
 

 

 

 

「吉良剣友会について」 

吉良剣友会 颯田十治  

 

吉良剣友会は旧吉良町の運動部の一つとして発足し、50 年

以上の歴史があります。 

現在は会長の鈴木一誠先生のもと毎週火と土曜日は、午後７

時 30 分～9 時（於：誓覚寺）とサタデープランとして第 1 と

第 3木曜日は、午後 7時 30分～8時 45分（於：吉良中武道場）

にて稽古しております。 

発足当時は、旧吉良町の事業で小学生を対象とした剣道教室を週 1回、全 20回、年 1期

のみの開催でした。吉良町では小学校の部活動がなく、防具をつけての地稽古などはとて

も難しい状況でした。、技術よりも、「大きな声で元気よく」そして「剣道をやって良かっ

た、続けたいと思う心」を育て、楽しく頑張ってもらえるような指導を心掛けてきました。

20回の教室が終わっても子供達の続けたいと言う声があり、保護者の方達と話し合い、教

室後の会場の使用料を会費としていただき、役場の担当者の方に会場確保などの協力を得

て、週 1 回でしたが年間を通して稽古を行うようになりました。また、昇級審査に挑戦し

たり大会にも出場したりするようになりました。初めての大会出場は 14年前の剱の式剣道

大会でした。1人 1分もかからず終わりましたが、子供達は「すごく緊張した。すぐに負け

たけど、また出てみたい。」という思いを口にしてくれました。その頃に、吉良剣友会の手

拭いを早川五十一先生（故人）にお願いしたところ、子供達にもわかりやすい言葉と文字

で「平常心」と揮毫して下さいました。 

昇級審査や大会に出ることで目標を持つ事ができ、それが励みになり剣道を続けようと

中学校でも剣道部に入部してくれる子供達も増えました。少数ではありますが、高校、大

学と剣道を続け、稽古に来てくれて竹刀を交えたときは、苦労も報われた思いでした。 

しかし、西尾市との合併で剣道教室がなくなり会場の確保や使用料も増え、確保なども

自分達で行わなければいけなくなりました。また一番大変な事は、剣道を手軽に始められ

る機会がなくなったことで、入会してくれる子供達が減少した事でした。遅ればせながら

5 年前からサタデープランを実施したり、吉良中の部活にお邪魔した際に告知したりして

いますが思うようにはいきません。残念な

事に今年度は小学生が 3 人になってしまい

ました。今頑張っているこの子供達に、ひと

つでも多くの思い出を残す事も大切な事だ

と思います。そのためにも新しい仲間が増

えるように努力をして、「剣道をやって良か

った、続けたいと思う心」を育て、大人にな

った時に稽古に戻ってこられる場をなくさ

ないように吉良剣友会を守っていきたいと

思います。 
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昇段 おめでとうございます 
〇剣道四・五段審査会 時：令和 4年 11月 23日（水） 会場：蒲郡市民体育センター 

 剣道五段合格 清水 公陽 様（平坂中教諭） 杉浦 愛理 様（県立稲沢高教諭） 

        山田 将也 様（NTTドコモ） 山田絵里華 様（三井住友海上） 

        山田 晃司 様（株 SHIFT)    八木 晧嗣 様（吉良剣友会） 

        岡田真由美 様（電友会）   本多 宏充 様（浜松市役所） 

 剣道四段合格 今井 俊作 様（名城大学）  柏原 充稀 様（名城大学） 

        小田 眞海 様（愛知大） 

 多くの会員や郷土の剣士が合格されました。更なる高みを目ざし、今後も精進されるこ

とを期待します。 

 

大会結果報告 
〇第 25回宮川旗争奪中学校剣道選抜錬成大会 

時:令和 4 年 12月 11日（日） 

 会場：福井県敦賀市立体育館 

・女子団体の部 第 3位 平坂中学校 

 （優勝：富士中・埼玉県、準優勝：中央中・福井県、 

第 3 位：鯰江中・大阪府） 

（先鋒：榊󠄀原彩葉、次鋒：福間璃子、中堅：榊󠄀

原夢葉、副将：橋口怜奈、大将：清水楓月、補

員：磯貝萌々花） 

 

〇第 38回西三河少年剣道大会兼第 54 回愛知県春季少年剣道大会予選会 

 時：令和 5年 1月 9日（月）   会場：スカイホール豊田 

・小学生の部  準優勝：愛心館 

・中学男子の部 優 勝：東部中（20年ぶり 2度目） 準優勝：鶴城中 第 3位：平坂中 

・中学女子の部 優 勝：西尾中  準優勝：鶴城中  

※前年度県大会優勝の平坂中は、西三河予選が免除され県大会に出場します。 

 小学生の部はベスト 16が、中学校は男女とも 6位までが県大会に出場します。健闘をお

祈りします。  ※氏名右の〇は、学年を示します。 

 

 

 

準優勝：愛心館  先：岡井桜河⑤ 

次：栗田龍之介④ 中：大石 仁⑤ 

副：石川祐太⑤  大：谷 駿翔⑥ 

優 勝：東部中学校 先：羽佐田夏唯① 

次：石原成一郎①  中：谷 元翔② 

副：小堺湊介①   大：三輪 惇葵① 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剣道初稽古会に参加して 
 新春の風物詩として剣道の初稽古会があります。1月 1日には、西野町剣修会と矢田道

場が、3日には東剣会が、参加者を制限したりコロナの感染対策を施したりして、各会の

伝統を受け継ぎ初稽古会

を行いました。 

 筆者は、30周年を記念

した矢田道場の初稽古会

に参加させていただきま

した。第 1回の開催は平

成 6年 1月 1日、午前 6

時から、矢田小の剣道部員と卒業生、そして（故）稲垣徳三先生を始めとする地域の指導

者をお招きして、途中初日の出を背に浴び白い息を吐きながら稽古したことが思い出され

ました。今回の参加を通して、矢田校区の剣道関係者と保護者のご理解とご協力により、

30年の歴史を刻まれたことに改めて敬意を表します。そして、当時の中学 1年生と小学 3

年生の児童・生徒が、今回保護者として防具を身にまとい稽古する姿に感慨深いものがあ

りました。 

 また、今回は第 1部の地稽古終了後に、第 2部の親子試合が行われました。お父さんを

準優勝：鶴城中学校 先：稲葉舜太① 

次：坂部陽之介②  中：梅村吉崇② 

副：内藤裕睦②   大：鈴木宙之進② 

第 3 位：平坂中学校 先：伊澤速人① 

次： -----     中：長田健汰① 

副：斎藤 亮①   大：細田天翔② 

 先：秋元七海① 

中：長谷部凪咲① 

大：中村百々羽① 

準優勝：鶴城中学校  先：溝口心彩② 

次：瀬川みなみ①   中：川澄華菜① 

副：伊藤優花①    大：伊藤香乃② 

優 勝：西尾中学校 

次：榊󠄀榊󠄀榊󠄀原優衣② 

副：皆川彩杷① 



相手に、子どもたちが試合をします。子どもが 2人 3

人の場合でも、一斉にお父さんと試合を行います。

息を弾ませるお父さんの姿あり、兄弟の合体技あ

り、多くの歓声ありと、新鮮味のある初稽古会でし

た。稽古の終了後は、保護者の皆さんによって、豚

汁やお汁粉がふるまわれました。（文責 林） 

 

行事予定 

◎愛知県剣道連盟関係 

  2/ 4(土)  東海地区剣道合同稽古会  15:00  中村 S.C 

      剣道七段審査会          福岡県 

 2/ 5(日) 剣道指導者講習会      9:30   パロマ瑞穂ｱﾘｰﾅ 

剣道六段審査会          福岡県 

 2/ 6(月)  県剣道合同稽古会     19:00  枇杷島 S.C 

2/18(土） 剣道七段審査会          長野市 

2/19(日) 剣道六段審査会          長野市 

2/20(日)  県剣道合同稽古会     19:00  枇杷島 S.C 

2/23(木) 第 71回全日本都道府県対抗剣道優勝大会予選会   刈谷市体育館 

     ※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 

   2/ 3(金) 西三河女子稽古会        10:00 スギ薬局知立福祉ｱﾘｰﾅ 

    2/ 9(木)  西三河剣道高齢者稽古会   10:30 東祥ｱﾘｰﾅ安城剣道場 

2/10(金)  西三河持ち回り稽古会     19:30 スギ薬局知立福祉ｱﾘｰﾅ 

2/11(土) 西三河剣道祭             12:00 刈谷市体育館 

2/19(日) 西三河月例稽古会        19:00 東祥ｱﾘｰﾅ安城剣道場 

2/23(木)  西三河剣道高齢者稽古会   10:30 東祥ｱﾘｰﾅ安城剣道場 

◎西尾市剣道連盟関係 

  2/11(土）西尾市・赤穂市剣道交流会 中止 

  2/11(土) 中部日本剣道大会前日準備会 17:00 西尾市総合体育館 

   2/12(日) 第 65回中部日本剣道大会    9:30 西尾市総合体育館 

○一般教室（月例稽古会） 

    19:00～20:30  2/ 4(土)  2/18(土)  2/25(土) 

○レベルアップ剣道教室 

     15:00～17:00  2/18(土)  2/25(土) 

   17:00～19:00  2/ 4(土) 

   19:00～20:45  2/ 9(木)  2/16(木) 

○幼少年剣道入門教室 

   17:00～18:30  2/18(土)  2/25(土) 

（審査会等の申し込み） 

〇剣道八段審査会（京都） 5/1(月),5/2(火)  〇剣道七段審査会（京都） 4/30(日)       

〇剣道六段審査会（京都） 4/29(祝)      〇剣道七段審査会（愛知） 5/13(土) 

〇剣道六段審査会（愛知） 5/14(日) 

 3/3(金)までに、現金書留で申込書と審査料を愛知剣連事務局に郵送するか、直接事務局

に持参する。（事務局持参する場合は、事前に電話連絡する）※詳細は愛知剣連 HPで確認 


