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2010年11月3日、大阪府立体育会館に於
いて大阪代表選手の結団式および2011大
阪代表選手強化練習を開催しました。

2011年に開催される全国尐年尐女大会
及世界大会に向け、代表選手約60名が集
い稽古に励みました。

≪事務局より≫

○ 大阪市分室の移転のお知らせ
下記住所に、大阪市分室を移転しましたので、お知らせいたします。
住所 〒545-0003 大阪市阿倍野区美章園2-19-16-908（林）
電話 06-7500-6901

○ 府連通信の送付について
府連通信は支部クラブ向けに発行していますが、希望者には年間1,000円で定期購読

（自宅郵送）できます。所属氏名連絡先を通信欄に記入して下記振替先へお振込下さい。
郵便振替口座 振替先 00900-9-33085 受取人 大阪スポーツチャンバラ協会

このたびの東北関東地震で、犠牲になられた方々のご冥福をお祈りし、また被害に遭われました
皆さま方にはお見舞いを申し上げます。一人でも多くの命が助かり、これ以上被害が拡がらないよ
う、一日も早い復旧復興を願ってやみません。

また、同日に行われた府民スポレク祭にも協力し、
生涯スポーツ関係者の前で、代表選手によるデモン
ストレーション（基本動作、廻り稽古、模範試合）
を行いました。代表に選ばれた選手は、スポーツ
チャンバラを普及する一員としても活躍が期待され
ています。

代表選手による基本動作

※強化練習の模様がぱど情報誌に載りました（８項）



2

○ 第１７回大阪段位審査会のお知らせ
段位審査会の日程が決まりました。支部で相談の上、同封の申込書に記入して申し込んで下

さい。

と き ４／２４（日）受付・稽古９：３０～、 審査会１０：３０～１２：３０
ところ 大阪市立中央体育館「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」駅徒歩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
駐車場が混雑しますので電車でお越し下さい。

申込み 申込書に必要事項を記入の上、各支部長または大阪協会事務局まで。
締切り ３月末

案内別紙参照

【行事予定（一部終了及び延期中止）】
２／２０（日） 大阪代表強化練習＜第三弾＞ 東岸和田市民センター
３／６（日） 大阪代表強化練習＜第四弾＞ 枚方総合体育館
３／１１（金） 常任理事会 阿倍野市民学習センター
３／１６（水） 理事会 阿倍野市民学習センター
３／２０（日） 春の元気っ子デー 長居公園 ⇒ 主催者の自粛中止
３／２１（月祝） 第１９期大阪協会定時総会 阿倍野市民学習センター
３／２６（土） 第１１回城東区大会 大阪市立成育小学校
３／２６（土） 第５回長巻（槍棒杖）練成会 泉南市有朊館道場
３／２７（日） 第９回富田林大会 富田林市立総合体育館
４／３（日） 第３７回全国尐年尐女大会 静岡市由比 ⇒ 延期
４／２４（日） 第１７回大阪段位審査会 大阪市中央体育館「剣道場」
４／２４（日） 大阪代表強化練習＜第五弾＞ 大阪市中央体育館「剣道場」
５／２８（土） 第６回長巻（槍棒杖）練成会 泉南市有朊館道場
５／２９（日） 第２０回近畿大会兹兵庫大会 神戸市
６／５（日） 枚方市春季大会 枚方市
６／１２（日） 第３７回全日本選手権大会 横浜文化体育館
７／３（日） 本部審判講習・高段位審査会 門真市民プラザ
８／２１（日） 第２０回大阪選手権大会 大阪府立体育会館「第２競技場」
９／４（日） 世界大会強化練習（予定） 大阪市中央体育館「剣道場」
９／１１（日） 北河内ブロック大会 枚方市
９／２４（土） 第７回長巻（槍棒杖）練成会 有朊館道場
１０／１０（月祝）第７回大阪尐年尐女大会 門真市なみはやドーム「サブアリーナ」

第３回大阪ブロック大会 同上
１０／３０（日） 第３７回世界選手権大会 東京国立オリンピック記念青尐年総合センター
１１／２０（日） 第１８回大阪段位審査会 東大阪大学柏原高等学校
１１／２６（土） 第８回長巻（槍棒杖）練成会 有朊館道場
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○ 段位審査会の結果
12／12東大阪大学柏原高等学校において第16回大阪段位審査会を開催し、基本、形、対戦、

学科を行いました。形（かた）については順番を覚えるだけでなく、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
いを取り攻守の多彩な技を体得しているかを見ました。今回の学科は、全般的に理解ができてい
るように感じました。合格者は次の通り。段審審査員：柚岡、菅、安田、阿加井、松本、小林、
別所、竹中。

初段
（小太刀）竹中美優 浜田陸海 浜田賢祐 﨑山裕 荒木辰一 日下幸樹

井上忍 小牧弘 笹田幸二 伊藤伸明 上野薗崇 小澤侑弥
（長剣フリー）原田誠 峯野尚之 川馬利一 藤本弘行
（両手長剣）猪俣英雄
（二刀）峯野尚之
（楯小太刀）矢倉士
（棒）田中克典 長手昌之 竹本一樹
（基本動作）原田誠 富樫裕美子 上野博子

二段
（小太刀）長手昌之 近藤優子 笹本晃司 富樫裕美子 谷中昇 上野博子 春永強
（長剣フリー）笹本幸子 猪俣英雄 竹本一樹 長谷川一恵 疋田修士
（基本動作）笹本幸子 長谷川一恵 永野詩織 疋田修士

三段
（小太刀）辻村誠崇
（二刀）植田誠史

四段
（小太刀）植田誠史 茂在敏夫

資格
（インストラクターA級）植田誠史

○ 四條畷学園小学校で課外学習決まる
昨年から四條畷学園小学校の依頼で進めてきた課外学習のスポーツチャンバラ導入が、正式に決

まりました。武心館の孫支部として活動し、長谷川一恵指導員が担当することになりました。
同小学校の校長先生が意欲的にスポーツチャンバラを子供たちに紹介していただいたこともあり、

２／３の体験講習では、１００名近くの子供たちが体験会に参加しました。
新年度より課外学習の一つとしてスポーツチャンバラが活躍することを期待しています。
（四條畷学園小学校のパンフレット参照）

○ 学研のカリキュラムの一つにスポーツチャンバラが導入されます
今年、学研の幼児教室にスポーツチャンバラが導入されることになります。これまで、スポーツ

チャンバラの対象者は主に小学生以上でしたが、今後幼児教育の現場にも広がる可能性が出てきま
した。

安全な用具「エアーソフト剣」を使用したスポーツチャンバラは、体力だけでなく、礼儀作法や
護身を取り入れたカリキュラムを設けることができます。指導法は、地域クラブの指導とかなり違
うので一定の研修が必要だと考えています。当協会では今年度より幼稚園に授業への導入を勧めて
いきたいと考えています。

（学研パンフレット参照）
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○ 大東建託の社員研修会に参加協力して

私は２／２５東京品川区で行われた、大東建
託株式会社主宰の社員研修（スポーツチャンバ
ラ）に参加協力してきました。

全国各地より集められた総勢120名強の社員
を対象に、田邊会長始め本部の先生方十数名と
大阪の講師陣（林理事長と竹中常任理事、補助
上野）が終日指導にあたりました。

開会あいさつの後、田邊会長の講話が行われ、
基本動作を用いて「見極める力」を養いました。
実技では、各グループに分かれ対戦（掛り稽
古）や基本動作を行い、地域代表トーナメント
戦を行いました。社員は一生懸命取り組んでく
れました。最後に指導員に挑戦し、合格を貰う
まで対戦をしました。社員の皆さんは、満足さ
れていたようでした。

今回、講師補助として協力しましたが、とて
も良い経験をさせて頂きました。今後のクラブ
指導に役立てたいと思います。

有朊館岸和田土生クラブ 上野博子

昨年９月にはパナソニック社（ニュージーランド支社）より依頼を受け、スポーツ
チャンバラによる社員研修を行いました。これまで、当協会は、島津製作所やNTTな
ど大手からの依頼を受けた実績があります。今後このような社員研修の依頼が見込ま
れます。スポーツチャンバラを通じて、社員間のコミュニケーションや健康増進を目
的に、武道精神を取り入れた研修の依頼が来ることに期待できます。

○ 長巻練成会活況
昨年５月より発足した長巻（槍棒杖）練成会は、早くも３／２６に第５回を迎えます。

毎回多数の仲間が集まり夜遅くまで稽古に励んでいます。特に他府県から愛知の岩田先生
らや兵庫の門脇先生ら遠方から駆けつけてくれています。ありがとうございます。
練成会では、稽古時間の全てを槍棒杖に特化しています。初歩の動きとルールを確認し

合い、廻り稽古や合戦、サバイバル、試合など行います。
スポーツチャンバラの部外競技となった長巻（槍棒杖）の使い手は今、安全とルールを

守り、この種目を盛りたてる必要があります。また、有効打突の見極めの技術の向上が緊
急に要求されています。
長巻がスポーツチャンバラにとって

欠かせない種目であることを訴えてい
きたいと考えています。

第５回 ３／２６（土）１９:３０～
第６回 ５／２８（土）１９:００～
第７回 ９／２４（土）１９:００～
第８回１１／２６（土）１９:００～

何れも泉南市有朊館道場で開催します。

（槍対棒の城攻め）
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＜主催者の感想＞
おかげ様でスポーツチャンバラの講座

は、３年目の今年度も大変好評で、無事
に全講座を終えることができました。今
年度は特に１年生男子の参加が多く、全
４３名中１５名を占めました。高学年の
子供たちが尐しずつリーダーシップを発
揮してくれるようになったことが、嬉し
い変化でした。
指導者である岡本吉史先生、越智さや

か先生に大変お世話になっております。
月に一度、低学年多数、武道というより、
遊びの要素の延長と考える子供も多いな
か、優しく時に厳しくご指導下さってい
ます。休み時間にも先生方は、積極的に
子供たちに関わって下さり、その子供た
ちの嬉しそうな表情をお見せしたいほど
です。本当に感謝しています。
今年度に引き続き、２３年度も開催す

ることが決まりました。またよろしくお
願いいたします。

土曜スクール担当 谷口倫子

○ 吹田土曜スクールの報告

吹田市千里丘地域教育協議会土曜スクールからの依頼で３年連続で講師派遣を行いました。
土曜スクールは年間通じて月1～２回をスポーツチャンバラの講座に充てています。箕面クラ
ブの岡本吉史インストラクターが、担当しています。主催者側から御礼の手紙と写真（右）が
届きました。

○ 他の講習イベント

孫市祭り（和歌山市）

阿倍野子ども子育てプラザ
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【活動報告】

2010年
・10/24東大阪市民祭りに協力。
・10/24泉佐野子ども祭りに協力。
・10/26大阪市分室にて大会反省会。
・10/30有朊館道場にて槍棒杖練成会。
・10/31岸和田市に於いて大阪府スポーツ尐年大
会。

・11/2府民スポレク祭打合せ
・11/3府民スポレク祭
・11/3 大阪代表選手結団式及び強化練習
・11/7 和歌山大会
・11/7 春木まつり
・11/10 日本橋小学校にて子供体験学習
・11/12 阿倍野区役所にて講習打合せ
・11/14 河内長野スポーツラリー
・11/17 矢田西小学校にて子供体験学習
・11/21 阿倍野区役所主催苗代小学校にて子供
体験学習

2011年
・1/7 平野区学童保育にて子供体験学習
・1/24 府スポ尐会議
・2/3 四條畷学園小にて体験講習
・2/3 西成区今宮小にて子供体験学習
・2/5 旭区役所にて親子体験学習
・2/19 西淀川区歌島小にて子供体験学習
・2/20 岸和田市土生クラブにて強化練習
・2/23 市体協集いに出席
・2/25 東京にて大東建託社員研修

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。インターネットからの申し込み
も可能です。 スポーツ安全協会大阪府支部 TEL 06-6643-5234

・11/22 四條畷小学校にて打合せ。
・11/23 城東諏訪大会
・11/24 大開小学校にて子供体験学習
・11/26 八幡屋小学校にて子供体験学習
・12/4 清水小学校にて子供体験学習
・12/5 本部予算総会
・12/5 奈良大会
・12/11 障害者ミーティング岡本出席
・12/12 大阪段位審査会
・12/15 大体協評議員会議及び集い
・12/22 川平小学校にて子供体験学習
・12/24 苅田南小学校にて子供体験学習

東大阪市民祭りでは、舞台に、
体験コーナーにと大活躍！
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○ 日本スポーツチャンバラ協会の公益社団法人認可について

先生方におかれましては、益々ご清栄の段大慶に存じます。
平素、スポチャン発展のため様々な御尽力に感謝申し上げます。
さて、平成１８年１０月１０日付で伊吹文明文部科学大臣より、社団法人として認定をいただ

き活動して参りましたが、その後公益法人が見直しされることとなり、当協会も特例民法法人と
いう立場で、新たな新公益社団法人を目指して挑戦して参りました。
この度、平成２３年２月２２日付で菅直人内閣総理大臣より、公益社団法人として、認定され

ました。
ここに皆様にご報告を致しますと同時に、皆様のご期待に応えるべく、公益認定法人に相応し

い協会になるよう、精進邁進いたす所存であります。
皆様方には、益々の御指導と御鞭撻の程お願い申し上げます。
まずは略儀ながら御報告と御礼を申し上げます。

平成２３年２月吉日
内閣総理大臣認定 公益社団法人
日本スポーツチャンバラ協会 会長 田邊哲人
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