
 

 

 

 

 

福地南剣友会の活動を通して 

福地南剣友会 顧問 手島 菊次    

 私は、生まれも育ちも西尾市です。私が小学生の当時、部活動に剣

道部はありませんでした。あったのは、ソフトボール部くらいでした。 

福地中学校に入学した時もまだ剣道部はなく、私が中学２年生の時

に、新しく剣道部ができました。２年生以上の帰宅部の子どもたちと

１年生が入部し、真剣に剣道をしていました。その甲斐あって、すぐ

に初段を取得した子が多数いたことを覚えています。 

私が剣道を始めたのは、２１歳の時からです。仕事によるもので、人を守り、自分自身

を守るための護身術の授業のカリキュラムで、剣道と柔道の両方を３か月間稽古しました。

その後、どちらかを選択するときに剣道を選びました。 

私が福地南剣友会と関わるきっかけは、私の子どもが福地南部小学校の剣道部に入部し、

その夏に東京大会に出場するということで、部活動の状況を見学に行ったことからです。

その時の顧問は、杉浦久雄先生でした。 

当時の小学校は４年生から部活動がありましたが、剣道部は、選手を５人集めるのがや

っとの現状でした。他の小学校では、３年生から部活動を始めるところもあり、どうして

かと調べてみました。その結果、剣道が盛んな小学校区には、剣道後援会組織の活動が盛

んであるとともに、剣道への関心・理解があることも分かりました。 

福地地区も福地南剣友会の活動を盛り上げ、誰もが剣道を楽しく続けていける環境づく

りをモットーに、活動を通して早３５年が経ちました。学校の部活動が中心でしたが、活

動できない日は、福地南剣友会で延長時間を作り稽古してきました。活動は、私の眼には

厳しい風景でしたが、当時の子どもたちは頑張って稽古に励んでいました。その甲斐あっ

て、今までに日本武道館で開催された全日本少年武道（剣道）錬成大会でコート優勝を飾

るなど、たくさんの成果と思い出を作ることができました。中でも、勝ち進むに連れて、

応援に来て下さった保護者の歓声が、子どもたちに負けないくらいの大声で応援している

姿に感銘したこともありました。今では、たくさんの子どもたちが社会人として剣道を通

して活躍している姿を見ると、活動の成果を実感するとともに、心が温まる思いです。 

教員の働き方改革で県教育委員会の方針では、

数年後に小学校の部活動が完全廃止になるよう

です。今までは、部活動の顧問の先生方の協力で、

新入部員の勧誘などいろいろとお骨折りをいた

だきました。心から感謝しています。 

福地南剣友会は、私設道場としての活動はして

いません。しかし、地域の剣道後援団体として小・

中学生の剣道活動に協力できるよう、歩を進めて

いきたいと思っています。 
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大会結果報告 

○第 41回 鶴剣会暑中合同錬成会 

 期日 令和 4年 8月 27日（土）   会場 鶴城小学校体育館 

部  門 優勝 第 2位 第 3位 

初心者の部 池 邊  光 馬場 嵩帆 野田 泰成 山本 悠真 

4年生以下男子の部 池邊 龍樹 馬場 陽大 池邊 龍都  

4年生以下女子の部 梅村 英里 深水望乙莉 深水結依望  

5年生男子の部 川澄 統也 坂部 晋作 杉本 正親 神 取  澪 

6年生男子の部 谷  駿 翔 鈴木 雄翔 小林 龍平 槙本 陽向 

5・6年生女子の部 木田 千暖 大久保玲那 杉浦 莉峰 山田 万葉 

中学生男子の部 梅村 吉嵩 稲葉 舜太 川原聡二郎 白井 夕翔 

中学生女子の部 溝口 心彩 伊藤 香乃 瀬川みなみ 川澄 華菜 

 

○第 52回 全国中学校総合体育大会 剣道大会 

 期日：令和 4年 8月 19日（金）～21日（日） 

 会場：北海道・湿原の風アリーナ釧路 

〇中学女子団体の部（トーナメント戦） 

  第 2回戦 平坂中 2×1 北海道・森中 

  第 3回戦 平坂中 2×3 秋田県・勝平中 

  愛知県代表として、第 3位に入賞した勝平中 

 と五分に渡り合い、立派な試合展開でした。（ベスト 16） 



○第 48回西三河剣道段別選手権大会 

 期日：令和 4年 9月 4日（日）  会場：西尾市総合体育館 

 ○中学男子初段の部(83名)                 第 3位：細田天翔（平坂中） 

 ○中学女子初段以上の部(58名)               第 3位：溝口心彩（鶴城中） 

 ○高校女子初段以上の部(81名)  準優勝：中根吏庵（西尾高） 

 

○第 15回守山ほたる杯争奪少年剣道錬成大会 

 期日：令和 4年 9月 4日（日）  会場：滋賀県守山市体育館 

 ○中学生の部（近畿・北陸・東海地区より 59団体出場、団体勝ち抜き戦） 

  第 3位：愛知愛心館（先鋒：秋元一郎・西 3、次鋒：鈴木優奈・福 3、中堅：太田直 

人・鶴 3、副将：鈴木正大・西 1、大将：寺島完太・鶴 3） 

 第 1回戦 ○愛心館（先鋒 5人抜き）×森山錬心館 B（滋賀） 

      第 2回戦 ○愛心館（先鋒 5人抜き）×奈良尚武館（奈良） 

      第 3回戦 ○愛心館        ×彦根城南剣道部 B（滋賀） 

      準々決勝 ○愛心館        ×竹の子剣道クラブ（大阪） 

      準決勝  ×愛心館        ○京都砂川少年剣道錬成会 

  個人賞（5人抜き選手） 秋元一郎（愛心館・西 3）、小野山來翔（玄武道場・鶴 3） 

 

行事予定 
◎愛知県剣道連盟関係 

 10/ 1(土) 東海地区剣道合同稽古会 15:00 枇杷島 S.C 

10/ 2(日) 第 45回東海女子学生剣道優勝大会 枇杷島 S.C 

10/ 3(月) 第 77回国民体育大会（～5日） 栃木県宇都宮市 

愛知県剣道合同稽古会 19:00 枇杷島 S.C 

10/ 9(日) 愛知県女子稽古会 10:00 蒲郡体育センター 

10/10(月) 剣道八段受審者講習会 9:30 日本ガイシ第 3 ｱﾘｰﾅ 

      剣道四・五段受審者講習会 9:30 枇杷島 S.C 

 10/16(日) 第 40回全国道場対抗剣道大会 9:30 ﾊﾟｰｸｱﾘｰﾅ小牧 

 10/17(月) 愛知県剣道合同稽古会 19:00 枇杷島 S.C 

 10/21(金) 愛知県高齢剣友会秋季剣道祭 12:00 日本ガイシ第 3 ｱﾘｰﾅ 

 10/22(土) 剣道六・七段受審者講習会 9:30 中 S.C 

 10/29(土) 愛知県高校新人体育大会西三河予選会 9:00 西尾市中央体育館 



 10/30(日) 愛知県指導者講習会 9:30 パロマ瑞穂ｱﾘｰﾅ 

      ※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 

   10/ 1(日) 西三河 10月剣連持ち回り稽古会 19:00 高浜市武道館 

  10/ 2(日) 西三河剣道月例稽古会  19:00 東祥ｱﾘｰﾅ安城剣道場 

 10/ 9(日)  西三河女子剣道交流試合 10:00 刈谷市体育館 

10/13(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 

10/16(日) 第 21回西三河日本剣道形大会 9:00 スギ薬局知立福祉ｱﾘｰﾅ      

10/28(金)  西三河剣道高齢者稽古会 9:00  青年の家（岡崎市） 

10/30(日) 西三河中学生剣道選抜稽古会  女子 9:00 男子 12:00 三好公園体育館 

 

◎西尾市剣道連盟関係 

  10/ 8(土) 市民体育大会前日準備会  19:00 西尾市中央体育館 

  10/ 9(日) 第 68回西尾市市民体育大会剣道競技・指導者講習会 西尾市中央体育館 

  ※当初の要項集合時刻に変更あり 小・中 8:30～  高・一般 13:00～ 

   10/23(日) 木刀による剣道基本技稽古法講習会 9:00 西尾市総合体育館 

  10/23(日) 第 65回剱の式剣道大会 中止 

  10/26(水) 第 1回理事会 19:00 西尾市総合体育館・第 3会議室 

  10/30(日) 三市合同秋季剣道級審査会 10:00 高浜市地域交流施設「たかぴあ」 

 

○一般教室（月例稽古会） 

  19:00～20:30  10/8（土） 10/15（土） 

○レベルアップ剣道教室 

    15:00～17:00  10/15（土） 

   19:00～20:45  10/1（土） 10/6（木） 10/13(木) 10/20(木)  10/27(木) 

○幼少年剣道入門教室 

  17:00～18:30  10/1(土)   10/15（土） 

 

◎申込み関係 

○10/30(日)三市合同剣道級審査会 10/8(土)木村武道具店様へ（毎週水曜日定休） 

 

○11/12剣道七段審査会（愛知・枇杷島 S.C） 10/14(金)愛知剣連事務局へ 

○11/13剣道六段審査会（愛知・枇杷島 S.C） 10/14(金)愛知剣連事務局へ 

○11/18剣道六段審査会（東京・八王子） 10/14(金)愛知剣連事務局へ 

○11/19剣道七段審査会（東京・八王子） 10/14(金)愛知剣連事務局へ 

○11/24,25剣道八段審査会（東京・日本武道館） 10/14(金)愛知剣連事務局へ 

 ※詳細は、愛知剣連 HPでご確認ください。 

 

 


