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サッカーの影に隠れてしまったが、大リーグのガララーガ投手の誤審騒動には考えさせられた。
９回２死まで完全試合で来て、最後の打者を打ち取ったのに「セーフ」の審判。写真はもちろん
私など素人目にもアウトは明らかだった。「世紀の誤審」と大騒ぎになったが、ガ投手がえら
かったのはその後の彼の態度だ。「誰も完璧ではない。人間なんだ」と言って、翌日泣いて謝る
審判の肩を抱いて逆に慰めたというではないか。
完全試合はすべての投手の夢。一生に一度あるかないかの機会を失ってやりきれない気持ちに
なっただろうに、腐らずに審判を気遣うとは、大した人物だ。スポーツマンシップなどと軽々し
く言うなかれ。プロは成績がお金に直結します。完全試合達成となると翌年の年俸が跳ね上がる
どころか、終身の年金も高額になる。野球殿堂入りは当然として一生涯～未来にかけて家族とも
ども称賛される。オーバーな話でありません。アメリカで野球はそれほど価値のあるスポーツな
のです。
この事件のあとしばらくして、審判にビデオを取り入れたらどうかという声が出たそうだが、
間もなく消えた。理由は、審判も間違えることを前提にゲームが成り立っているから。そう、ガ
ララーガの言うとおり「完全な人間はいない」。その不完全さも認めた人間臭さいっぱいの行為
がスポーツです。
翻（ひるが）えって我がスポーツチャンバラ。時々、ん？と言いたくなるような審判を見るこ
とがある。手慣れた選手はすぐに異議を申し立てて、再判定となる事が多い。異議申し立ての
ルールがある以上、権利を行使できる。しかし、どうだろうか。たとえ納得できなくても、その
時審判の目は一本決まったと見たのだから、それに従おうと思えないだろうか。もっと言えば、
今回は判定に不満だが審判の誤判定を誘った自分が未熟だったと割り切れないだろうか。武士道
などと大げさな言い方はしたくないが、もしスポチャンに「侍」の要素があるとすれば、案外こ
のような潔（いさぎよ）さかもしれない。今回ガ選手の行動を見てそう思いました。
（有朊館会報6月号「館長一言」から）

事務局より
・メールアドレスの再確認、府連役員にはメールとFAXで諸行事の連絡を行うことになっていま
す。メールとFaxの送受信はできているでしょうか。再確認をお願いします。
大阪協会 メール： osaka@spochan.jp
Fax： 072-484-0641
・もう使わなくなった府連備品の小太刀(旧式芯入)40本を修理して、普及用として子供会など
の団体に譲りました。現在、野外イベントを除き講習会ではエアーソフト剣を使用することに
しています。
・ 事務局へのメール送信、返信には署名を忘れないで下さい。毎日100本ほどのメールが入りま
す。署名がないと対応できません。

【行事予定】
7/4(日)10:00～
7/31(土)19:00～
8/1(日)
8/5(木)
8/22(日)
8/29(日)
9/17(金)9:00～
9/26(日)
10/11(日)
10/24(日)
10/30(土)19:00～
11/28(日)
12/5(日)

本部研修会（一級審判講習・指導者研修）
長巻練成会(槍棒状)
第36回全国尐年尐女大会
子ども体験プログラム
第36回世界選手権大会
子ども体験プログラム
国際交流体験イベント
大阪大会実行委員会
第６回大阪尐年尐女大会
第２回大阪ブロック大会
泉佐野子ども祭り
長巻(槍棒杖)練成会
第15回大阪段位審査会
本部予算総会

○ 国際交流しませんか
昨年から調整してきました国際交流体験講
習の予定が決まりました。
講師及び国際交流スタッフを募集します。
と き ９／１７(金)9：00～12：00
ところ 大阪府立体育会館
対 象 ニュージーランド人約25名(大人)
スポーツチャンバラは今や世界に広がり、
アメリカ、フランス、イタリア、ロシアなど
で毎年大会行事などが開催されるようになり
ました。
今回は、スポチャン未経験の外国人を対象
に英語を使って体験講習を行います。府連の
会員で、国際交流に興味のある方はぜひ事務
局まで連絡ください（中学生以上大人）。打
合せを行います。

門真市民プラザ「剣道場」
有朊館本部道場
静岡市
大阪市立苅田北小学校
横浜市
大阪市立墨江小学校
大阪府立体育会館
大阪市
大阪府立門真なみはやドーム
同 上
泉佐野市
有朊館道場
未定
横浜市

○ 一級審判講習及び指導者研修会のお知らせ
この度、田邊哲人協会会長を招いて、スポー
ツチャンバラ研修会を行うことになりました。
皆さんがより深くスポーツチャンバラを理解
し、地元に成果を還元していただく意義は大き
いと考えています。この機会を逃さず、ぜひご
参加ください。
近畿地区の役員、クラブ幹部、主要メンバー
に本研修会への参加を呼びかけていただくよう
お願いします。（案内は府連役員に送付済み）
日 時 7/4(日)10:00～15:00(受付9:30より）
会 場 門真市民プラザ「剣道場」
℡072(887)6621
大阪府門真市大字北島５４６
（もと「門真南高等学校」の校舎）
費 用 5,000円
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○ 大阪尐年尐女大会のお知らせ
既報のとおり、第６回大阪尐年尐女大会を開催します。各支部、クラブから多数の参加を期
待します。案内状は８月頃に支部長クラブ担当者宛に郵送しますので、ご確認ください。
と き
１０／１１（月、休）
ところ
なみはやドーム「サブアリーナ」（大阪府立門真スポーツセンター）
門真市三ツ島308-1 TEL 072-881-3715
種 目
幼年・小学生・中学生 基本、小太刀、長剣
参加料
1,800円
○

大会実行委員会
大阪尐年尐女大会および大阪ブロック大会の実行委員会を行います。役員、支部長、指導員
はご出席ください。大会に向けて、運営担当を振り分けます。
と き ７／１１（日）９:３０～１２:００
ところ 阿倍野市民学習センター「第１研究室」
大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1-300あべのベルタ3階 ℡ 06-6634-7951
地下鉄「阿倍野」又「天王寺」より徒歩8分以内
議 題
大会役員、準備、運営、会場

○

第２回大阪ブロック大会のお知らせ
10／11（月、休）、大阪府立なみはやドーム「サブアリーナ」に於いて第2回大阪ブロック大
会(尐年団体戦)を開催します。これに伴い、各地区において予選を行います。
(本大会)第2回大阪ブロック大会
と き
2010年10月11日（月、休）
ところ
大阪府立なみはやドーム「サブアリーナ」
費 用
2,000円／チーム
実行委員会 ９／２６(日)にブロック大会の抽選会を行います。
チーム編成について
・チーム3人編成（小太刀、長剣、二刀）。4人まで登録可。
・道場クラブ単位で編成する。クラブ間の選手貸し借りは不可とする。
・チーム編成後の選手入れ替えは不可とする。
※本大会でベスト4入りしたチームの選手（補欠含）は、翌年の全国大会出場権が与えられる。

☆地区予選の開催について☆
・地区予選での選抜方法については、地区担当者に一任する。
・９／２６（日）までに地区担当者は、出場チームおよび出場選手名を提出する。
提出なき場合は失格とみなす。提出後は変更不可。
・出場枞および地区担当者は次の通り
＜小学生の部 及び 中学生の部＞
大阪市地区（ ２ 松本 ）
豊能三島地区（ ２ 安田、米田 ）
北河内地区（ ３ 樋口 ）
中河内地区 （ ２ 山本
）
南河内地区（ ３ 久保 ）
泉北泉南地区（ ３ 柚岡、石原 ）
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第１９回大阪選手権大会盛況！
6/6(日)、なみはやドームに於いて第19回大
阪選手権大会を開催しました。遠方は神奈川、
東京、広島、愛知からまた近畿府県から参加
がありました。参加者は大人１２０名、役員
審判４０名、運営委員４０名でした。
今大会は参加を大人のみに限定したことも
あり、時間に余裕ができました。空いたス
ペースを利用して交流稽古をしている会員を
良く見かけました。
試合は例年通り、基本動作、個人対戦、団
体戦を行いました。マスターの部では、当日
急きょ参戦することになった柚岡前理事長が
優勝、観客を沸かせました。（写真）
また、２大会連続優勝した選手は、山本崇文
(蒼龍館)基本動作、永野詩織(有朊館、女子の
部）、林田雄貴(富翔館、高校の部) 、磯上裕宜
(兵庫真成苑、一般の部）でした。支部対抗団体
戦では、兵庫神戸市連が優勝しました。大会ス
タッフとしてご協力いただきました、大阪国際
大学の生徒さん(１５名)、大阪大学書道部員(２
名)、クラブ運営委員の皆さま、フル審判役員の
先生方ありがとうございました。
成績結果は別項のとおりです。

○

大阪段位審査会の結果
5／16段位審査会は、いつもどおり基本、形、対戦、学科を行いました。いつも注意して
いることなのですが、形（かた）については順番を覚えていましたが、意味を理解し、めり
はりの効いた剣遣いをできるかどうかが問われました。また、対戦は勝ち負けを競うもので
なく、間合いを取った多彩な技を繰り出しているかどうかを見ました。今回の学科は、満点
が9名。小太刀護身道の理解ができているように感じました。総合評価としては満足してい
ます。合格者は次の通り。段審審査員：大畠、菅、安田、松本、林、竹中。
氏名
所属
西崎浩行 武心館
原田誠
友心館
藤本弘行 蒼龍館
峯野尚之 富翔館
川馬利一 蒼龍館
福井将
くずは
入谷康平 大阪大学
篁英人
大阪大学
興梠光治 箕面
水谷悦子 蒼龍館
笹本幸子 友心館
越智さやか 箕面
北後泰祐 箕面
岡本吉史 箕面
山本崇文 蒼龍館

種目
小太刀
小太刀
小太刀
小太刀
小太刀
長剣
長剣
小太刀
小太刀
小太刀
小太刀
長剣
小太刀
小太刀
棒

段位
初
初
初
初
初
初
初
初
二
二
二
二
三
三
二

氏名
笹本晃司
田中克典
近藤優子
林田光貴
中川広樹
上野博子
濱田悠河
矢倉士
永野雄太
永野詩織
西野理
大森一夫
大倉健史

所属
友心館
有朊館
友心館
富翔館
友心館
有朊館
友心館
友心館
有朊館
有朊館
蒼龍館
蒼龍館
蒼龍館

種目 段位 種目 段位
長剣 初 基本 初
長剣 初 二刀 初
長剣 初 基本 初
長剣 初 二刀 初
長剣 初 基本 初
長剣 初 二刀 初
長剣 初 二刀 初
二刀 初 基本 初
長剣 二 二刀 二
長剣 二 二刀 初
二刀 二 楯小 二
長剣 三 両長 三
槍
三 楯小 三

※認定証はしばらくお待ちください。発行に
時間がかかっています。
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○ 大阪定時総会
３／１４、弁天町市民学習センターに於いて、第18期大阪府協会評議員総会が開かれました。
総会は９：３０開始、菅理事を議長に、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 平成２１年度事業報告及び決算報告について
事業報告では、大会、段審、審判、級審、インストラクター、イベント講習会、
合同稽古、理事会、大阪スポーツ賞、功労賞、府連通信などを報告、続いて
平成２１年度決算報告がなされ、了承された。
第２号議案 平成２２年度 事業計画（案）及び予算（案）について
事業計画案では、大会、段審、審判、級審、ｲﾝｽﾄﾗｸﾀ、ｲﾍﾞﾝﾄ講習会、合同稽古、
学校授業、理事会、大阪スポーツ賞、功労賞、府連通信などの計画と予算
の説明がなされ、了承された。
第３号議案 規約改正について
次のとおり規約改正の案件が承認された。
改正後：第１条 本協会は、大阪府スポーツチャンバラ協会と称する。
名称は、大阪府護身道連盟および大阪スポーツチャンバラ協会を併用する。
第４号議案 平成２２年度 役員の選任について
新人事で本協会事業に取り組むことが承認された。
顧問
大畠二六雄 柚岡一禎
会長
菅正宏
副会長 阿加井秀樹 安田孝雄
理事長 林光一
常任理事 小林一雄
松本富夫
竹中明美
理事
川平豊彦
西野富雄
樋口雅彦
久保哲哉
山本美樹
大森一夫
米田耕太郎
監事
別所慶人
評議員 奥野芳久
三木寛人
岡本薫
尾中勇祐
奥田英世
佐野好高
長野浩一
枇杷木亮
岡本吉史
茂在敏夫
浅川初枝
大倉健史
浜田千代恵 廣海格
辻村誠崇
副島洋和
植田誠史
中田和志
長澤伸英
小林裕一郎
中井貞義
富永吉昭
柚岡太一郎 石原治
徳弘一貴
長谷川一恵 山本崇文

寺口司
金子正博
山川徹
中村薫
金銅宏之
花田晋一
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【活動報告】
・2/4,大阪市分室にて理事会。
・2/6,柏原道場を訪問及び打合せ。
・2/7,大阪教育大学を訪問。林,富永,松本。
・2/13,和歌山県桃山小学校にて指導者研修。
林,田中。
・2/16,大東中学校にて中学１年生120名を
対象に授業の一環で講習。林、長谷川、
崎山、柚岡太。
・2/17,大阪市体育協会の集いに出席。小林、
安田。
・2/20,大東市北条センターにて体験交流大
会を開催。
・2/21,日本協会総会に林が出席。
・2/24,もと浪速青尐年会館にて学童保育指
導員20名に講習。林、上野、浦井。
・2/25,大阪市分室にて常任理事会。
・2/27,鳴門教育大学の木原先生と会合。
・3/3,大阪市教育振興公社を訪問。
・3/4,大阪市分室にて理事会。
・3/8,西淡路小学校へ会場下見。
・3/14,弁天町市民学習センターにて第18期
大阪協会総会を開催。
・3/20,大東教育センターにて市民体験会。
植田、長谷川。
・3/21,関西大学にて体育学会に出席。石原。
・3/21,長居公園にて長居陸上競技場主催の
元気っ子デーに協力。忍者修行のコー
ナーを担当。有朊館の指導員15名と会員
15名が参加協力。
・3/26,大体協評議委員会に林が出席。
・3/27,大阪市選手権大会を開催。

・3/28,富田林市総合体育館にて第8回富田
林大会を開催。
・3/28,和歌山県孫市祭りに協力。安田,柚
岡太ら10名。
・4/17,大阪市中央体育館にて第48回府連合同
稽古を開催。
・4/17,大阪市中央体育館にて強化練習。大阪
代表選手認定式を行った。
・4/22,大阪市教育振興公社を訪問。
・5/2,岸和田市民フェスティバルに協力。岸
和田クラブが担当。
・5/9,第11回枚方市春季大会を開催。
・5/16,西淡路小学校にて第15回大阪段位審査
会を開催。
・5/23,阿倍野市民学習センターにて大阪大会
実行委員会を開催。
・5/29,第49回府連合同稽古長巻(槍棒杖)の練
成会を開催。
・5/30,大阪大学にて関西学生大会を開催。
・6/6,第19回大阪選手権大会を開催。
・6/11,大体協評議員総会に林が出席。
・6/13,全国大会に向け強化練習≪第2弾≫を
実施。
・6/15,豊中武道館ひびきにて打合せ。安田,
林。
・6/16,大阪市教育振興公社の団体説明会及び
交流会に出席しました。安田、林、徳弘。
・6/19～20,和歌山国体2015のデモスポ開催に
向けて串本町に一泊し、クラブ立ち上げに
向けて打合せをした。「潮岬青尐年の家」
の所長と会合。今後、合宿宿泊施設、体育
館を提供いただけるとのこと。

○

大阪市スポーツ功労賞受賞
6/26,大阪市スポーツ功労賞を次の2名が受賞しました。いずれも、本協会の役員とし
て、10年以上にわたり事業運営に尽力されました。おめでとうございます。
安田孝雄（大阪協会副会長、履正十三）
西野富雄（大阪協会理事、蒼龍館）

6

