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
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発行

２／１５、阿倍野市民学習センターに於いて、第 17 期大阪府協会定時総会が開かれました。出席は次
の役員と代理です。出席者４１名。－敬称略－
会長、理事長、安田孝雄、菅正宏、林光一
松本富夫、別所慶人、竹中明美、米田耕太郎、山本美樹、樋口雅彦、久保哲人
金子正博、岡本吉史、越智さやか、茂在敏夫、大倉健史、岡本薫、廣海格、辻村誠崇、副島洋和、中村
薫、稲田和人、小林裕一郎、中田和志、長澤伸英、尾中勇祐、長谷川一恵、竹中勝久、中井義昭、奥野
芳久、柚岡太一郎、永野詩織、浅川初枝、大森一夫、松本大樹、寺口司、中井貞義、山本崇文、竹中勝
久、中田義昭
総会は９：３０開始、安田理事を議長に、会長開会あいさつ、各報告、審議、決議を行い、理事長閉
会あいさつにて１２：００終了しました。
第 1 号議案：2008 年度事業報告
活動報告を行い、了承された。前期 8/31 第 4 回大阪尐年尐女大会（岸和田市立中央体育館）
、12/7、
第 17 回大阪選手権大会（なみはやドーム）を盛況に開催した。講師派遣においても(財)大阪市教育
振興公社主催のデリバリー事業の一環で企画された講習会２４件に、多人数で協力し成果を得た。
地域大会は枚方市、大阪市城東区、同城東諏訪、富田林市、岸和田市、泉南市で行われ、合同稽古
は４月、８月、１０月の３回行った。竹中明美より枚方体育協会への加盟（2009 年 4 月）までの経
緯と意義について説明がなされた。中井貞義より大東市協会の立ち上げと今後の活動について説明
がなされた。松本大樹より柏原道場（新加盟）について説明がなされた。
第 2 号議案：2008 年度会計報告
林事務局長より会計報告－収支計算書予算書、財産目録、備品明細－を行い了承された。補助簿、
銀行帳、請求書、領収書を川平監事が監査した。
2008 年の収支はマイナス、次期繰越金は＊＊＊円であった。大阪協会の事業収入の３本柱は①段
位称号取得②講習会開催③大会実施に関わる収入で、顕著であった。マイナスの要因は体育協会か
らの補助金が未入であることが大きな要因とされる。帳簿簡略化のため未収金未払金は扱わず、実
際の出入り金額のみ計上する。経費はこれまで通り①事務局費②通信費③事業運営費などが主であ
るが、特に支部奨励金と、備品購入金が予算どおり大きな支出頄目となった。また申請手数料収入
は額面上増えたようにみえるが、総収入総支出を計上したためで例年と変わらない。
第３号議案：2009 年度事業計画
2009 年度の事業計画について林事務局長より説明がなされ、承認された。
大阪選手権大会と大阪尐年尐女大会の内容について
大阪選手権大会
と き
9／22（火、休）
ところ
大阪市中央体育館(朝潮橋)
参加料
2,200 円
参加資格 高校以上一般、ブロック大会勝抜チーム
１

種目
基本、短刀、小太刀、長剣、二刀、両手長剣、槍、棒、杖、楯小太刀
部門
高校、一般、女子、障害者、シニア
大阪尐年尐女大会
と き
12／13（日）
ところ
大阪府立門真なみはやドーム
参加料
2,000 円
参加資格 幼年、小学生、中学生
種目
基本、小太刀、長剣、二刀、団体戦
部門
幼年、小学 1・2 年、小学 3・4 年、小学 5・6 年、中学
女子小学低学年、女子小学高学年、女子中学
大阪府下 8 ブロック大会
府下を行政基準の 8 ブロックに分け、各ブロックで、子供チームによるクラブ対抗団体戦を
行う。
大阪市３、豊能１、三島１、北河内３、中河内２、南河内３、泉北１、泉南 2
クラブ単位でチーム編成をする。混成チーム不可。クラブから 1 チームのみ登録。
編成については、小学生２名と中学生以下１名で３人編成。小、長、二。
府連公式試合のため、理事監修のもと進める。
３月末までにブロック内クラブ間で、大会の日時場所を調整する。
大阪選手権で、勝ち残ったチームによる団体戦を行う。選手入れ替え不可。
全国大会への切符は、上位 4 位。
これについて、以下要望及び質問があった。
松本：尐年尐女大会の参加料を 1,500 円から 2,000 円に引き上げられたが、できるだけ子供の大
会は低料金に設定してほしい。
事務局：できるだけ低料金に設定できるよう検討する。会場代や参加者数など運営状況を見たい。
竹中：ブロック大会で小学 2 名と中学 1 名とした理由はなぜか。中学生と小学生を分けてブロッ
ク大会を行ってほしい。枞を設けることが必要だと思う。
事務局：競技人口比率から小学 2 名と中学 1 名と設定した。府下全体で中学生が増えれば、中学
校大会を開催することも検討できる。
竹中：中学生は大将に入るべきだ。
別所：選抜に出場するメンバーだからこだわらなくても良いのでは。
辻村：小さい子は団体戦にエントリーしない方が良い。高学年からのエントリーにすればどうか。
事務局：持ち帰って検討する。
クラブ指導・運営強化について
クラブからよく受ける相談、質問を次のとおりまとめた。それぞれに解決策を一緒に考えるので、
遠慮なく相談してほしい。
①自分が考える最低数の会員が集まらない。②会場の手配に四苦八苦している。抽選などの理由
で、2 カ月先は確保できていない③借りている会場の費用が一回当たり 2,000 円以上である④クラ
ブ内で自分の他に指導できる者が 2 人以下である⑤稽古法がマンネリ化していると感じる⑥稽古
一回あたりの会費は 500 円以下である⑦会場手配や会費徴収、大会参加集計、指導の全てを自分
一人でやっている⑧用具を全会員に貸出して稽古している⑨会費をよく滞納する会員が 2 人以上
いる⑩会員募集の体験会を実施していない⑪意欲的に大会に参加しようという会員が尐ない⑫
用具代が高いので、入会者に用具購入をすすめにくい⑬未経験者対象の講習会に指導員として一
度も参加したことがない⑭クラブ内で自分以外に有資格者(段位 or 審判 or ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ)がいない。
これについて以下の提案があった。
柚岡太：新しいクラブについては、一定期間府連から無償で用具を貸し出ししてはどうか。
２

講習会について
各地で講習会を積極的に行いたい。役員単位で教育委員会やスポーツ課に足を運び協力できるこ
とをアピールしてほしい。講師派遣料、用具レンタル料、交通費は協会規定がある。実費請求する
ことを勧める。現在スポーツチャンバラの知名度はまだまだ低い。スポーツチャンバラの競技人口
を増やすためにも、講習会やイベントは欠かせない。行政との連携を強めていくことが不可欠。
第 4 号議案：2009 年度収支予算
2009 年度収支予算について林事務局長より説明がなされ承認された。
第 5 号議案：新組織体制の確認調整
菅理事より評議員制と８ブロック制を導入した新組織体制について説明がなされた。大阪を８ブロ
ックに分け、担当理事を決めることによって、ブロック内の市区町村単位で起きる問題を吸い上げ理
事会で議決し解決する仕組みを作っていく。現在拡大理事会を設け、評議員の中から将来理事となる
候補者を選出し、理事会に同席してもらっている。
評議員制

大阪 8 ブロック

大阪協会加盟団体（日本協会、大阪体育協会、大阪府ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会、大阪市体育協会）

第 6 号議案：役員人事について
会長より拡大理事制度の説明と理事候補者の紹介がなされた。現職理事は、理事長、阿加井秀樹、
小林一雄、安田孝雄、菅正宏、林光一。現在の理事候補は、松本富夫、別所慶人、竹中明美、米田耕
太郎、山本美樹、樋口雅彦、久保哲人の 7 名。他に候補者となりうる方には声をかけ協会指導の一員
に加わっていただきたい。また、任期のとおり、2010 年で大幅に役員を改正するので、今後若手が中
心となって協会を盛りたててほしい。
３

理事長より、新評議員の推薦がなされた。中井貞義（大東市協会会長）、柚岡太一郎（有朊館本部）
金銅宏之（岸和田クラブ長兼岸和田スポ尐団長）、富永吉昭（柏原道場代表）、寺口司（阪大部主将）、
尾中勇祐（学生部長）
。
○障害者スポーツとスポーツチャンバラについて、城東成育 SC 松本富夫氏より投稿。
２００９年２月１５日に開催されました、大阪スポーツチャンバラ協会総会でも報告をさせて戴きま
したが、現在、障害者指導部長として毎月の拡大理事会に参加しています。
障害者スポーツとスポーツチャンバラの今後のかかわりについて報告・提案致します。ご存じのとお
り、障害者スポーツの競技としての頂点はパラリンピック（オリンピック）であり、全国障害者スポー
ツ大会（国民体育大会）です。また、知的障害者を対象とした日本オリンピックス（代表、有森 裕子）
も独自の活動で世界展開しています。
Ｈ２０年度の活動は、財）日本障害者スポーツ協会主催の中級指導員養成講習会に、前期・中期・後
期→延べ９日間、１限の欠課でも認定不可の厳しい日程でしたが何とか取得することが出来ました。
デリバリー事業では、平野区もと青尐年会館でＮＰＯ主催の知的障害者対象のスポーツチャンバラ体
験会を開催しました。Ｈ２１年に入って、西成区松之宮小学校ＰＴＡ主催の体験講習会では、知的（療
育手帳Ａ）障害と全盲の重複重度障害児の参加も経験し、障害者スポーツとしてのスポーツチャンバラ
の有り様（ありよう）について考えさせられました。
今後、スポーツチャンバラを普及・発展させていく為には、障害者スポーツとしての構築が不可欠と
なっています。また、障害者スポーツの組織基盤は多くのサポーター・スポンサーに支えられている事
にも着目が必要です。
現在、長居・舞洲障害者スポーツセンター 社）大阪市障害者福祉・スポーツ協会 高橋スポ－ツ振
興課長（パラリンピック日本代表バスケット総監督）日比 暉氏（日本オリンピックス兵庫副代表・西
宮プログラム代表）と連携を取っています。
障害者スポーツ指導員としての活動と、知的障害者のスポーツプログラム・スポーツコーチとしての
実践をしながら、スポーツチャンバラの障害者スポーツへの参入を模索しています。
○加盟支部クラブにスポーツチャンバラのぼり
クラブ支援の一つとして、加盟支部クラブに「のぼり」を配布します。
講習会や、大会だけでなく、稽古時体育館の入口に毎回貼りだして下さい。
普及にはスポーツチャンバラという文字を視覚からうったえることが必要です。
会員募集のビラ配りをする際にも有効です。また、下部空白にはクラブ名、
連絡先などを記入して下さい。大いに活用して下さい。
○

行事日程

３／ ７（土）
３／２１（土）
３／２２（日）
３／２８（土）
３／２９（日）
４／１９（日）
４／２６（日）
４／２６（日）
４／２６（日）
９／２２（休、火）
１２／１３（日）

ほっとフェスタ２００９
城東区大会
富田林市大会
大東市交流イベント大会
孫一まつり
枚方市大会
第４６回府連合同稽古
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）

４

もと浪速青尐年会館
大阪市立城東成育小学校体育館
富田林市立総合体育館
大東市立教育青尐年センター
和歌山県
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「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を行います。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。（協会支部に郵送済）
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
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人でも）
午後から審判講習会で試合模範となる協力者を募集します。支部から推薦お願いします。
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 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
５

℡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
＊上記にお問い合わせください。
【大東市交流イベント大会】
と き ３／２８（土）９：００～１３：００
ところ 大東市立北条教育青尐年センター
主 催 大東市スポーツチャンバラ協会、大東四条畷 BBS 会
参加料 無料
問合せ 大阪協会事務局
＊大東市交流イベント大会を行います。大東市民向けの体験講習を行います。約１００名参加予定。
４コート設置し、前半は体験講習や合戦を行い、終盤試合形式でトーナメントを行います。ぜひ
ご参加ください。また、審判やスタッフ要員としてもご協力ください。
【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
＊上記にお問い合わせください。
○大阪市大会の報告
2/22 日、大阪市立中央青年センターで第 1 回大阪市大会兼平成 20 年度大阪市体育協会会長杯が行われ
ました。選手約 100 名。審判 20 名、観客 100 名、体験見学者 60 名。大阪市体育協会加盟後の初の市大
会です。言うまでもなく大阪市は他市と比べ人口、規模など格段に大きく、大阪市域での発展が府全体
の活動に大きく関わってきます。今後も今大会を盛り上げ、市域の活動に力を入れていきたいと考えて
います。
クラブ代表者対抗戦を制したのは、尐年の部で佐々木晟人（松朗館）が、一般の部では南部真一（一
心塾）。市体協から交付された立派、な優勝カップを手にしました。準優勝は、一般の部で浦井翔平（履
正十三）、尐年の部で飯田隼平（城東成育）
。部門種目別の成績結果は別紙のとおり。
大会終盤から、大阪市教育振興公社の協力のもと、大阪市内いきいき教室の子供たちとその親子を対
象に、体験講習会を行いました。当日参加が約 60 名来たので嬉しい悲鳴で、盛会の内に終了しました。
最後まで残っていただいた、蒼龍館と大阪大学部の皆さんありがとうございました。
○中学校授業の中で講習会を実施
2/27 大東市北条中学校にて、授業の中で全中学 3 年生約 200 名を対象に、スポーツチャンバラ体験講
習会を行いました。担当中井(大東市協会)、林（指導部長）、長谷川（東大阪市）、他５名助手。今後、
中学高校生でスポーツチャンバラ活躍する場が増えそうな期待が持てました。内容は、黙想から始まり、
礼法、体操、剣おにごっこ、基本、元立ち稽古、かかり稽古、試合を行いました。試合形式で、女子は
文科系と体育会系に分かれ団体戦を行い、盛り上がりました。窓越しに、授業が終わった２年生数名が、
やりたそうな顔でのぞいていました。最後に先生と生徒が勝負し、先生が一瞬早く面に打ち込み勝利し
ました。またやりたい、次はだれだれと勝負したいなどリクエストがありました。校長から、来年度も
依頼したいとのこと。
６

○

大阪市教育振興公社青年事業部「ほっとスペース」に協力
3/7 もと浪速青尐年会館にて、大阪市教育振興公社青尐年事業部主催の「ほっとスペース」のイベント
に協力しました。いつもの子供デリバリーと主旨が異なり、ほっとスペースは、不登校など課題を抱え
た青尐年を対象としています。遊び、文化、スポーツ分野において 11 種目のブースで行われました。ス
ポーツチャンバラを通じて役に立つことができれば、嬉しくまた意義あるものと思います。各クラブか
ら次の指導者にご協力いただきました。担当：林、岡本薫（ｽﾎﾟﾁｬﾝ城北）、樋口雅彦（くずは同好会）、
浦井翔平（履正十三）
、廣海格（護心館大阪）、西野理（蒼龍館諏訪）。内容：コートを設け、10 名ずつ、
計 6 回のミニ講習を行いました①デモンストレーション小太刀、長剣、二刀の試合とサバイバルの模範
②基本の動きとルールの説明③試合形式で挑戦④頭に紙風船をつけてサバイバル、団体戦。受講者に、
講習会修了証を渡しました。
○講習会・イベント・会議報告（敬称略）
＊1/15 大阪市分室にて理事会。出席者は会長、理事長、小林、安田、菅、林、竹中、山本、米田、久保、
樋口。議事内容は全国組織の動向について、大阪協会定時総会に向けて、大阪選手権と大阪尐年尐女
大会について、大阪市大会について。
＊1/22府立体育会館にて府スポ尐会議。
＊1/24港区子ども・子育てプラザ軽運動室にて、体験デリバリー講座。担当廣海格。参加者子供20名。
＊1/26大東市立北条青尐年センターにて体験講習会を開催。担当林光一。子供20名対象。手配中井貞義
（大東市）
＊2/5 大阪市分室にて、理事会。出席者は会長、理事長、小林、安田、菅、林、松本、川平、米田、久保、
樋口。議事内容は定時総会に向けて、大阪選手権について、ブロック大会の開催について
＊2/7大阪市立松之宮小学校講堂にて、体験デリバリー講座。担当松本富夫、岡本薫、中田和志。子供約
40名対象。
＊2/8横浜にて日本協会総会に林事務局長が出席。
＊2/11熊取町にて町教育委員会及び教職員組合後援の非核運動イベントにスポーツチャンバラが協力。
担当柚岡太一郎、熊取クラブ会員10名。
＊2/14大阪市立南港光小学校講堂にて、体験デリバリー講座。担当林。子供約20名対象。
＊2/27大東市立北条中学校体育館にて、卒業記念としてスポーツチャンバラ講習会。担当林光一、長谷
川一恵。対象中学3年生150名。
＊3/3大阪市教育振興公社にて昨年度の事業報告と平成21年度の企画提案会議。担当林
＊3/6大阪市阿倍野区にて理事会
＊3/7もと浪速青尐年会館にて、大阪市教育振興公社青尐年事業部主催の「ほっとスペース」のイベント
に協力。

事務局より
＊1/31ジェイコム関西から有朊館に取材が入り、２月中数回放映されました。
＊スポーツチャンバラ専門カタログを発行しました（VOL.1）。
＊支部年会費等の払込明細を支部長宛に同封しています。3月末までに郵便払い込みでお願いします。

スポーツ保険の手続きを急ぎましょう！

クラブの責任で加入を！

現会員は３月中に済ませ、４月から丸々１年間の適用が有利です。
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