
 

 

 

年頭所感   コロナ禍に思う 

西尾市剣道連盟会長 田中浩二 

 

新年を迎え、謹んでお慶びを申し上げます。 

昨年もコロナ禍により、各種大会などが全く開催できない時期

が続きました。しかし、規模の縮小、無観客や観戦者の人数制限

など、細心の注意を払うことで感染リスクを下げ、少しずつ各種

事業や大会が再開されるようになりました。 

そんな中で、平坂中学校の県中学校総体における男子団体（３

年連続）、女子団体（４年連続）での優勝を始め、杉浦愛理さんの全日本女子剣道個人選

手権大会への出場、西尾市剣連女子チームの愛知県青年大会団体優勝など、素晴らしい活

躍がありました。 

また、西尾市剣連の主催・主管の大会も順延や部門を変更して何とか開催できました。 

ただ、残念ですが、第 65回中部日本剣道大会（令和 4年２月６日）は、2年連続で中止

の決断をしました。来年度こそ、大会が盛大に開催できることを願っています。 

さて、剣道では、「溜め（ため）」が大切と言われています。他のスポーツでも、とき

どき「溜め」という言葉が使われていますが、単に「間を取る」という意味で使われてい

たり、「短く動作を止め、力を蓄えること」と説明されていたりします。 

私も恩師から「『溜め』とは何か」と問われ、「溜め」の重要性について幾度となく指導 

を受けました。言葉にするのはむずかしいのですが、剣道では、相手を攻め切り、すでに 

技が出せる状態にありながら、なおも相手の構えの崩れや動き出しまで充実を保ち、その 

瞬間をとらえる、その間、その状態を「溜め」と表現するのではないか、と思っています。

「溜め」をつくるためには、特に、以下の点を重視し、修練することが大切です。 

・気合を充実させ、相手を圧倒する気持ちで先を取ること。 

・臍下丹田（せいかたんでん）に気を収め、臍（へそ）を相手の竹刀に乗せるような気 

持ちで攻め、左足を引きつけ、攻めの圧力によって「溜め」を生み出すこと。 

・自分の間合いを知り、腰で攻め込み、肩の力を抜いて、剣先を中心から外さないこと。 

・「溜め」を意識しつつ、切り返し、打ち込み、掛かり稽古を行い、気力・胆力・呼吸な 

 どを養い、基本稽古を正しく行うこと。 

日頃の稽古で、これらの教えをしっかりと習得したいものです。            

それにつけても、対面での稽古ができるのはうれしいことです。やはり剣道の試合や稽 

古は、相手があってこそ自分の強さや弱点に気づくことができます。剣道に限らず、謙虚 

で、相手を敬い大切にする心を忘れず、自分自身の成長に繋げていきたいものです。 

コロナ禍で現在も稽古方法、大会運営は試行錯誤の段階です。収束するまでには、もう 

少し時間がかかるかもしれません。この時間を空白ではなく「溜め」とするべく、西尾市 

剣道連盟は、関係各位の皆様、会員の皆様のより一層のご支援、ご協力をいただきながら 

一歩ずつ進んでいきたいと考えています。 
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西尾市立福地南部小学校剣道部顧問 中島 年隆 

 

 2017年４月より2020年３月まで、ベトナム社会主義共和国 （Soc

ialist Republic of Vietnam）の首都ハノイにある、「ハノイ日本

人学校」に、在外施設派遣教員として３年間の勤務をさせていただ

きました。その３年間の中で、プライベートの時間に現地の剣道に

触れることができました。日越交流の一助となり、日本以外で剣道

がどのように普及しているかを紹介させていただきたいと思い、こ

の場をかりて報告させていただきます。ご笑覧くだされば幸いです。 

在越日本人剣士の熱量に刺激 
私がハノイで剣道ができる一番の拠点になったのは、ハノイ日本人剣道部（HANOI KEND

O CLUB）で、会場はハノイ日本人学校の体育館でした。毎週日曜日、朝9:00から13:00ごろ

まで、幼稚園の年長から小学生、中学生、一般愛好家、など、約40名の幅広い年代の人た

ちが集まっており、現地採用の方、駐在員の方、その家族などさまざまな方が稽古に参加

していました。ベトナム人や韓国人の方も時々稽古に参加し、剣を交えることもできまし

た。 

中には、その日の稽古に参加するためだけに、ホーチミンやダナンから飛行機でハノイ

まで来る日本人剣道愛好家がいました。（ホーチミン・ハノイ間は飛行機で約２時間、日

本国内だと、栃木から鹿児島までの距離です）その方とお話した時には、その剣道に対す

る情熱におおいに刺激を受けました。子どもたちもタイやインドネシアなどで行われる国

際剣道大会に、ベトナム代表として試合に出ていました。金曜日出発でタイで行われてい

る試合に出て、月曜日の授業に間に合うように帰ってくる、という子どももおり、本人の

やる気はもちろんのこと、保護者の苦労も並大抵ではないなと感じました。 

また、ハノイ日本人剣道部は、火曜日、金曜日、日曜日の夕方に現地の高校の体育館で、

ベトナム人と一緒に稽古をしていました。（こちらは勤務の関係で参加できませんでした）

ベトナム人への剣道指導をする先生方にお話をうかがうと、駐在員として慣れない外国の

地で働きながらベトナム人の剣道指導に向かう姿、剣道普及に対する熱心さに感心しまし

た。 

（編集部より）今月号から3回にわたり、中島先生のベトナム剣道事情報告を掲載させていただきます。 

 

大会結果報告 
〇第 47回西三河剣道段別選手権大会 

   時 ：令和 3年 12月 4日（土）  会場：岡崎市中央総合公園武道場 

 中学男子初段の部             第 3 位：小野田來翔（鶴城中）、寺島莞太（鶴城中） 

 中学男子二段の部                       第 3位：河合優輝（平坂中） 

 中学女子初段以上の部  優勝：柵木香乃（平坂中）       第 3位：清水楓月（平坂中） 

 高校男子三段の部         準優勝：外山喜祐（西尾高） 



〇第 100 回東剣会剣道個人選手権大会 

 時 ：令和 3年 12月 5日（日） 

 会場：東部中学校体育館 

 基本の部 優 勝：石川愛莉 準優勝：織田慶蘭         

 小学 4年以下の部 優 勝：石川源一郎 

          準優勝：牧 哉汰 

 小学 5年の部 優 勝：牧 洸哉  準優勝：岡田美穂 

 第 3位：山本紗那、梅村透子 

 小学 6年の部 優 勝：石川思真  準優勝：三輪惇葵、  第 3 位：小堺湊介、石原成一郎 

 中学 1年男子の部 優 勝：谷 元翔（東中） 準優勝：中嶋悠之助（西中） 

 中学 2年男子の部 優 勝：石川 想（西中） 準優勝：黒柳天良（東中） 

                        第 3位：鳥居俊佑（西中）、小堺望弘（東中） 

 中学女子の部 優 勝：加藤礼愛（東中） 準優勝：半田弥生（東中） 

 

〇第 136 回市内（平坂中学校区）剣道個人選手権

大会 

   時 ：令和 3年 12月 11日（土） 

  会場：平坂中学校体育館 

 小学 4年以下男女の部 

 優 勝：岡井桜河（尚武館） 

準優勝：羽佐田雷太（尚武館）  

第 3 位：福間 心（矢田）、榊󠄀原姫菜 

 小学 5年男子の部    

優 勝：後藤凱成（矢田） 準優勝：後藤皇成（矢田） 第 3位：髙野大斗（矢田）、西村 響（矢田） 

 小学 5・6年女子の部 

  優 勝：丸林悠華（矢田） 準優勝：福間璃子（矢田） 

                               第 3位：長谷部凪咲（尚武館）、中根妃夏（平坂） 

 小学 6年男子の部 

  優 勝：長田健汰（矢田） 準優勝：伊澤速人（矢田）   

第 3 位：野々山京介（矢田）、倉地丈瑠（矢田） 

 中学生男子の部  

  優 勝：松井大地（平中） 準優勝：倉地悠斗（平中） 第 3位：太田悠斗（平中） 

 中学生女子の部 

  優 勝：柵木香乃（平中） 準優勝：梛野愛花（平中）  

第 3 位：榊󠄀原夢葉（平中）、石川音寧（平中） 

 

第 42回鶴城校区小・中学生 

剣道個人選手権大会 

  時 ：令和 3年 12月 11日（土） 

 会場：鶴城体育館 

 小学基本の部 優 勝：深水望乙莉（愛心館） 

        準優勝：坂本鈴乃（愛剣会） 

        第 3 位：坂本琴乃（愛剣会） 

 小学 4年以下の部 

  優 勝：川澄統也（西野町剣） 準優勝：鈴木志音（米津剣） 第 3 位：市川優志（愛剣会） 



 小学 5年男子の部  優 勝：谷 駿翔（愛心館） 準優勝：鈴木雄翔（愛心館）  

第 3 位：内藤吉識（鶴剣会）、岡崎友佑（愛剣会） 

 小学 6年男子の部  優 勝：稲葉舜太（西野町剣） 準優勝：松本憲介（鶴剣会） 

 第 3位：杉浦将生（米津剣） 

 小学 5・6年女子の部 優 勝：川澄華菜（西野町剣） 準優勝：二村秋帆（米津剣） 

            第 3位：瀬川みなみ（米津剣）、本多慈季（愛剣会） 

 中学 1年男子の部 

 優 勝：鈴木宙之進（鶴中） 準優勝：内藤裕睦（鶴中） 第 3位：梅村吉識（鶴中） 

中学 2年男子の部 

 優 勝：太田直人（鶴中） 準優勝：寺島莞太（鶴中） 第 3 位：小野山來翔（鶴中） 

中学女子の部 

 優 勝：藤浦里希（鶴中） 準優勝：小田鈴寧（鶴中） 第 3 位：細田美緒（鶴中） 

 

〇第 67回 西尾市市民体育大会 剣道競技 

  時：令和 3年 12月 18日（土）  会場：西尾市中央体育館 

 小学 3年以下の部 優 勝：栗田龍之介（愛心館） 準優勝：伊澤曜希（矢田） 

                      第 3位：牧 哉汰（東剣会）、鈴木志音（米津剣） 

 小学 4年男子の部 優 勝：岡井桜河（尚武館） 準優勝：國本康矢（愛心館） 

                      第 3位：長谷部峻太（尚武館）、石川祐太（愛心館） 

 小学 4年女子の部 優 勝：稲垣 輝（玄武） 準優勝：榊󠄀原姫菜（平坂） 

                      第 3位：福間 心（矢田）、石川小茉（矢田） 

 小学 5年男子の部 優 勝：西村 響（矢田） 準優勝：後藤凱成（矢田） 

                      第 3位：鈴木慎司（東剣会）、後藤皇成（矢田） 

 小学 5年女子の部 優 勝：林 小夏（玄武） 準優勝：丸林悠華（矢田） 

                      第 3位：迫李衣紗（電友会）、岡田美穂（電友会） 

 小学 6年男子の部 優 勝：鈴木正大（愛心館） 準優勝：三輪惇葵（東剣会） 

                      第 3位：石川思真（愛心館）、長田健太（矢田） 

 小学 6年女子の部 優 勝：中村百々羽（愛心館） 準優勝：秋元七海（愛心館） 

                      第 3位：長谷部凪咲（花ノ木）、福間璃子（矢田） 

 中学 1年男子の部 優 勝：谷 元翔（東中） 準優勝：鈴木宙之進（鶴中） 

                      第 3位：稲垣 匠（吉中）、中嶋悠之助（西中） 

 中学 1年女子の部 優 勝：清水楓月（平中） 準優勝：橋口怜奈（平中） 

                      第 3位：溝口心彩（鶴中）、榊󠄀原夢葉（平中） 

 中学 2年男子の部 優 勝：寺島莞太（鶴中） 準優勝：岡田玄大（東中） 

                      第 3位：小野山來翔（鶴中）、石川 想（西中） 

 中学 2年女子の部 優 勝：柵木香乃（平中） 準優勝：藤浦里希（鶴中） 

                      第 3位：梛野愛花（平中）、小田鈴寧（鶴中） 

 高校男子の部 優 勝：外山喜祐（西高） 準優勝：京極耀太郎（東高） 

                      第 3位：池ケ谷健斗（東高）、梅谷拓実（西高） 

 高校女子の部 優 勝：中川桂花（西高） 準優勝：永井咲衣（東高） 

                      第 3位：伊藤夏子（鶴城丘高）、新實 心（西高） 
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１月度 行事予定 

◎愛知県剣道連盟関係 

  1/ 9(土)  県剣道稽古始め（剣・居・杖） 10:00 露橋 S.C 

  1/17(月)  県剣道合同稽古会 19:00  枇杷島 S.C 

1/31(日） 剣道称号選考会 9:30  枇杷島 S.C 

       ※詳細は、愛知剣連 HP でご確認ください。 

◎西三河剣道連盟関係 

  1/ 7(金) 西三河女子稽古会 10:00 スギ薬局知立福祉ｱﾘｰﾅ 

1/13(木) 西三河剣道高齢者稽古会 10:30 東祥ｱﾘｰﾅ安城 

1/15(土）西三河稽古始め（居合道 13:30～・剣道 15:00～） 碧南市東部市民プラザ 

1/16(日) 第 37回西三河少年剣道大会 9:45 スカイホール豊田 

1/22(土) 西三河高校剣道大会 9:00 西尾市中央体育館 

1/27(木) 西三河剣道高齢者稽古会  10:30 東祥ｱﾘｰﾅ安城 

◎西尾市剣道連盟関係 

   1/ 1(土) 第 58回西野町剣修会元旦初稽古会 中止 

  1/23(日) 地域団体代表者会 17:30 西尾市総合体育館第 3会議室 

 ○一般教室（月例稽古会） 

  19：00～20:30  1/ 8（土）  1/15（土）  1/22（土） 1/29(土) 

 ○レベルアップ剣道教室 

  15:00～17:00   1/ 8（土）   1/22（土） 

    17:00～19:00   1/15（土）   1/29（土） 

  19:00～20：30  1/ 6（木）   1/13（木）  1/20（木） 1/27(木) 

 ○幼少年剣道入門教室 

  17:00～18:30   1/ 8（土）  1/22（土） 

 

<編集後記＞ 

 12月に入り、各地域で個人選手権大会が開かれました。筆者は、第 100回東剣会剣道個

人選手権大会に審判として参加しました。本大会は 100 回の歴史を刻み、記念として日本

手ぬぐいの贈呈と、心に残る「東剣会を応援してくださる皆様へ」という挨拶文が添えら

れていました。そこで、その一部を抜粋して紹介します。 

『…略…最近よく使われるようになった言葉に、「恩送り」という言葉があります。いただ

いた御恩を、直接、その人に返す「恩返し」ではなく、いただいた御恩を、別の誰か、手助

けが必要な人に返す。そして、その恩を受けた人が、また、違う人の手助けをする。その

人がまた、他の手助けが必要な人に…と、恩を送っていくことを「恩送り」というのだそ

うです。この言葉の通り、東剣会は、これまで支えてくださった皆様の御恩を、剣道を頑

張る子供たちに、そして、東部地区の剣道の活性化のために、「恩送りしていけたらと考え

ています。…略…』 

後進の育成と剣道の普及こそが、「恩送り」ではないでしょうか。（文責 林） 
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