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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★

◎７月７日に前期稽古納めが行われ、早朝５
時半から７時まで、全クラス合同で気合の入
った稽古が実施されました。その後、一般
部・後援会保護者・少年部で、日頃の感謝を
込めて大掃除を実施し、道場も自分の心も綺
麗に磨かれ、皆が爽やかな笑顔で大掃除が終
了しました。引き続き、ＯＢ門下生が中心と
なって楽しい大昼食会が開催され、参加者全
員が焼肉・焼きそばを始め美味しい料理をお
腹一杯頂き、その後、道場でレクリエーショ
ンが行われ、最後まで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門下生が念入
りな準備を重ねて頂いたお蔭です。皆様あり
がとうございました。
◎７月１９日～７月２６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４６回外国人剣道指導者夏期講習会が行わ
れ、世界４５ヵ国から６１名の剣士が集い研鑽
を積みました。同行事は世界各国への剣道普
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られました。
◎７月２０日に全日本少年少女武道錬成大会
が行われました。この大会は基本試合と１本
勝負を２回戦まで行い、３回戦以上は通常の
３本勝負となり、８ブロックに分かれ、優秀
賞の優勝旗を目指しての錬成大会となりま
す。錬心館では小学生３チームが出場し解脱
Ａチームが接戦を勝ち進み、見事２年連続６
回目の優秀賞を勝ち取りました。
（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２９日・３０日に全国道場少年剣道大
会が開催され、初日の小学生団体戦では、厳
しい埼玉県予選を勝ち抜いた自信と誇りを胸
に戦いましたが、試合場決勝で残念ながら僅
差で敗退しベスト３２（試合場２位）。２日目は
中学生団体戦が行われ、中学３年生にとって
は道場日本一を目指す最後の全国大会であ
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優勝した九好会（九州学
院中） に惜しくも力及ばず結果は全国ベスト
１６（試合場１位・５年連続）。日本一には届きま
せんでしたが門下生諸君が毎日、日本一を目
指し努力してきたその過程が何よりも大切な
事であり、決してこれで終わりではなく今ま
で以上に素直に真剣に学び、今回の結果を活
かして小中学生共に今後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・７日（土）
・２１日（土）受入行事の為

大会・審査会
５日（木）
７日（土）
８日（日）
１５日（日）
１６日（月・祝）
２１日（土）
２１日（土）
２９日（日）～１０月１日（火）
〇

〇

埼剣連月例稽古会（一般・上尾）
尾島剣道部主催親善剣道大会（小中代表・群馬）
第４０回東日本選抜武陽旗少年剣道大会（小中代表・飯能）
第１４回全日本都道府県少年剣道優勝大会（大阪）
全剣連後援剣道指導者講習会（一般・上尾）
六・七段受審者講習会（一般・大宮）
上尾・鴻巣・北本合同稽古会（一般・錬心館）※１５時３０分～１７時
第７４回国民体育大会（茨城）

受入行事
８日（日）
２１日（土）

みどり祭り（解脱会）
上尾・鴻巣・北本合同稽古会（北本市剣連連盟）

１２日（土）

第１７５回秋季大祭参加（全門下生・１０時集合～１３時終了予定）

《１０月》
館の行事

〇

〇

〇

※稽古休み・９日（水）～１２日（土）大祭の為
２２日（火・祝）祝日の為
大会・審査会
３日（木）
埼剣連月例稽古会（一般・上尾）
６日（日）
第４回桜木杯争奪松井剣志会少年少女剣道大会（小中代表・所沢）
１２日（土）
女子剣道講習会（一般・上尾）
１３日（日）
段位審査会（初段～三段・大宮）
１３日（日）
第１７回埼玉県剣道大会・小学生の部（小学生代表・上尾）
２０日（日）
愛知県道場連盟・近藤杯剣道大会（小中代表・愛知）
２６日（土）
四地区講習会（一般・上尾）
２７日（日）
第４７回総和剣道大会（小中代表・茨城）
受入行事
１２日（土）・１３日（日）

第１７５回秋季大祭（解脱会）

《１１月》※１１月１７日までの予定
〇

館の行事
３日（日）
北本産業祭演武（木刀教室・北本市役所）
１０日（日）
第４７回解脱選抜少年剣道錬成大会（主催大会）
※稽古休み・９日（土）主催大会前日準備の為

大会・審査会
３日（日）
４日（月・祝）
７日（木）
９日（土）～１２日（日）
１１日（月）・１２日（火）
１６日（土）・１７日（日）
１７日（日）

〇

第６７回全日本剣道選手権大会（大阪）
四、五段審査会（上尾）
埼剣連月例稽古会（一般・上尾）
第３２回全国健康福祉祭剣道交流大会（和歌山）
令和元年度中学校剣道新人大会（団体、個人・上尾）
七段、六段審査会（愛知）
第１７回桶川べに花杯剣道大会（小中代表・桶川）

★ 全国予選・全国大会 ★
◎埼玉県道場少年選手権大会（吉見）
中学生女子個人
優勝

柳

※全国大会は１２月新潟で開催

小学男子個人

菜々海（中３）

準優勝

全国大会出場（２年連続）

福永陸斗（小６）

小学女子個人
準優勝

全国大会出場

宮副

心（小６）

全国大会出場

◎全日本都道府県対抗剣道優勝大会予選会（上尾）
小学個人

第３位

柳

瑠里（小６） 全国大会出場（９月・大阪）

◎埼玉県道場対抗優勝大会（錬心館）
小中一般混成団体
解脱 優勝（全国大会出場）北本
先鋒
次鋒
中堅
副将
大将

柳
小嶋
泉
小林
柳

瑠里（小６）
修斗（中３）
和毅（教員）
竜也（専従）
博 （警察）

準優勝（全国大会出場）

先鋒 石井 夏樹（小６）
次鋒 柳 菜々海（中３）
中堅 泉
英太（大学）
副将 小野 秀樹（教員）
大将 濟藤 岳人（警察）

◎全日本少年少女武道大会（東京都）
小学団体
解脱Ａ 優秀賞

解脱Ｂ

先鋒
次鋒
中堅
副将
大将

先鋒 宮副 心 （小６）
次鋒 沼田 大地（小５）
中堅 石井 律輝（小６）
副将 竹内 日南（小６）
大将 千木良 源（小６）

石井 夏樹（小６）
岡谷瑚太郎（小５）
福永 陸斗（小６）
吉野 一真（小５）
柳
瑠里（小６）

解脱・北本・２チーム
全国道場対抗優勝大会に出場（１２月・新潟）

北本
先鋒
次鋒
中堅
副将
大将

浅野 宝仁（小４）
吉田 貫汰（小４）
土性 純大（小５）
櫛毛美紗希（小５）
福田 悠貴（小５）

解脱Ａチーム
ブロック優勝・優秀賞
（２年連続６回目）

◎全国道場少年剣道大会（東京都）
中学団体
解脱
試合場１位（５年連続）
全国ベスト１６
先鋒
次鋒
中堅
副将
大将

池田 翔 （中３）
友清奈那子（中３）
荒井 大輝（中３）
柳 菜々海（中３）
小嶋 修斗（中３）

小学団体
解脱 試合場２位
先鋒
次鋒
中堅
副将
大将

石井 夏樹（小６）
岡谷瑚太郎（小５）
福永 陸斗（小６）
吉野 一真（小５）
柳
瑠里（小６）

北本
先鋒 宮副 心 （小６）
次鋒 沼田 大地（小５）
中堅 石井 律輝（小６）
副将 竹内 日南（小６）
大将 千木良 源（小６）

全国道場少年剣道大会

ベスト１６・試合場 1位（５年連続）

☆ 富山県ジュニア選手団来館 ☆
８月１９日～２０日に富山県剣道道場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、富山県ジュニア強化選手合宿事業
を受け入れました。今回で８回目、初日は錬心館門下生と合同稽古をし、最終日は埼玉県代表の
都道府大会選手と県内団体選手にも参加頂き、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

１１６

われいがいみな し なり

～ 我 以外皆師 也 ～
☆６月３０日（日）に吉田潤先生・矢部利人先生の
七段昇段祝賀会を錬心館にて開催致しました。

祝賀会に参加して頂きました
方々、沢山の方々にご協賛を
頂き誠に有難うございました。

☆昇段おめでとうございます-----六段 佐々木有美子（〇Ｂ） ―令和元年８月取得―
四段 土性佳晴（一般） ・泉 英太 （〇Ｂ）
―令和元年７月取得―

☆入門おめでとうございます-----やま ぐち し おり

やま ぐち けい ご

にしもとこう へい

山口史織（小４）山口慶悟（小１）西本幸平（小１）

☆大会通信――――――――――
７月
★第１６回花心杯白沢剣道大会（群馬）
中学男子の部 解脱 優勝
小嶋・池田・荒井・内村・福永
中学女子の部 解脱 優勝
柳・友清・宮副・田中・日置・大西

★第２６回青雲塾剣誠会館長杯争奪剣道大会（茨城）
小６女子個人
小３男子個人
小２男子個人
小２女子個人

第３位
敢闘賞
敢闘賞
敢闘賞

柳 瑠里
大野勝輝
沼田天真
浅野まお

★第６７回学校総合体育大会
中学校剣道大会兼全中・関東予選（上尾）
中学女子団体 北本中 第３位 関東大会出場
柳・友清・宮副・田中・日置・大西
中学男子団体 北本中 第６位 関東大会出場
小嶋・池田・荒井・内村・福永・土性・田中
中学女子個人 第３位

柳 菜々海（中３）関東大会出場

８月
★第４４回関東中学校剣道大会（千葉）
中学女子個人 敢闘賞

柳 菜々海（中３）

★第６０回全国教職員剣道大会（大阪）
埼玉県代表 泉 和毅 個人戦全国ベスト８・団体戦出場
★国民体育大会・関東ブロック大会（千葉）
埼玉県代表 少年女子 先鋒・大泉波音（本庄第一２年）

―――――― 編 集 後

記 ―――――――

後期スタート！道場には再び子供達の元気な掛け声が戻って来ま
した。さて、日本武道館で開催されました夏の全国大会では、大目
標の日本一には届きませんでしたが子供達は剣道の「朝鍛夕錬」の
教えを守り努力を重ねてきたと思います。やはり結果が全てではな
く夢に向う努力と反省が大切！頑張れ錬心館門下生！（Ｙ）

館 長 田中 宏明
ス

タ

ン

ド

バ

イ

ミ

ー

Ｓｔａｎｄ ｂｙ ｍｅ
◆梅雨明けが昨年より１カ月遅れとなり、まだ梅雨空
が続くなか夏休みが始まり、終わりとなる８月末には
九州北部大雨が発生し、佐賀県を中心に甚大な被害を
もたらしました。更に現在も、全国各地で大雨による
災害が心配されています。被災地のみなさんの安全と
一日でも早くこれまでの生活が取り戻せるよう心から
願うものです。◆そのような中、今夏も門下生諸君は
県内大会を始め、関東大会全国大会で素晴らしい成果
を収めました。これまで大きな目標に向かって努力に
努力を重ねてきた、そのすべてをチーム一丸となって
発揮してくれました。道場の中では共に厳しい稽古に
堪えながら、時に励まし合い、時にぶつかり合い、更
に選手を争うライバルでもある仲間。しかし、その仲
間が錬心館として試合に臨む時には、これ以上ない頼
もしいチームメイトとなってくれます。「一緒に稽古
してきて良かった。これからもずうっと一緒に頑張っ
ていきたい」そんな思いの中から仲間を尊重する気持
ちや感謝の気持ちが芽生え、深い友情が培われていく
のです。◆私事で申し訳ありませんが、今年の８月に
母の十三回忌を迎え、その２か月前の６月に父が９０
歳で亡くなりました。性格は昔から無口で短気。兄も
私も出来ればそばに居たくない、そんな父でしたが歳
を重ねるほどに優しくなり「今年は母さんの十三回忌
だから、孫も曽孫もみんな連れて帰るから元気にして
いて」と春先に電話をした時には「楽しみにしてい
る」と嬉しそうに返事をしていたのが嘘のように急逝
してしまいました。思えば、両親には本当に心配をか
ける方が多くて何の親孝行も出来なかったと、今更な
がら申し訳ない気持ちでいっぱいになります。「親孝
行 したい時には 親はなし」これまでに嫌というほ
ど耳にして、数えきれないほど口にしてきた言葉だけ
ど、今になって初めて、その言葉の意味を心の底から
の後悔と共に理解することとなりました。◆そして今
月、私が常日頃から頼りにし、誰からも信頼の厚い本
部の部長さんが家族のやむ得ない事情で退職されるこ
とになりました。必要とされる人間は公私に係わらず
何処でも必要とされるのだと再確認した次第ですが、
会にとっても大きな損失であり、あまりにも残念でな
りません。その思いを胸に謙虚に自己を省みるとき、
いつも私を支え、そばに居て欲しいと願う、多くの人
達に囲まれて今の私が在り、それがどれだけ有難いこ
とか、改めて感謝の気持ちと共に気づかせて頂きまし
た。「Stand by me」そして叶うなら、大切な人にそ
う言われる自分でありたいと心から願った次第です。

