
Niigata

kenren 107

2021.3 吉日

　今年度は新型コロナウイルス感染鉱大防止のため、開催
にあたりましては「全日本剣道連盟・新潟県剣道連盟・及
び新潟市スポーツ協会ガイドライン」 に沿って行われまし
た。受付時間及び審査時間を段別に分散化しての実施など
を講じ無事終了しました。受審者の皆様方には寒い中、前
半の審査が終わらず会場の外でお待ち頂くなどご不便おか

けいたしましたことをこ
の場を借りてお詫び申し
上げます。　
　開会式の冒頭、地元、
新津剣道連盟　柳　留吉
会長より、「皆さん、コロ

ナ禍の中、今日
を目指して一生懸命稽古をして来たと思いま
す。今日はこれまで先生方に習って来たことを
精一杯出し切ってください。そして大切なこと
は、本日昇段されても剣道をぜひ続けてくださ
い。剣道は素晴らしい武道です。今日は皆さん
全員の合格をお祈りしています。 」 と挨拶を頂
きました。

初段に合格した受審者の一人斎藤楓也さん（中之島中学校）に初
段合格のお気持ちを伺いました。
ーコロナ舗でどんな気持ちで稽古されて来ましたか ?

ルールが厳しくなったりして、あまりいつもとは違う形

だったんですけど先生の言われることをしっかりと考えて
あまり密ならないようにマスクもして、こまめに消毒もし
て、部活がある日やできる日には一生懸命やって来まし
た。 」 と喜びを語りました。　　　ーおめでとうございます。

合格率 50.0%

■受審概況　審査段位　初段～参段　受審者総数　155名　合格率　83.8%　

初　段

弐　段

参　段

受審者 88名

受審者 49名

受審者 18名

合格者 81名 不合格者 7名 合格率 92.0%

合格者 40名 不合格者 9名 合格率 81.6%

不合格者 9名合格者　9名

2 月 28 日（日 ) 今年度最後となる昇段審査会が新津武道館で開催されました。



　この度は、新潟県剣連会報に寄稿のお
話を頂き誠にありがとうございます。こ
の場を借りてお礼申し上げます。この広
報を毎回読ませて頂いていましたが、私のような若輩者
が書かせて頂くとは思ってもおらず、とても光栄に思い
ます。「諦めなければ夢は必ず叶う」これは私の座右の
銘です。この言葉は私が中学生の時に出会いました。
　私は日本一を目標に剣道をしています。口で言うのは
簡単なことですが、本気で、全てを懸けて日本一を目指

している人はほん　　の僅かだと
思います。私　　　　　も小学生
の頃は口だけ　　　　　　でした。
大した努力も　　　　　　しない
でちょっと勝ったらそれで満足し
ていました。しかし、その考えは

中学校に入学して変わりました。名門燕中学校に入学し
て、本気で日本一を目指すようになりました。毎日の稽
古は「きつい」という言葉だけでは表せないほど苦しく、
素振りも何千本、何万本としました。その結果、２年生
の時に全中で優勝し、夢に見た日本一を果たしました。
　その後、高校は福岡県の筑紫台高校に進学しました。
監督である金森先生のご指導のもとで日本一を目指した
い、九州というハイレベルな場所で自分自身を成長させ
たいと思い筑紫台高校を選びました。入学する前から分
かってはいましたが、想像を遙かに超えて稽古はきつい、
そして九州や福岡県の剣道のレベルの高さにはまず圧倒
されました。私はありがたいことに入学してすぐ選手と
して起用して頂きました。ところが全く勝てない、負け
てばかり。とても苦しくどん底を経験しました。それで
も「高校でも日本一」という夢だけを見続けて誰にも負

けないくらい努力し続けました。
　２年生の秋、ついに最後の１年が始まりました。主将
に選ばれ「今年こそは日本一をなんとしてでも掴み取る
んだ！」と部員全員で誓いました。全国選抜大会の県予
選を 1位で通過し、全国への切符を掴み、いよいよこれ
からというときに悲劇が訪れました。新型コロナウイル
スの流行拡大です。その影響により、全国選抜大会、玉
竜旗、インターハイ全てが中止となりました。これを聞
いた時は頭の中が空っぽになり、何も手につきませんで
した。これまで頑張ってきたけど、全部無意味だったと
思いました。周りから励ましの言葉も頂きましたが、ど
れもただの慰めにしか聞こえず、自分自身全く立ち直る
ことができませんでした。
　そんな時に金森先生から「お前が諦めてどうするんだ。
諦めたらおわりだぞ！」と言われました。私は日本一の
夢を諦めかけていました。もう無理だと思っていました。
投げやりになっていました。でもまだ終わりじゃない。
まだチャンスは残っている。諦めたら可能性はゼロにな
りますが、諦めなければ僅かでも可能性はあります。そ
う思って死に物狂いで再び稽古に励みました。そして
「高校生想代」の話を聞きました。この話を聞いた時は
嬉しさのあまり同級生で泣いて喜びました。この大会は
全国選抜大会の代替の大会で、全国の先生方が主催とな
り開催してくださいました。最初で最後の私たちの代で
日本一を掴む舞台。3年生全員で参加させて頂くことが
決まり、改めて日本一なると誓い合いました。朝稽古し
たり、後輩と試合をしたり、できることは全てやり切り
ました。結果は「優勝」。夢だった日本一をもう一度仲
間と掴み取ることができました。いろいろな感情が込み
上げてきて優勝が決まった瞬間、涙が溢れだしました。
　私は正直強い選手ではありません。しかし、諦めずに
努力し続ければ夢を叶えることができると思います。4
月からは大学生になります。大学での目標はインカレで
優勝して日本一になることです。今まで以上に苦しいこ
とがあるかもしれません。それでも諦めずに努力し続け、
見ている人に感動を与えることができる選手になりたい
です。

２０２０年１２月２７日～２８日に行われた「高校生想代」（そ
うたい）全国選抜および玉竜旗の代替大会として開催された大
会です。剣士にとってコロナ渦で次々と大会は中止され、その
度に打ちひしがれ、落胆の気持ちをまさに「希望」に変えた唯
一の大会、それが「高校生想代」。（会場は沖縄県立武道館）
女子決勝　日吉ヶ丘高校　０（１）－筑紫台高校　２（３）○
筑紫台高校が優勝しました。その中のメンバーに次鋒として出
場し、決勝戦ではチームに勢いをつける見事な「突き」で１本
勝ち。優勝に大きく貢献した本県出身「佐藤美空」（さとうみく）
選手に寄稿をお願いしました。

佐藤　美空
筑紫台高等学校３年（福岡県）

「お前が諦めてどうするんだ！」

2



剣道と少年時代
　私は昭和 57年に長岡市にある和
菓子屋の長男として生まれました。
平成元年、小学校の入学の時に近所
の友達に誘われて剣道を始めました。
そこで、桜剣士会に入会し僕の剣道
人生がスタートしました。当時一緒に始めた仲間は途中
で辞めてしまうこともありましたが、自分は剣道が大好
きなこともあり喜んで通っておりました。
　『当時は、人一倍手のかかる子でして、人に迷惑ばか
りかけていたけど、練習は休まなかったねぇ』と、渡辺
久雄館長は話します。
　しかし、試合は苦手。いつも大事な場面では負けてい
たような気もしますが、そんな自分をキャプテンに抜擢
して下さり、「剣道で大切なことは勝ち負けではない」
と諭してくれたのも先生でした。
菓子修行～目標を見つけ出す
　『とりあえず、高校卒業したから大学でもいこうかな？
みんな行くみたいだし。』なんて漠然と考えていた高校
3年生の秋の頃でした。先生からの鶴の一声（今思えば
ですが笑）で『大学は必要ない。本気でお菓子作りの修
行に行ったらどうだ！？』と言われました。これが大き
な転機でした。
　高校を卒業後、静岡県沼津市にある和洋菓子店にお菓
子作りの修行にいきました。故郷を離れて休みは 1か月
に 2回しかなく給料はほとんど残らない苦しい生活でし
た。そんな時は「真夏の地獄の懸かり稽古」を思い出し、
「あの苦しさに耐えたのだから今の生活はまだ恵まれて
いる！」と自分に言い聞かせました（笑）。
　修行に入ると、本来なら和菓子屋に生まれ育ったのだ
から和菓子作りの修行のはずが、なぜか隣で売れている

華やかな洋菓子、ケーキやシューク
リームを見てすぐに憧れてしまいま
した。
　『沢山の人から求められる品物＝
魅力ある品物』こんなお菓子を地元
に帰って作りたい。
　そして沢山の人を喜ばせたい。そ
う決心したのが 21歳の時でした。
仕事と剣道の両立

　そして、22歳に。3年間の修行を終え長
岡の実家の和菓子屋に帰ってきました。
　「和菓子屋にシュークリーム！？」周りか
らは反対もされましたが、新しい物にチャレンジしてい
く姿勢に父親も次第に理解を示してくれ、逆に背中を押
してくれました。そしてせっかくならそのお菓子に自分
の名前を入れなさい。と言われ、雅彦の一文字を取って
『彦シュー』を発売しました。おかげさまで今では店の
看板商品となり親子 2代で現在の店を営んでおります。
　そんな中、今も仕事の合間を縫って久武館道場で稽古
をしています。最近では小学 3年生の双子の息子も防具
を着けて親子で稽古に通っています。3年前には名古屋
で六段審査にも合格させていただきました。今こうして
剣道を通じて心身を錬磨し、仕事である商売をさせてい
だだけるのも、子供の頃から教えていただいた渡辺久雄
館長はじめとする多くの先生方、久武館道場門下生の皆
様のおかげであり、大変感謝しております。
　剣道で学んだ事を活かし、和菓子の伝統を守り、新し
い事に挑戦する。先生から教えていただいた、『温故知新』
の精神を今後
の仕事にも結
び付けこれか
らも精進して
いきたいと思
います。

■筑紫台高校紹介　第 17回世界選手権大会にて優勝した松本
姉妹の出身校であり、新潟県燕中学から進学し、全中、インター
ハイ等で優勝した本県の村山姉妹、現在も学生剣道で活躍中の
小川姉妹の出身校でもあります。

　　　　～ひとことインタビュー　お母様へ～
　　－小さい頃は美空さんはどんなお子さんでしたか？ー
不器用なタイプで、何事も簡単に出来ることはありませんでし
た。縄跳びの二重跳び、鉄棒の逆上がり、九九の暗唱、出来な
い事を悔しがり、出来るようになるまでやり続ける子どもでし

た。弟や妹とケンカをして、へそを曲げて「謝らない！」となっ
ても「じゃ、今日の稽古は連れて行かないよ！」と言うと、泣
いて謝る子どもでした。

（戦　績）中学／・全中　団体戦優勝１回、準優勝２回、個
人戦３位１回・北信越大会　団体戦優勝３回、個人戦優勝、３位、
ベスト８、各１回・都道府県対抗ベスト８
高校／・高校生想代優勝・全国選抜ベスト１６・玉竜旗３位、
ベスト８各１回・全九州大会団体戦２位１回・九州選抜団体戦
ベスト８、２回・国体九州ブロック２位

「伝統を守りながら新しいことにチャレンジ！」
有限会社　鹿の子
店主　土田　雅彦（剣道六段）
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全日本選手権出場の意気込み

木村　友哉（刑務官／ 33 歳）
　1 月に行われた新潟県剣道選手権大会
に優勝し、全日本選手権に出場させてい
ただくことになりました。
全日本選手権に出場するのは 4 回目になりますが、緊張
せず落ち着いて、技を出す時は思いきった技を出すよう
な試合をしていきたいと思います。そうした試合内容で
1 試合でも多く試合が出来るよう頑張りたいと思います。
　また、このコロナ禍で稽古や試合を制限されている
方々もいる中、全日本選手権という舞台で試合をさせて
もらえるということに感謝し、新潟県代表として恥ずか
しくないような試合をしてきたいです。応援の程よろし
くお願いいたします。

全日本女子選手権出場の意気込み

小川　梨々香（地蔵堂剣士会）
　私はこの度、3月 14 日に開催されま
す、第 59回全日本女子剣道選手権大
会に３度目の出場をさせて頂きます。
過去 2回大会では、どちらも 1回戦敗退という結果だっ
たので、今年こそ、まずは 1回戦突破出来るよう頑張り
たいと思います。そしてコロナ禍の状況の中でも、剣道
が出来ること、大会が開催され試合が出来ることに感謝
の気持ちと喜びを胸に、新潟県の代表として育ててくだ
さった道場や学校の先生方への感謝の気持ちを忘れず精
一杯戦ってきたいと思います。正々堂々と今持っている
力を全て出し切り、強気で自分らしい試合をしてきたい
と思います。応援の程、宜しくお願い致します。

期日：令和２年１１月２９日
会場：新潟県立武道館（謙信公武道館）

■大会報告
■第２９回　新潟県中学校選抜剣道大会

決勝　◯ 直江津東　２（４）　ー　燕　１（２）
１位　上越市立直江津東中学校　２位　燕市立燕中学校
３位　三条市立下田中学校　３位　新潟市立石山中学校

【男子団体戦】

【女子団体戦】
決勝　◯ 小針　３（６）　ー　新井　０（０）
１位　新潟市立小針中学校　２位　妙高市新井中学校
３位　燕市立燕中学校　３位　新潟市立石山中学校

優勝　本間眞琴（五泉高校）準優勝　長澤彩紗（五泉高校）
３位　田中花鈴（五泉高校）３位　岡田飛耀（東京学館）

■第３０回　全国高等学校剣道選抜大会新潟県予選
（第４２回BSN高等学校選手権）
期日：令和３年１月９日（土）～１０日（日）
会場：新潟市鳥屋野総合体育館

【男子団体戦】
優勝　新潟明訓高等学校　準優勝　新潟商業高等学校
３位　帝京長岡高等学校　３位　長岡高等学校

【女子団体戦】
優勝　五泉高等学校　準優勝　新潟商業高等学校
３位　東京学館高等学校　３位　帝京長岡高等学校

【男子個人戦】
優勝　田村悠成（新潟明訓）準優勝　田畑政樹（新潟明訓）
３位　栗山創　（新潟明訓）　３位　安倍伸亮（新潟明訓）
【女子個人戦】
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※この結果、男子は新潟明訓、女子は五泉と新商が 3月 26日
～3月 28日「第 30回全国高校選抜大会」に出場
（愛知県春日井市　春日井総合体育館）



女子（出場２名）
準決勝　　◯　小川梨々香　コメ　ー　　　岩倉薫子　　
　　　　　◯　中島郁子　　　コ　ー　　　石原幸恵
決勝　　　◯　小川梨々香（地蔵堂）ドメー　中島郁子（学校）
　　　　　　　（優勝）　　　　　　　　　　　　（準優勝）

全日本女子選手権大会への想い

中島 郁子（学校剣道連盟）
　新型ウイルスが世界に感染拡大し、剣
道の稽古も自粛となった昨年の春は、剣
道できる日が、また来るのかどうかさえ
わからないまま新年度となりました。職場の環境もプラ
イベートでも、当たり前だった日常はそのほとんどが当
たり前ではなくなり、様々な競技の大会が軒並み中止と
なったこの 1年は、指導者としても、スポーツカウンセ
ラーとしても、選手たちの悔しさややるせなさを間近に
ひしひしと感じておりました。そんな中、全日本選手権
の開催を決定してくださった全日本剣道連盟や関係者の
方には、改めて感謝の気持ちが溢れます。その年に、初
めて選手として出場できる機会を得ることができたこと

にはやはり特別な思いです。今回、本当に多くの方から
激励のお言葉をいただき、嬉しさとともに、改めてこの
大会の偉大さと、そのたくさんの方たちに支えられて剣
道ができる環境にいることを実感しました。わたしより
一回り以上も若い代表選手が揃う今大会ですが、新潟県
代表として、今後の新潟を支える希望に満ちた若い選手
たちの夢に繋がるような、そんな試合ができるよう頑張
りたいと思います。

■令和２年度 北信越高等学校剣道新人大会
令和 3年 2月６日（土）～７日（日）
会場：いしかわ総合スポーツセンター

【男子】
優勝　新潟商業　準優勝　新潟明訓　
３位　日本航空石川　３位　敦賀
【女子】
優勝　五泉　準優勝　星稜　
３位　金沢桜丘　３位　佐久長聖

■全日本剣道選手権新潟県予選会
期日：令和３年１月１７日（日）
会場：長岡市民体育館　武道場
主催：一般財団法人　新潟県剣道連盟　主管：長岡剣道会

男子（出場１名）
準々決勝　○　野矢暁斗　　メメ　ー　　　内藤真澄
　　　　　　　大濱優輝　　　　　ー　メ　高橋吉孝　◯
　　　　　　　中山琢郎　　　　　ー　コ　木立　快　◯
　　　　　　　佐藤　駿　　　　メーメメ　木村友哉　◯

決勝　高橋吉孝（新潟刑）ーコ　木村友哉（新潟刑）　○
　　　　　　　　　　　　　　（優勝）

準決勝　　　　野矢暁斗　　　　　ー　コ　高橋吉孝　◯
　　　　　　　木立　快　　　　　ー　メ　木村友哉　◯
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この結果３／１４長野市ホワイトリングで行われる全日本剣道

選手権大会には男子は木村友哉選手、女子については小川梨々

香選手、中島郁子選手の２名が出場します。ついては３選手の

意気込みを聞かせていただきました。



　新潟県剣道連盟広報部ではこのコロナ禍の中、何か新
潟県の剣士を勇気づけることができないものかと思案し
て参りました。過去、広報第１０５号では本県出身権瓶
功泰先生、そして第１０６号では村山千夏選手からの寄
稿文を掲載させて貰い、その後１年以上休刊しましたが、
今回は神奈川県警を通じて、本県出身「高橋萌子選手」
にこの３月愛知で開催される全国高校選抜剣道大会出場
を決めた県代表女子選手を応援していただこうという大

胆なお願いをしてみましたところ、快く応じてください
ました。なんと図々しいといえば図々しいことか…垣根
を超えた温情に厚く感謝申し上げる次第です。

　昨年はご承知の通りこの大会が中止。今年も開催は危
ぶまれておりましたが無観客試合で開催予定となってお
ります。女子は２校「五泉高校」「新潟商業高校」。男子
は「新潟明訓高校」１校が出場です。さらに広報部では
考えました。サプライズで高校を訪問し、浅原会長から
応援のメッセージと色紙を渡してもらおう！これまた前
代未聞ですが、稽古に没頭する中、両校の監督の了解を
いただき実現しました。その模様をお伝えします！男子
はごめんなさい。写真と部長の意気込みだけの掲載とさ
せて頂きました。

２月のとある日両校へ行って参りました。ともに熱心な
稽古のさなかでしたが、新剣連　浅原会長とともにお預
かりした色紙とメッセージをお渡しして来ました。
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　人は人生においても、剣道においてもいくつもの決断
に迫られることがあります。燕中学を卒業し、その後、
高校、大学は県外へ。剣道を中心に歩んできた進路でし
たがこれも迷って考え抜いて自分自身で決断しました。
後悔せず自分に責任を持ち信念を貫いて来たつもりで
す。思えばどんな時でも私の決断を受け入れてくれた両
親や家族、そして恩師や仲間たちにはとても感謝してお
ります。剣道が大好きでこうして続けてくることができ 
たのは何よりも沢山の方々との出逢いが私を支えてくれ
ているように思っています。
父　昇司さんにも伺いました。
　「とにかく剣道が好きでしたね、兄と姉も剣道をして
いたので萌子は自然と周りの先輩達から可愛がっていた
だき、また尊敬もし、自然と自分の進路を決めていった
ように思います」と語る。
剣道の試合で最も大事にしている事はなんでしょうか？
「剣道の試合では一瞬の『決断』で勝敗が大きく左右し
てきます。自分がここだ！と「決」めたなら、迷いや、
不安を「断」ち切って勇気を持って技を出し切る。それ
が最高の一本に繋がると信じています」と話す。
　彼女の最大の武器は面。相手が動いたその一瞬を逃さ
ないのが持ち味。強さの秘密と言われています。
（メッセージ最後文面抜粋）
県代表　五泉高校、新潟商業
高校のみなさん今しかない、
この舞台で皆さん一人一人が
輝けるようご健闘を心からご
祈念申し上げます。
令和３年２月２日　

神奈川県警察　高橋　萌子
■プロフィール　
年齢：２８歳（２０２１年）
出身：新潟県／段位：五段／得意技：面
燕中学校（新潟）→守谷高校（茨城）→法政大学→神奈川県警
■主な戦績・全国中学校剣道大会団体優勝・個人準優勝
・インターハイ　団体優勝・個人優勝・全日本女子剣道選手権
大会　２連覇　(2017 年、2018年）・世界選手権大会団体優
勝　第 15,16,17 回連続出場

お忙しいところ取材させていただきました。ありがとうござい
ました。

高橋萌子選手、この度は新剣連へのご協力ならびに両校のため
に応援メッセージをいただき誠にありがとうございました。今
後とも貴殿のご活躍をお祈りいたしております。
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　　　新潟商業高校女子剣道部　主将　名後　夢香
　色紙、応援メッセージありがとうございます。高橋萌
子選手のような強い選手になれるように精一杯がんばり
ます。選抜大
会では自分た
ちで工夫して
やって来たこ
とを全力で出
し切り１勝で
も多く勝ちた
いと思います。 新潟商業高校新潟商業高校

　　　新潟明訓高校剣道部　主将　安倍　伸亮
　私たち明訓高校剣道部の目標は「全国で勝つ」ことで
す。この目標を達成するために、稽古を積み重ねてきま
した。しかし、新型コロナウイルスの影響で、例年のよ
うな練習試合や稽古ができない状況の中、日々の稽古で
お互いに高め合うことを意識しました。
　全国大会では、日頃の稽古で培ってきた技術や精神を
十分に発揮し
て、新潟県の
代表として、
明訓の「攻め
る剣道」で一
つでも多く勝
ち進みたいと
思います。 新潟明訓高校新潟明訓高校

　　　五泉高校女子剣道部　主将　山浦　仲
　高橋萌子選手、色紙メッセージ頂きありがとうござい
ます。今は細かいところまで意識して活気のある練習を
繰り返しながら、みんな頑張っています。練習試合など
でも結果が伴わず負けた時などもチームの雰囲気が悪く
ならないよう
にお互いに声
を掛け合って
気持ちを高め
合っています。
全国大会で優
勝することが
今の目標です！ 五泉高校五泉高校

「第 30回全国高等学校剣道選抜大会」出場の意気込みを
お伺いしました！ 「決断」　　　　　　　　　　日頃から彼女が最も大切にして

いる言葉だといいます。その言葉の意味をあら
ためてお聞きしました。
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■令和２年度　昇段審査会　合格者数一覧

　　　　　　　　　　審査・講習委員長　遠山　正宣
　コロナ禍により、６月１０日に対人稽古が再開されま
したが、受審状況にも少なからず影響が出ました。まず、
開催の中止および延期を余儀なくされたこと、受審者の
入れ替え制を導入しなければならなかったことが挙げら
れますが、主管連盟のガイドラインに沿った運営により
大きな混乱もなく実施することができました。改めまし
て感謝申し上げる次第です。受審者数につきましては、
二段の受審者数が前年比で大きな減少がありました。対
人稽古が再開されても受験準備を迎えていた中学３年生
の減少がその要因となっているようです。
　さて審査につきましては、「全剣連　剣道称号段位審
査実施要領」の中の下記審査の着眼点に基づき審査をし
ています。
【初・二・参段】　①正しい着装と礼法　②適正な姿勢　

令和２年度　剣道昇段審査会
（初段～五段）受審状況と寸評

76 0 88 86.4 48 4 60 47 80.0 6 2 27 22 22.2 2 1 3 6

137 1

1

148 92.6 68 1 73 102 93.2 12 31 20 38.7 4 8新潟

8月23日 上越

中止 阿賀野

10月11日

中止 小千谷

中止 三島

中止 警察

69 76

11 11 100.0 8 8 4 100.0 3 5 1 60.0

6057

8881

471431

49

26 22 6

116

30 26 9

48

27

12

33

8

34

63

460

月　日 会　場 （前年度）
合格
者数

形不
合格

受審
者数 合格率％ 合格

者数
形不
合格 （前年度）

受審
者数 合格率％ 合格

者数
形不
合格 （前年度）

受審
者数 合格率％ 合格

者数
形不
合格 （前年度）

受審
者数

11月8日 長岡

長岡審査
と合併 三条

11月1日 佐渡

12月20日 新発田

2月28日 新津

合　計

中止 新潟 14 11 6 18

32 13

30 7

8 11

90.8 37 4 43 17 86.0 10 3 25 10 40.0 3 1 9 8

95.0 28 1 30 26 93.3 8 15 16 53.3 4 10 12

92 40 1 49 44 81.6 9 18 32 50.0

91.5 229 11 263 369 87.1 48 5 121 153 39.7 13 2 30 44
11 -106 -32 -14

初段 弐段 参段 四段

　　③基本に則した打突　④充実した気勢
【四・五段】　初段から三段までの着眼点に下記項目を加
　えたもの　①応用技の練熟度　②鍛練度　③勝負の歩合
初・二段の不合格者は、正しい切り返しによる基本に則
した打突ができていないため、機会をとらえた踏込み打
突が、身についていないことが大きな要因となっていま
す。切り返しを実施するうえで、特に元立ちは、下記の
点に注意し、日々の切り返しを正しく、尚且つ練度に合
わせて激しく行わせてください。
①　元立ちは、気を充実させて気を合わせ、大きな掛け
　　声を掛けて相手を引き立てるようにさせる。
②　機を見て剣先を右に開いて正面を打たせる。最初か
　　ら面を開けない。2回目以降も、お互い中段の構え
　　から機をみて打突させる。
③　最初と最後の正面打ちは、「一足一刀の間合」から
　　正しく一拍子で打たせる。歩み足にならない。
④　左拳は、頭上まで振りかぶり、常に正中線上を移動
　　させる。
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⑤　連続左右面打ちは、「歩み足」で受ける。竹刀を垂
　　直にし、左拳の位置はほぼ腰の高さ、右拳の位置は、
　　ほぼ胸の高さにし、竹刀の打突部で正確に打突部位
　　を打たせる。
⑥　息の継ぎ方は、次の正面まで一息で行わせる。途中
　　で「ヤー」の掛声を入れさせない。
⑦　習熟の程度に応じて、「引き込む受け方」や「打ち
　　落とす受け方」を適宜用いて、技能の向上を図る。
四・五段は、「基本と応用を修熟し・錬熟し」というこ
とで、「守（基本）・破（応用）・離（創造）」の「破」の
段階です。基本を身に着け、更に修錬を加えた上での対
人技能・応用技能が身についているかが評価の対象とな
ります。いわゆる理合に則った技が出せているかです。
　立会では、「後の先」を狙うのではなく、相手の「心」
と「体」と「術（技・動作）」の変わり際に起こる「き
ざし」を捉えてください。「先々の先」を捉える稽古を
積み重ねてください。
　残念ながら、日本剣道形の不合格者も出ています。ま
た、合格された方も十分に日本剣道形を理解し、身に着
けているとは言えません。今だからこそ、日本剣道形を
稽古の一環として取り入れていただきたいと願います。
ご自身の今までの剣道の変化に気づくことでしょう。
　基本は「木刀による基本技稽古法」で、理合は「日本
剣道形」を通して学んでいただき正しく強い剣道を
身に着けていただきたいと願っています。
今後の更なるご精進を期待しています。

　　　　　　　　　　　　　　事務局長　駒形　健一
　居合道部会では、5月 ( 新潟市 ) と 11 月（柏崎市と
上越市で交互）に審査会を行い、初段から五段まで年間
30人前後が合格・昇段しています。審査会当日は、午前・
午後と講習会を実施し、「全員合格」を目指して作法か
ら全剣連居合術技１２本のポイントを指導しています。
　令和二年度は、新型コロナウイルス感染防止対策とし
て５月の審査会を７月に延期し、三密対策はもとより、
受審者と審査員・係員以外は会場への立ち入りを禁じる
など全剣連のガイドラインに沿って万全の態勢で実施し
ました。11月の審査会は、予定通りの日程で実施する
ことができました。また、高段者の審査では、ここ数年
八段受審者はなく、六・七段は二年度、埼玉県での審査
会が中止になり、8月には京都市で行われたものの、感
染拡大地域への往来を自粛する勤務先の事情で受審がで
きないなどの状況も出ています。それだけに、今年 7月
に予定されている上越市での六・七段審査会への期待は
大きく、一日も早いコロナ禍の収束を願うばかりです。

居合道部会の審査会について

66.7 0 1 4 16 0.0 132 8 182 140 72.5

50.0 5 11 45.5 226 2 271 238 83.4

22 0 24 13 91.7

合格率％ 合格
者数

形不
合格 （前年度）

受審
者数 合格率％ 合格

者数
形不
合格 （前年度）

受審
者数 合格率％

22

0 0 0 65

0 0 0 93

0 0 0 64

0 0 0 52

0 0 0

0 0 0

54

71

33.3 4 9 7 44.4 123 8 162 54 75.9

40.0 1 1 12 25 8.3 98 2 127 113 77.2

130 1 155 139 83.9

43.3 10 2 36 70 27.8 731 21 921 1,096 79.4
-175-34

五段 総数



金田塗装工業株式
会社

代表取締役会長 金田 文蔵
代表取締役社長 金田 真人

剣道場

直心館金田道場

新発田工場内（剣道場）
新発田市佐々木大池2896-3

上記問い合わせ
　090-2308-5302 館長 金田まで

■ 稽古日
毎週水曜日（午後７時～９時）
毎週日曜日（午前９時～正午）

■ 新潟東事業所［資料館］ 
新潟市藤見町2-8-18 
☎ 025-274-0093

■ 本社［競馬場前 北部工業団地内］
新潟市北区下大谷内378-42 

☎ 025-258-5533

館　長 山田 義雄
副館長 加藤 治
副館長 石澤 聡

https://kyoeikan.jimdo.com/
090-8683-6033加藤まで

技を通じ、心を磨く場技を通じ、心を磨く場
道場で本格的な剣道を学びませんか道場で本格的な剣道を学びませんか

園児から大人まで楽しく活動中！初心者大歓迎！園児から大人まで楽しく活動中！初心者大歓迎！

〒940-0816
長岡市東片貝町 1342-33
TEL: 0258-35-1022

久武館剣道場武館剣道場

https://peraichi.com/landing_pages/view/sakuraken

館長 渡辺 久雄館長 渡辺 久雄

〒943-0804〒943-0804
新潟県上越市新光町新潟県上越市新光町3-1-12-3131
TEL.025-545-122TEL.025-545-1227/FAX.025-545-1228FAX.025-545-1228
http://www.rs-rental.comhttp://www.rs-rental.com

〒943-0804
新潟県上越市新光町3-12-31
TEL.025-545-1227/FAX.025-545-1228
http://www.rs-rental.com

式典イベント・仮設トイレ・ハウス・プレハブ
事務用品リース仮設用品、小型機器、
安全用品のことなら（株）レンタルサービスへ

武道具用品 製造・販売

〒950-0961
新潟県新潟市中央区東出来島11-18

TEL :025-256-8991
FAX:025-256-8243

https://kenshindoubudougu.com

佐渡市剣道連盟佐渡市剣道連盟佐渡市剣道連盟
会長 菊池 忠彦/副会長 藤井 利雄/福会長 山田 隆生

理事長 山本 誠/事務局長 佐藤友典
■事務局

〒952-0028 佐渡市加茂歌代2613　佐藤友典方
TEL/FAX:0259-27-3458

館長 金田 文蔵  副館長 斎藤 博司

　日本海の厳しい気候に鍛えられた佐
渡の良質な真竹は、しなやかで強靭な特性を持ち、竹刀
の材料にはとても適しています。かつて、昭和の剣聖と
呼ばれた中山博道範士に推奨されたことから、佐渡の竹
刀は全国に名声を博し、昭和初期には年間６万本も生産
されていたという記録があります。県内のみなさまの中
にも、佐渡の竹刀を使用されたことがある方がいらっ
しゃるのではないでしょうか。一方で現在は、国内で販
売されている竹刀の 95％以上は海外工場で機械生産さ
れたもので、伝統的な手造り職人はわずか 10名程度、
後継者もほとんどいないのが現状だといわれています。
　私は、このような現状を目の当たりにし、佐渡で受け

佐藤竹刀工房
佐藤　友典
（剣道錬士六段）　
昭和 51年生まれ　
佐渡市剣道連盟事務局長

国際保護鳥のトキが大空を舞い、金銀山の世界遺産登録を目指
している佐渡は、日本ジオパークや世界農業遺産にも認定され、
悠久の歴史と自然、文化が息づく島です。剣士にとって欠かす
ことのできない道具といえば「竹刀」ですが、その竹刀をつく
る伝統産業が佐渡で長く培われてきたことをご存知でしょう
か。この佐渡の竹刀づくりを後世につないでいきたいと、修行
に励んでいる職人の卵がいます。竹刀に込める思い、そして竹
刀ができるまでの流れを紹介してもらいます。

　こんにちは。年明けの 2021 年 1
月 15 日に江戸川区スポーツセン
ターで全日本剣道連盟杖道六段審査
を受審し合格いたしました。県剣連
会報へ寄稿させて頂くにあたり、杖道 ( じょうどう ) を
ご存じない皆様にもこの機会に興味を持って頂けたら幸
いです。本県で杖道が始まってから 20年余りが経ちま
すが、剣道に比し本県での歴史は浅く、人口も創部以来
ゆるやかな増加にとどまっています。稽古場は村上、新
潟、長岡、上越とあり、今後益々発展していくことを期
待致します。六段審査は初挑戦でありましたが、関東へ
の出稽古でお世話になった先生方、県内合同稽古会でお
世話になった先生方、長岡杖道会の皆様にはあらためて
感謝申し上げます。また、杖道とともに柏崎剣道連盟岡
田先生の剣道稽古会にも参加させていただき、剣道と杖
道の両方から学びを深めることができました。岡田先生
ならびに稽古会の先生方これからもよろしくお願いしま
す。杖道を始めてから 21年目となりますが、杖道を始
めた頃は、剣道と杖道の動きの違いに違和感があり、と
ても混乱しました。しかしながら最近は剣道の技や理合
いを杖道から考え、逆に剣道の機会や間を杖道に取り入
れています。その甲斐あってか審査会では細かいミスも
ありましたが、都剣連杖道部会会長松井先生よりご教示
頂いた「心と姿を整えること、己の精一杯を尽くすこと」

※杖道（じょうどう）とは、古武道の神道夢想流杖術を起源とする現代武道である。単独で行う「基本」と二人（打太刀、仕杖）で行う「形」がある。打太刀は木刀、
仕杖は杖（じょう）と呼ぶ木製の棒を用いる。（ウィキペディアより引用）

を心掛けました。今後とも剣道、杖道の両道の研鑽を深
め精進したいと思います。皆様も是非一度、杖道をご体
験ください。

新剣連初の快挙！※杖道六段合格！「謝辞」
林　芳隆 (51)
長岡杖道会・柏崎剣道連盟　所属
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代表取締役　荻荘　誠

〒950-0207 新潟市江南区二本木 5-9-8
TEL :025-382-6670/FAX:025-383-5332

SAKURADENKI
（有）さくら電気

Electrical   Installation  and  Construction

医療法人

社会福祉法人

昴（すばる）
☎025-288-5609

ゆきよし とやの  ☎025-280-0039
ショート
ステイ

介護保険施設・短期入所
障害福祉サービス事業所・短期入所

介護保険施設
特別擁護老人ホーム

楽いちデイサービス  ☎025-382-1001
介護保険施設・通訳介護

ゆきよし  　  ☎025-288-5609ケアプラン
居宅介護支援事業所

ゆきよしクリニック  ☎025-382-3450

整形外科・リハビリテーション科・訪問看護ステーション
訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション

らぽーる新潟

豊潤舎

☎025-381-8113

機能訓練，生活訓練，就労移行支援，生活介護
施設入所支援，短期入所，日中一時支援

新潟県障害者リハビリテーションセンター

http://www.rnhj.jp
理事長　荻荘 則幸

名誉会長　齋藤　榮
会　　長　斎藤　博司
副 会 長　鈴木　和彦

新発田市
剣道連盟

理 事 長　長谷川　敏
事務局長　大竹　紀明
副事務局長　渋谷　伸一

〒943-0823上越市高土町１-１０-１
TEL:025-525-5972/FAX:025-525-5973

https://www.shibata-kenren.com

稽古会場 ■十日町市総合体育館 剣道場 
( 月･金 )pm7:30～pm9:30
■なかさとアリーナ 剣道場 
（木）pm8:00～pm9:30

根津  根津  勝／根津  雅根津  雅之／ 渡辺  隆之渡辺  隆之
会長 会長 理事長事長 事務局長務局長
根津  勝／根津  雅之／ 渡辺  隆之
会長 理事長 事務局長

継がれてきた素晴らしい技を何とか後世につないでいき
たい、そして、竹刀づくりを通じて佐渡や新潟県の剣道
界を盛り上げていきたいと決心し、それまで勤めていた
佐渡市役所を 40歳で退職して、４年前に地元でただひ
とり竹刀をつくり継ぐ「佐州住清正」銘の竹刀職人 高
津俊和さんに師事しました。竹林に入り、自ら竹を選
別・伐採を行う竹刀職人は全国でもおそらく数人しかお
らず、美しい姿で品のある竹刀をつくられる貴重な熟練
の技を直接ご指導いただけたことは大変光栄なことであ
り、私の目指す大きな目標です。

　竹刀製作の大まかなながれを、写真を交えてご紹介します。

細かくいえば 20を超える工程が必要となり、チェックを重ね

ながら安全な竹刀ができあがるよう努めています。また、大量

生産はできませんが、今後は情報発信にも取り組みながら、顔

の見える竹刀づくりに努めていきたいと考えています。なお、

竹刀の銘は、「こころ平らかに、ただまっ直ぐ」との思いを込め、

「佐渡直平」と付けて製作しています。コロナ禍で人とのつな

がりが希薄にならざるを得ない反面、その重要性が再認識され

ている中、私たちは、昨年の稽古自粛、そして対人稽古の再開

などを通じて、人とのつながりのありがたさ、人との関わりの

中で心身ともに高め合うという普遍的な価値を感じることがで

きたのではないでしょうか。そんな剣道がこれからも発展して

いくよう、微力ですが私は竹刀づくりを通じて支えていきたい

と、未熟ながら考えているところです。皆さまからご指導くさ

ればありがたく、よろしくお願い申し上げます。

　なお、このたび、佐藤竹刀工房のインターネットショップを

立ち上げました。お引き立てのほどお願い申し上げます。

竹刀製作のながれ
①10月以降に４～５年ものの真竹

を伐採します。太さによって５～８

枚ほどに割り、釜であぶって油抜き

を行った後、乾燥させます。

②ナタなどを使って大まかに竹の幅

を揃えたら、熱して「矯め」の作業

を行います。竹の曲がりを矯正し、

竹刀の姿を作ります。

③切り出し小刀を使って「面取り」

を行い、竹刀の形状に近づけていき

ます。

④カンナを使って「合わせ」の作業

を行います。４枚の竹が隙間なく合

わさるよう、断面の角度を整え、滑

らかに仕上げます。

⑤「面の取り直し」を行った後、金

属ヤスリを使って「節すり」を行い

ます。また、紙ヤスリなどを使って

全体を磨きます。

⑥カンナ、金属ヤスリを使って柄を

仕上げていきます。

⑦最後に銘を入れ、

竹刀の完成です。



新潟県剣道連盟のQRコードです。
ご利用ください。

編　集　後　記

新潟県剣道連盟会報　第107号
令和 3年 3月　吉日　発行

事務局　〒950-0982　新潟市中央区堀之内南 3丁目 1-21 北陽ビル 2F
TEL：025-384-4784　FAX：025-384-4794

http://niigata-kenren.com

　「道」の付くものに「剣道」「柔道」「空手道」そして「華道」
「茶道」「香道」等があります。「道」とは「通り道」「一筋道」
「方法」「術策」という意味があります。我々剣道人は剣道の
道を一筋に、そしてその課程において、方法、術策を研究し
て技術の向上に努力し、また「教える」「導く」「助ける」「精
通する」という意味からすると、技術の向上だけではなく、
心を磨き教え導く指導者となり、その道を極め優れた人格の
形成へと到達しなければなりません。人格の形成には何事に
も惑わされない不屈の精神と万人を愛する慈悲の心を持たね
ばなりません。日本の「道」を極める全ての人々には「○○
第一主義」や「○○ファースト」等に惑わされることなく
人類を平和な社会へと導いて欲しいものです。

　長引くコロナ禍に加え、連日紙面を賑わす国会議員や役人
達。早く「麒麟がくる」事を祈っています。
　最後に各行事の中止や活動の自粛が続く中で会報第１０７
号にご寄稿頂きました皆様方に広報部一同より感謝申し上げ
ます。又、本号の発
行にあたり、広告の
掲載をお願いしまし
たところ、快くお引
き受けくださいまし
た各団体、企業の皆
様方に厚くお礼申し
上げます。

https://riai.us/gosen/

https://first4976.wixsite.com/tasuketai

五泉市剣道連盟
会長 帆苅 達郎/事務局長 渋谷 豊彦

〒950-0911 新潟市中央区笹口1-1 プラーカ１・２階 http://plaka-nakamura-clinic.skr.jp

［内科・消化器科・乳腺科・肛門科］医療法人社団  五惠会　理事長  中村茂樹

プラーカ中村クリニック
あきはクリニック

TEL:025-240-0426／ FAX:025-240-0908

患者様に共感する心

代表　山田　 久仁彦
〒950-2022

新潟市西区小針6-68-6
TEL/FAX:025-311-6316

武道具販売 
飛翔堂 便利屋たすけ隊

携帯 090-9980-2313

住まいのお悩みはお任せください。

不用品回収、不用品買取、洗濯機クリーニング
エアコンクリーニング、住宅リフォーム工事等

https://showa.jimdosite.com/

〒950-0923  
新潟市中央区姥ケ山6-14-16
TEL :025-287-0540 
FAX:025-287-6536

株式会社 尚和
代表取締役　石栗　久

実績に自信
型枠大工のスペシャリスト集団

！！

中古防具買い取りいたします！！

〒950-0923 新潟市中央区姥ヶ山5-14-40　TEL/FAX:025-286-2629（有）看板の上野
看板と営繕　の上野新　築

増改築
修　繕
模様替等

090-3647-4126携帯

取締役
上野　健一

麒麟




