社）日本ｽﾎﾟｰﾂﾁｬﾝﾊﾞﾗ協会、財）大阪体育協会、
財）大阪府ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会、大阪市体育協会加盟

〒590-0515 泉南市信達六尾 596
TEL 072（483）2747 FAX 072(484)0641
ﾒｰﾙ osaka@spochan.jp
ＨＰ http://www.spochan.jp
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今年は府協会にとって一大躍進の年でした。皆さんには大変お世話になりました。来年も一致協力し
て大阪・近畿でのスポーツチャンバラ活動に邁（まい）進したいと考えております。
早速ですが新年 2/15、第 17 期大阪協会定時総会を次の要領で開催します。役員並びに支部長は万障繰
合わせてご出席願います。また、協会加盟クラブに所属する 18 歳以上の会員は総会に出席し、討論に参
加できます。クラブの中心メンバーや将来クラブの幹部、指導員として期待されている人にも参加を呼
びかけて下さい。最終頁に総会案内を付しています。
○

行事日程（2009 年）

１／１０（土）
１／２４（土）
２／１（日）
２／７（土）
２／１４（土）
２／１５（日）
２／２２（日）
３／２１（土）
３／２２（日）
４／１９（日）
４／２６（日）
４／２６（日）
９／未定
未定

競技力向上委員会（大体協）
講師派遣（デリバリー）
(社)日本協会決算総会
講師派遣（デリバリー）
講師派遣（デリバリー）
第１７期大阪協会定時総会
大阪市大会、地域交流体験会
城東区大会
富田林市大会
枚方市大会
第１０回近畿地区審判講習会
第１３回大阪協会段位審査会
第１８回大阪選手権大会（高一般）
第５回大阪尐年尐女大会（幼小中）

○

大阪府立ドーンセンター
大阪市港区子ども・子育てプラザ
横浜市
大阪市西成区松之宮小学校
大阪市港区南港光小学校
阿倍野市民学習センター
大阪市立中央青尐年センター
大阪市立城東成育小学校体育館
富田林市立総合体育館
枚方市立渚体育館
大阪市立中央体育館「剣道場」
大阪市立中央体育館「剣道場」
大阪市立中央体育館「ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ」
大阪府立門真なみはやドーム

第１０回近畿地区審判講習会及び第１３回大阪協会段位審査会
審判講習会と段位審査会の日程が決まりました。両方受けることはできません。協会支部で相談の上、
受講受審して下さい。（後日案内を協会支部に郵送します）
と き
４／２６（日） １３：００～１５：３０ （段審、審判同時進行）
ところ
大阪市中央体育館「剣道場」 ℡06(6576)0800
大阪市港区田中3-1-40
アクセス 電車：地下鉄中央線「朝潮橋」徒歩５分
車 ：阪神高速大阪港線「天保山」出口から３分
阪神高速湾岸線「天保山」出口から３分
申込み
申込書に必要事頄を記入の上、各支部長または大阪協会事務局まで申し込んで下さい。
締切り
３／３１
＜審判講習会の受講のすすめ＞
各種大会やイベント、講習会においては、審判の技量が厳しく問われます。審判の良し悪しが、その
大会、行事の成否を決定するといっても過言ではありません。優秀な審判を近畿一円から、数多く出し
たいと考えています。
審判講習会は、単に審判の技術を修得するだけでなく、スポーツチャンバラの基本的な考え方やクラ
１

ブ指導のあり方についても、研鑽を深める場です。近年大会への参加人数が増え、公認審判員、指導員
の養成が急がれている折でもありますので、ご傘下のクラブ幹部、主要メンバーに本講習会への参加を
強く呼びかけていただくようお願いします。
○

合同稽古について
次の通り、第４６回府連合同稽古を行います。大会や段審など主要行事に向けて稽古することで皆の
意志統一や技術力向上を目指したいと考えています。
名 称
第４６回府連合同稽古
と き
４／２６（日）１０：００～１２：３０
ところ
大阪市中央体育館「剣道場」℡ 06(6576)0800
大阪市港区田中３丁目１番４０号
参加料
一人５００円、または家族参加の場合は１０００円（親子３人家族でも）
申込み
クラブ毎に参加予定人数を事務局（締切4/13）まで。
定 員
１００名
内 容
1、基本動作、形、実技（段審の予習）
2、試合稽古及び審判稽古（審判講の予習）
※他府県の方の参加も受け付けます。
○ 地域大会のお知らせ
【第 1 回大阪市大会】
(財)大阪市教育振興公社の協力の下、大阪市大会を開催することになりました。一昨年より大阪市内
小学校約５０ヶ所をめぐり体験会（デリバリー）を行ってきました。体験した子供たちにも同公社か
ら呼びかけてもらい、スポーツチャンバラの会員と交流します。
と き ２／２２（日）１０：００～１６：００
ところ 大阪市立中央青年センター
参加料 一律 1,500 円／人
申込み 大阪協会事務局まで
＊詳細は後日お知らせします。
【第 8 回大阪市城東区大会】
今年も、大阪市城東区スポーツチャンバラ大会を開催します。日頃の稽古の成果を発揮して下さい。
金メダルをめざして、がんばりましょう。
と き ３／２１（土）１４：００～
ところ 大阪市立成育小学校体育館
主 催 大阪市城東区協会、大阪市城東区成育校下青尐年指導員連絡協議会
対 象 城東区民および区内道場会員、城東成育 SC が認める者
【第７回富田林市大会】
と き ３／２２（日）１０：００～
ところ 富田林市総合体育館 （富田林市美山台４－１ ℡0721-24-2265）
主 催 富田林市スポーツチャンバラ協会
主管 富翔館
参加料 1,500 円/人
問合せ 事務局 弘田
TEL＆FAX 0721-28-4819
メール
ｂｉｒｄ-ｒｏａｄ-444＠ｐｉａｎｏ．ｏｃｎ．ｎｅ．ｊｐ
＊詳細は後日お知らせします。
２

【第 9 回春季枚方市大会】
と き ４／１９（日）１０：００～
ところ 枚方市立渚市民体育館
主 催 枚方市スポーツチャンバラ協会
参加料 1,500 円/人
問合せ hirakatasck@m5.gyao.ne.jp
＊詳細は後日お知らせします。
○

第17回大阪選手権大会報告
12/7、第 17 回大阪選手権大会（大阪府民体育大会の一環）をなみはやドームで開催しました。神奈川、
愛知から、また近畿の全府県から参加がありました。参加者は選手 400 人、審判役員運営委員 120 人、
観客約 300 人。昨年の近畿大会の規模例年どおり、基本動作、個人対戦、団体戦を行いました。大阪ら
しい盛大で華やかな大会になりました。支部対抗団体戦では 35 チーム出場、中学高校生でチーム編成さ
れた富翔館が（大将：弘田翼、中堅：林田雄貴、先鋒：奥野駿佑）初優勝を果たしました。いよいよ世
代交代か。準優勝は天武羅（大将：花田晋一、中堅：竹村俊之、先鋒：辻村誠崇）
。個人対戦では、他府
県勢（特に兵庫と香川）に押され全 23 部門の半数を獲られてしまいました。審判優秀賞に瀬戸英文子（有
朊館）と小林裕一郎（大阪大学）が選ばれました。役員審判運営委員、また当日お手伝いいただいた方
の協力で無事成功することができました。ありがとうございました。結果は別紙のとおり。
○

世界大会報告
11/23、横浜文化体育館で行われた第 34 回世界選手権大会に大阪から 32 名出場しました。日本を含め
世界 25 カ国か、約 1200 名が集まり世界大会の名に恥じない大会となりました。前日から会場入りし、
各国選手（ロシア、イタリア、フランス、ラトビア、韓国、エジプト、アメリカ・・・）と交流稽古と
基本動作講習もありました。大会当日は熱戦が繰り広げられました。延べ 20 名が入賞しました。また、
カンパ金のご厚志をいただいた先生方ありがとうございました（会計報告済み）
。出場選手に各 3 千円を
補助しました。会長 10 口、理事長 10 口、安田 5 口、稲田 5 口（履正十三）
、菅 5 口（富翔館）、松本 5
口（城東成育）
、川平 5 口（河内長野）
、林 3 口（有朊館）、米田 3 口（高槻）、岡本 3 口（城北）、中田 2
口（門真）
入賞者は次のとおり
基本動作
９級・１０級 準優勝 笹本賢志郎 ３位疋田真人（友心館）
７級・８級
準優勝 山本華澄（城東諏訪）３位 近藤寛徒（友心館）
３級・４級
３位 奥野純平（富翔館）
１級・２級
３位 西田彩乃（友心館）
小太刀
女子１級～１０級 優勝 西田彩乃（友心館）３位 西田朱音（友心館）
７級・８級 優勝 竹中優生（友心館）
５級・６級 準優勝 磯崎雅貴（有朊館）
３級・４級 優勝 笠原翔（友心館）
１級・２級 優勝 林田光貴（富翔館）
、準優勝 浜田悠河（友心館）
長剣フリー 女子１級～１０級 ３位 西田彩乃（友心館）
９級・１０級 ３位 矢倉匡（友心館）
７級・８級 優勝 磯崎雅貴（有朊館）
初段 優勝 林田雄貴（富翔館）
長剣両手
初段以上 ３位 奥野浩二（富翔館）
楯小太刀
１級～１０級 ３位 矢倉士（友心館）
ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ
山本美樹（蒼龍館）
「大阪代表として、全国大会に挑み、入賞者のみ選抜。練習ではモチベイションを重視に強化し、
「練
習は試合のように、試合は練習のように」と選手には自信を持つように話をしました。大阪代表選
３

手団は、試合当日「メダルを目指し」全力で挑みました。還付金ありがとうございました」
友心館 竹中明美 浜田千代恵
○ 大阪段審結果
9/28、吹田市立武道館「洗心館」にて第 12 回大阪段位審査会が行われました。実技では基本動作、形、
対戦を行いました。学科 49/50 点が 3 人、45 点以下は追試。審査員は会長、阿加井、小林、安田、菅、
号令は林、事務局から柚岡太。合格者は次の通り。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

氏
名
西田彩乃
富樫裕美子
疋田修士
川崎亮
大津洋昌
寺口司
奥野浩二
長澤伸英
黒崎健爾
岡本吉史
越智さやか
北後泰祐
興梠光治
竹本一樹
小林裕一郎
奥田克幸
弘田也須雄
弘田也須雄
弘田翼
林田雄貴
奥野浩二
西田彩乃
長澤伸英

種目
小太刀
小太刀
小太刀
小太刀
小太刀
小太刀
小太刀
小太刀
小太刀
長剣
長剣
長剣
長剣
長剣
長剣
二刀
槍
二刀
二刀
二刀
両手長剣
基本動作
基本動作

○

段位称号
初 段
初 段
初 段
初 段
初 段
初 段
二 段
三 段
初 段
初 段
初 段
初 段
初 段
初 段
初 段
初 段
初 段
初 段
初 段
初 段
初 段
初 段
初 段

所 属
友心館
友心館
友心館
履正十三
履正十三
履正十三
富翔館
有朊館
バサラ
箕面
箕面
箕面
箕面
富翔館
阪大
友心館
富翔館
富翔館
富翔館
富翔館
富翔館
友心館
有朊館

大阪市の子ども体験プログラム☆デリバリー事業「スポーツチャンバラ」の報告
今年度の子ども体験プログラム☆デリバリー事業（大阪市教育振興公社青年事業部主催）が終了し
ました。講師派遣でご協力いただいた理事指導員19名は次のとおりです。
林光一、山本美樹、西野理、西野富雄、柚岡太一郎、岡本薫、小林一雄、山本崇文、
廣海格、中村薫、安田孝雄、松本富夫、金子正博、山川徹、長谷川一恵、長澤伸英、
上野博子、松本大樹、篭田彰宏（奈良県協会）
派遣先 24 件は次のとおり。
2/2 住之江区南港光小、6/21 浪速区もと浪速青尐年会館、7/26 鶴見区子ども子育てプラザ、
8/24 城東区城東スポーツセンター、8/27 平野区もと平野青尐年会館、8/28 生野区巽南小、
10/1 中央区中央小、10/3 旭区城北小、10/3 東成区神路小、10/8 西区九条東小、10/8 西区本田小、
10/10 港区八幡屋小、10/10 浪速区立葉小、10/11 住之江区南港光小、10/11 住吉区遠里小野小、
10/15 東住吉区矢田西小、10/17 平野区喜連小、10/18 阿倍野区阪南小、10/18 東住吉区桑津小、
10/22 都島区桜宮小、10/22 西淀川区佃南小、10/24 東淀川区下新庄小、11/8 福島区鷺洲小、
11/8 北区子ども子育てプラザ

４

○

長居インストラクタースクール結果
今秋9/2から計10回長居球技場内多目的室にて、スポーツチャンバラの指導者養成講座(10回)が終了し
ました。合格者は5名で、中学校教諭、障害医療、フィットネスコーチなど個性豊かな方が集まっていま
した。菅正宏理事監修のもと、実技指導に林指導部長が当たりました。
12/2 合格者は次の通り
中村薫
藤井寺市在住 （藤井寺クラブ支部長）
田守恵子 東住吉区在住 （医療系レクリエーションスタッフ）
松崎喬平 松原市在住
（フィットネスインストラクター）
志村克己 堺市堺区在住 （中学校教諭）
中井貞義 大東市在住
（大東・四条畷地区 BBS 会会長）
○

大阪大学スポーツチャンバラ部の主将（部長）が交代しました
「いつもお世話になっております。大阪大学スポーツチャンバラ部２年の寺口司です。この度、代替
わりを行いまして、尾中に代わりまして私が部長を勤めさせていただくこととなりました。まだまだ
若輩者ではありますが精一杯頑張って参りますので、これからも何卒よろしくお願いいたします」
大阪大学スポーツチャンバラ部部長 寺口司

○

【教員免許状更新予備講習】指定事業に
(社)日本スポーツチャンバラ協会から、
【教員免許状更新新予備講習】指定事業の一環にスポーツチャ
ンバラが選ばれたとの連絡がありました。独立行政法人国立青尐年教育振興機構が主催する青尐年基礎
体力向上のための実践指導講習会の種目として平成２１年度よりスポーツチャンバラが取り入れられる
とのことです。これを機に学校への普及が進むこと期待。
○

有朊館にスポーツ広場完成！
泉南市の有朊館道場に、このほど多目的のスポーツ広場が完成しました。隣接した空き地に人工芝を
敷いて作りました。通常の稽古のほか、フットサル、バドミントン、バスケ、キャッチボールなどの球
技やパターゴルフ、フリスビー、一輪車など様々のスポーツを楽しむことが出来ます。暖かい日は素足
でスポーツチャンバラです。今のところ会員と家族向けに限っていますが、いずれ大阪協会の皆さんに
も開放する予定です。屋外でのスポチャン大会も面白いかもしれませんね。
○講習会・イベント報告（敬称略）
＊9/28池田市体験会（アゼリアカルチャーカレッジの依頼）。学生部長小林君と大阪大学部部長尾中君
が担当。カルチャークラブとして正式に立ち上げることを目標に。
＊10/13 長居陸上競技場にて市民スポーツの祭典（大阪市スポーツ・みどり振興協会主催）に協力。体験
イベントの実技研修を兼ね、長居インストラクター講座受講者が協力。担当柚岡太。協力は石原家族
（有朊館）
、上野家族（岸和田）
、志村（長居）
、中村（藤井寺）、長澤（堺）、中川（堺）
。約 300 名参
加。
＊12/13長居球技場にて大阪市スポーツ尐年団まつりにマラソン大会のスタッフとして協力した。担当林。
＊10/26 大阪府立体育会館にて第４５回府連合同けいこ。審判講習や形稽古、試合稽古を行った。履正十
三、有朊館、富翔館、友心館、高槻、河内長野、城東諏訪、兵庫高砂等から参加者計 80 名。
＊11/2 和歌山県立武道館にて第５回和歌山大会が行われた。
＊11/3泉南りんくう体育館運動場にて行われたりんくうマラソンイベントに協力した。担当柚岡太。協
力は谷中、崎山ら5名（有朊館）。
＊11/9泉佐野市末広公園にて行われた泉佐野市民主商工会主催の市民イベントに協力した。担当は林、
柚岡太、花田ほか10名（有朊館）
。終日親子参加型のミニ体験会を行った。総数60名。
＊11/9河内長野市民総合体育館にて河内長野市民健康スポーツラリーが行われた。担当川平、協力は植
田、長谷川（瓢箪山）
。
５

「小雨が残る状態ではありましたが、河内長野市スポーツラリーが開催されました。例年より参加者
が尐なかったのですが、約 300 名の子供達がスポーツチャンバラを楽しんでくれました。東大阪よ
り植田様、長谷川様のお手伝いを頂き無事終えることができましたのでご報告いたします。活動風
景を数枚写真に撮りましたので、ご参考に見てください。また、お借りしました練習剣は尐々汚れ
ましたので、きれいにしてからお返しいたします。どうも有難うございました」河内長野川平豊彦
＊11/29泉南市大会が有朊館道場にて行われた。
＊11/29枚方市立枚方小学校にて体験講習会（枚方小学校区児童健全育成事業運営委員会）
。参加者約40
名。担当竹中、富樫（枚方市協会）
。
＊11/29和歌山市太田小学校にて講習会。これまで大阪協会泉南地区が担当していたが、今回より和歌山
県協会に引き渡した。参加者約60名。担当は和歌山県協会石上ら5名。
＊11/30 枚方市渚市民体育館にて第 8 回秋季枚方市大会が行われた。
「第 8 回秋季枚方市選手権大会を開催しました。今回の大会は、大会役員、審判、運営委員の全てを
枚方市協会役員、くずは同好会、友心館ほか 6 支部の会員、その父兄によって実施することができま
した。審判の有資格者が増えていたことがこれを可能にしたと思います。参加選手は枚方市民 100 名、
観客を合わせると合計 200 名の盛会となりました。結果は添付のとおりです。なお、昼の休憩時に役
員会議を開き、①枚方体育協会加盟の進捗、②枚方市協会の現状と今後の枚方市大会について協議し、
くずは同好会と友心館は枚方市内のクラブとして共に協力して頑張っていくことを再確認しました」
枚方市協会会長 副島洋和
＊12/13船橋小学校にてふれ愛スポチャン講習会を行った。参加者約45名。
「私たちは、キラキラとした目でやる気満々の元気な子供たちを前に、わくわくした気持ちで講習会
に臨みました。子供たちの中にはスポチャンを知っている子もいたので、スムーズに皆がスポチャン
の動きに慣れて、ミット打ちや対戦ができたように思います。問いかけにはハキハキと答えてくれ、
注意事頄を話した時も真剣な表情で聞いてくれました。子供たちの素直な態度に感心し、
「素直さは上
達への第一歩」大切な事だなぁと改めて感じました。
「楽しかった。またやりたい。また来てね 。
」と
笑顔で話してくれ、充実した気持ちになり、スポチャンを楽しむ人の輪がこの日また広がってくれた
事がとても嬉しかったです。これからも、子供たちの様な「素直さ」を忘れず、この笑顔の人の輪を
広めて行ける様頑張って行きたいです」担当笹本
＊12/13長居障害者スポーツセンターで行われた第５回大阪市障害者スポーツミーティング（大阪市障害
者福祉・スポーツ協会主催）に岡本薫（障害者指導副部長）が出席。
＊12/14奈良県立橿原公苑第２体育館にて奈良大会が行われた。
＊12/20大東市立青尐年教育センターにて体験講習会。インストラクター取得者の中井氏から講師要請
（大東四条畷地区BBS会主催）。今後同地区でスポーツチャンバラの普及に寄与したいとのこと。
＊12/23住吉区東粉浜小学校にて体験講習会。子供４０名。大人２０名。剣遊び、基本動作、元立ち稽古
を行った。終盤は試合形式で親子対決や友達対決、会員対大人など試みた。好評でまたぜひやりたい
とのこと。担当林、金銅、藤本和、藤本直、石原家族、上野家族（有朊館）が担当。当日は大阪大学
寺口が母校ということで駆けつけてくれました。

事務局より
＊通信ロゴを変えました。明朝体から行書体にし、影を付けました。
＊12/4 大体協集いに出席（会長、安田理事）。
＊12/7 横浜本部予算総会に出席（松本理事）
。
＊12/16NHK 総合番組「あほやねん！すきやねん！」に大阪大学スポーツチャンバラ部が生出演しました。
小林裕一郎（４回生）
、浜田勇輝、和田征洋（２回生）
＊大阪府レクリエーション協会 60 周年記念誌に富田林市レクリエーション協会の紹介の一環でスポーツ
チャンバラの活動の内容が掲載されました（菅理事）。

６

