
 

 

 

 

 

西野町剣修会の活動を通じて 

西野町剣修会 稲葉 健太郎    

 

私は指導というとおこがましいですが、西野町剣修会でこども達

に剣道を教えています。私自身、西野町小の部活で剣道を始め、中

学・高校・大学と剣道を続けてきました。当時の西野町小は、三年生

から部活があり、今思えば、学校教育活動でも、剣道への関心・理解

がとても大きかったと考えさせられます。また、西野町剣修会という後援組織もあり、併

せて、たくさんの方々に支えられて剣道ができていたと、今となってようやく気付くこと

ができました。 

指導者として痛感したのは、教えることの難し

さです。素振り一つとってみても、『一挙動』か『二

挙動』か？最近の小学生も素早く振る『一挙動』

でやっている子が多いですが、私は無理なく大き

く肩を上げてしっかり振れる『二挙動』中心で教

えています。その他、小・中・高で教わった練習

内容を自分なりにアレンジしてメニューを考えています。そのほとんどが基本ばかりを中

心とした練習となっており、こども達には面白くないかも知れません（笑）。『基本打ちが

できないと何もできない』、逆に言えば『基本が極められたら何でもできる』という理論で、

試合に勝つ練習とういうのは、ほとんどありません。しっかりした基本を身につけ、中学

校に送りだせたらと思っております。教えながら、どの打ちが正しいのか、迷うことが多々

あります。その都度、恩師や先輩に意見を聞いたり、時には、ユーチューブで研究したり

しており、まさに教えながら、たくさん教わりました。 

そして西野町剣修会を通じて、世代を超

えて関わりのなかった、たくさんの西野町

の大先輩・後輩と関わりを持つことができ

ました。今では、そんな方々と剣道の昔ば

なしをしながら一杯やるのが私の楽しみに

もなっております。そして、そういった出

会いは、西野町校区にとどまらず、お隣の鶴城地区をはじめ、西尾のたくさんの先生方と

も関わりを持つことができ、人生の幅が広がったと嬉しい限りです。 

現在、そして今後は、西野町を含め各小学校は部活動が縮小方向にあり、各地域の指導

する人たちの活躍が期待されることとなります。私自身、西野町の伝統を継承しつつ、よ

り活動しやすい場を作っていけるよう努めて参ります。 
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大会結果報告 

〔続報〕 ○第 53回愛知県春季少年剣道大会  時：令和 4年 3月 20日（日）  

会場：会場：稲永スポーツセンター 

中学生女子の部 優勝：平坂中学校 

（選手名） 

 先鋒：梛野愛花  次鋒：石川音寧 

 中堅：榊󠄀原彩葉  副将：清水楓月 

 大将：柵木律乃 

（戦績） 

 第 1回戦 平坂中４ × ０応時中 

 第 2回戦 平坂中２ × １横須賀中 

  準決勝 平坂中４ × １幸田北部中      決 勝 平坂中４ × １豊橋北部中 

 

○鶴城中校区小学生卒業記念錬成会 

時：令和 4年 3月 27日(日)  会場：西尾市総合体育館 

コロナ禍で最後の大会が無

くなってしまった鶴中校区の

６年生のために、卒業記念錬

成会が行われました。大会結

果は、以下の通りでした。 

 

優 勝 西野町剣修会   準優勝 米津剣心会   第３位 鶴剣会 

第４位 鶴中校区混合チーム  ※愛剣会は不参加 

 

西尾市剣道連盟 令和４年度 総会 

  時：令和 4年 4月 24日（日）   会場：西尾市総合体育館 第 3会議室 

 本年度の総会は、103 名（委任も含む）の会員

出席のもと、盛大に開催されました。すべての議

案が、出席者の拍手多数で承認されましたことを

報告いたします。また、会の冒頭に、令和 3年度

の優秀選手・優秀団体表彰が行われました。以下

の方々が、めでたく表彰の栄に浴されました。 

 

<優秀選手表彰＞ 

○岸田 直人 様  大同特殊鋼勤務 

                  国体愛知県予選会・次鋒の部 優勝 

○野村花紗美 様  福地中学校教諭 第 72回愛知県青年体育大会・優勝 



○岩瀬奈津貴 様  愛知黎明高校教諭 第 72回愛知県青年体育大会・優勝 

○黒部愛里咲 様  三和小学校教諭  第 72回愛知県青年体育大会・優勝 

○志賀 陸飛 様  平坂中学校 3年  第 38回愛知県少年剣道個人選手権大会・ 

                       中学 3年男子の部優勝 

○山内 朋子 様  福地中学校 3年  第 75回愛知県中学総体・女子個人準優勝 

                   第 38回愛知県少年剣道個人選手権大会・ 

                       中学 3年女子の部優勝 

 

<優秀団体表彰＞ 

○西尾市立平坂中学校 様  第 75回愛知県中学総体・男女団体優勝 

              第 53回愛知県春季少年剣道大会・中学女子の部優勝 

○西尾市立鶴城中学校 様  第 75回愛知県中学総体・女子団体準優勝 

○愛知 愛心館 様        第 53回愛知県春季少年剣道大会・小学生の部準優勝 

 

行事予定 
◎愛知県剣道連盟関係 

  5/ 1(日) 剣道八段審査会   京都市 

       第 76回愛知県高校総合体育大会西三河予選（個人） 9:00 西尾中央体 

 5/ 2(月) 第 118回全日本剣道演武大会(2～5日)  京都市 

      剣道八段審査会   京都市 

      愛知剣連合同稽古会  19:00 枇杷島 S.C 

  5/ 7(土)  第 76回愛知県高校総合体育大会西三河予選（団体） 9:00 西尾中央体 

 5/ 8(日) 剣道指導者講習会（伝達）  9:00 昭和 S.C 

         第 34回全国健康福祉祭剣道大会愛知県予選  12:00 昭和 S.C 

  5/14(土) 剣道七段審査会  9:00 枇杷島 S.C 

  5/15(日) 剣道六段審査会  9:00 枇杷島 S.C 

      第 69回東海学生剣道選手権大会  9:30 スカイホール豊田 

  5/16(月) 愛知県剣道合同稽古会 19:00 枇杷島 S.C 

  5/21(土) 剣道指導者講習会  9:30 スカイホール豊田 

      第 76回愛知県高等学校総合体育大会剣道大会（個人）  稲永 S.C 

  5/22(日) 第 45回愛知県居合道段別選手権大会  9:30 中 S.C 

              第 39回愛知県少年剣道個人選手権大会  愛知県武道館 

    5/27(金) 愛知県女子部剣道稽古会 10:00 スギ薬局知立福祉アリーナ 

 5/28(土) 第 76回愛知県高等学校総合体育大会剣道大会（団体）  露橋 S.C 

 5/29(日) 第 38回尚武杯争奪剣道大会  9:00 露橋 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 

   5/ 1(日) 西三河月例稽古会  19:00 東祥アリーナ安城剣道場 



5/12(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 

5/21(土) 西三河持ち回り稽古会  19:00 刈谷市体育館剣道場 

5/26(木)  西三河剣道高齢者稽古会  10:30 東祥ｱﾘｰﾅ安城 

5/28(日) 西三河剣道指導者講習会 6/5(日)へ延期  9:00 刈谷市体育館剣道場 

 

◎西尾市剣道連盟関係 

  5/ 7(土) 第 101回東剣会剣道個人選手権大会  14:00 三和小学校体育館 

  5/11(水) 第 1回総務委員会  19:00 西尾市総合体育館第 1会議室 

  5/28(土) 第 137回市内剣道個人選手権大会 小学生 9:00 中学生 13:00 平坂中 

       西尾剣連指導者講習会  9:00 平坂中 

       西尾市スポーツ協会総会  14:00 西尾市中央ふれあいセンター 

 

○一般教室（月例稽古会） 

  19:00～20:30  5/7（土） 5/14（土） 

 

○レベルアップ剣道教室 

  17:00～19:00  5/14(土)開講式 

  19:00～20:45  5/19（木）  5/21（土）  5/26（木） 

 

○幼少年剣道入門教室 

  17:00～18:30  6/11(土)より開講します。 

 

◎大会等参加申込み期日 

  5/ 7(土)第 64回全国教職員剣道大会愛知県予選（パロマ瑞穂アリーナ第 2競技場） 

愛知剣連盟事務局へ（要参加費現金書留 1,000 円） 

     ※本年度より愛知県剣道連盟主催となりました。詳細は愛知剣連 HP参照 

  


