１６日（土）受入行事の為
大会・審査会
１０日（日） 第２８回東日本如月剣道大会（小中代表・群馬）
１６日（土） 第６７回全日本都道府県対抗剣道優勝大会予選会（一般・大宮）
１７日（日） 段位審査会（初段～三段・上尾）

○

受入行事

３日（日） 解脱会節分会（解脱会）
１５日（金）～１７日（日） 全剣連剣道研究会（全日本剣道連盟）

昇級審査会
館 内 大 会
２月２６日（火）
・２７日（水）
３月１０日（日）午前９時
（詳細は来年ご案内します。変更する場合もあります）

６月 ★第４５回埼玉県道場少年剣道大会

中学生団体
解脱・第３位 北本・敢闘賞 （全国出場）
濟藤・髙野・岡部・及川・日置（中３）
柳・小嶋・池田・荒井（中２）
小学生団体
解脱・準優勝 北本・敢闘賞 （全国出場）
田中・大西・樋口（小６）
石井夏・千木良・柳・石井律
竹内・福永・宮副（小５）
低学年団体
解脱Ａ・準優勝 解脱Ｂ・第３位
岡谷・日置・吉野・沼田（４年）浅野（３年）

7月・８月・９月
★全日本少年少女武道大会（東京）
小学団体
解脱Ａ 優秀賞（ブロック優勝）解脱Ｂ
先鋒 柳
瑠里（小５） 先鋒 宮副 心 （小５）
次鋒 石井 夏樹（小５） 次鋒 竹内 日南（小５）
中堅 大西 真尋（小６） 中堅 樋口 佳史（小６）
副将 福永 陸斗（小５） 副将 石井 律輝（小５）
大将 田中 隆斗（小６） 大将 千木良 源（小５）
北本
先鋒
次鋒
中堅
副将
大将
補員
補員

敢闘賞
吉野 一真（小４）
大野 崚 （小６）
日置 大雅（小４）
沼田 大地（小４）
岡谷瑚太郎（小４）
土性 純大（小４）
福田 悠貴（小４）

★第５３回全国道場少年剣道大会（東京）
中学団体

解脱

試合場１位・全国ベスト１６（４年連続）

北本 試合場３位
濟藤心楓・髙野零・岡部快斗・及川雅斗・日置大智（中３）
柳菜々海・小嶋修斗・池田翔・荒井大輝（中２）

★埼玉県道場少年剣道選手権大会

★第６０回全国教職員剣道大会（大阪）
埼玉県代表

高校大学教委の部個人・団体

泉

和毅（ＯＢ）

★第３６回全国道場対抗剣道大会
全国道場少年剣道選手権大会 （宮城）
道場対抗団体 全国ベスト１６
先鋒 柳 瑠里（小５）
次鋒 濟藤心楓（中３）
中堅 泉 英太（ＯＢ）
副将 清水 誠（ＯＢ）
大将 濟藤岳人（ＯＢ）
中学女子個人 全国ベスト１６
柳菜々海（中２）
小学男子個人 石井夏樹（小５）

中学女子個人
準優勝 柳菜々海（中２）全国大会出場
小学男子個人
準優勝 石井夏樹（小５）全国大会出場
第３位 田中隆斗（小６）
第３位 福永陸斗（小５）
小学女子個人
第３位 柳 瑠里（小５）

１０月１４日 立教９０年記念大祭

１０月２７日 第４６回解脱選抜少年剣道錬成大会

立教９０年を迎えた佳節の記念大祭に少年部・一般部・保護
者、約２５０名が参加しました。門下生全員で心を一つにして
日頃お世話になっている解脱会・会員の皆様に感謝の気持を込
めて演武させていただきました。

解脱会立教９０年記念の第４６回解脱選抜少年剣道錬成大会
（後援・北本市、北本市教育委員会、埼玉県剣道連盟、埼玉県
剣道道場連盟、埼玉新聞社）が、大会会長である解脱会渡辺孝
彦理事長のご出席のもと、北本市長現王園孝昭様、埼玉県剣道
連盟山中茂樹会長、埼玉県剣道道場連盟神山芳男会長他、市関
係者並びに埼玉県剣道連盟の先生方を始め多くのご来賓のご臨
席を賜り、盛大に開催されました。

１１月 埼玉県大会
小学５年 個人戦
第３位 石井夏樹・柳瑠里
中学女子 個人戦
準優勝 柳菜々海（中２）
高校女子 個人戦
優 勝 大泉波音（高１）
４段以下 個人戦
第３位 泉和毅（教員）長峰龍汰（大３）
中学団体
男子 準優勝 北本中学校
小嶋・池田・荒井・大熊
内村・福永・土性
女子 第３位 北本中学校
柳・友清・宮副・田中・日置

１２月８日

道

場 大

掃 除

一年間稽古を通して、心と体を鍛え大きく成長させて頂いた道場に感謝の気持で大掃除、少年部・一
般部・保護者が集まり実施しました。

～ お 知 ら せ

～

けん

おし

剣 の 教 え １１２
われ い が い み な し なり

☆昇段おめでとうございます-----七段
六段
五段
四段

小須田今朝人
小野秀樹
三橋史典・泉和毅・川上拓真
原田貴央・遊馬祐実 ―平成３０年１１月取得分―

☆入門おめでとうございます-----い しだゆ きと

つかはらこう た ろ う

石田薫人（小３）塚原晃太郎（小２）

～ 我以外皆師也 ～
館

長 田中 宏明

無私の努力
◆平成の年号が最後の年となる３０年の師走を迎えま
した。門下生の皆さんにとってどんな一年となったの
でしょうか。錬心館にとって今年は、母体である解脱
会が昭和４年に立教されて、９０年を迎えた奉祝の年

☆大会通信――――――――――

でありました。当然のことながら解脱会がこの北本の

１１月
◎桶川べに花杯剣道大会（小中代表・桶川）

地に立教されなければ錬心館は存在しないし、私達が

低学年団体 準優勝
吉野一真・浅野宝仁・日置大雅・沼田大地・岡谷瑚太郎

◎彩北少年少女剣道大会（小中代表・熊谷）

この立派な道場で稽古することも、いや剣道を始める
こともなかったであろうと推測します。そう思う時、
解脱会９０年の歴史の中に私達錬心館４７年の歩みが
あり、今こうして朝鍛夕錬、存分に稽古に励める環境
にあることがどれだけ有難いことか、改めて感じずに
はいられません。当たり前のことが実は当たり前では
ないということ。気づくとも気づかなくとも大きなお

中学女子団体 優勝
田中詩織・日置優里・友清奈那子・宮副二瑚・柳菜々海
中学男子団体 敢闘賞
池田翔・内村亜玖里・荒井大輝・福永隆太・小嶋修斗
低 学 年 団 体 優勝
吉野一真・浅野宝仁・日置大雅・沼田大地・岡谷瑚太郎
個人戦 小６第３位田中隆斗 小５優 勝柳瑠里
小５準優勝石井夏樹 小５第３位福永陸斗
小４優 勝吉野一真

◎羽生市剣道大会（小中高代表・羽生）

蔭さまの中に今の私達が在るということ。そのことを
正しく理解して毎日を感謝の心で努力させて頂きたい
と願うものです。◆剣道は打たれて上達し、負けて強
くなると教わりました。剣道でも勉強でも間違ったり
失敗を繰り返して、それでもそれを糧にして努力する
ことによって大きく成長していくのです。しかし、そ
の過程において、思うようにいかないからと不平不満
の気持ちが生じて謙虚な努力を忘れてしまうと、残念
ながらそこから先には進めません。調子が良かったり
試合で好成績を収めたりして順調に進んでいる時より
も、実は思うようにいかない時、成果が上がらない時

高校男子団体 優勝
若松将輝・林泰輝・新井雄大・千木良虎汰郎・鈴木悠誠
中学男子団体
優勝 髙野零・池田翔・岡部快斗・小嶋修斗・濟藤心楓
第 ３ 位 及川雅斗・内 村 亜 玖 里・荒井大輝・福永隆太・日置大智
中学女子団体 準優勝宮副二瑚・友清奈那子・柳菜々海
個人戦 小５優 勝柳瑠里
小４準優勝吉野一真 第３位沼田大地

１２月
◎つくば市剣道大会（小中代表・茨城）

にこそ最大限の努力が必要であり、この苦難とどう向
き合うか、どう乗り切るかでその先が決まっていきま
す。現在、ＯＢ門下生諸君が各方面で大活躍して大き
な評価を頂いています。そういう先輩達に共通して言
えることは、やはり辛い時、苦しい時に他人のせいに
したり弱音を吐いたりしないで自分が今出来る精一杯
の努力を黙々とやり続けたということです。その時は
努力に見合った結果が出ていないように見えても、努
力しただけの成果はいざという時に必ず表れてくるの
です。◆先月の２７日、東京武道館で実施された昇段
審査会で我が錬心館の大先輩である小須田今朝人さん
が全国の難関を突破し、見事７９歳で七段に昇段され

中学男子団体 優勝
髙野零・池田翔・岡部快斗・小嶋修斗・濟藤心楓
中学女子団体 第３位 宮副二瑚・友清奈那子・柳菜々海
低学年団体
優勝
吉野一真・浅野宝仁・日置大雅・沼田大地・岡谷瑚太郎

――――――― 編 集 後 記 ―――――――
門下生諸君にとって辛く厳しい、しかし努力のしがいがあった平成
３０年も後わずかで終わろうとしています。この一年、子供達は一生
懸命稽古に励み、心身共に大きく成長しました。これも先生方は勿論
の事、一般部の皆様、後援会保護者の皆様のご理解とご支援、ご協力
の賜物と深く感謝申し上げます。来年も宜しくお願い致します。（Ｙ）

ました。二人の子供さんが入門したのをきっかけに奥
様と共に入門されて４２年、黙々と努力を続けられ今
回の偉業を成し遂げられました。「やれば出来る。限
界は作るものではなく超えるもの」そのことを改め
て、私達にその後ろ姿で教えて頂きました。◆末筆と
なりましたが、本年も門下生諸君の弛まぬ精進と関係
各位のご支援、ご協力に敬意と感謝を申し上げます。

