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令和 2 年 2 月の中部日本剣道大会・西三河少年剣道大会以降、
新型コロナウイルス感染症が拡がり、感染予防のため各種行事が中
止となり稽古のできない日々が続きました。
剣道を小学校 4 年生から始めた私にとって、3 か月以上稽古がで
きなかったことは初めてでした。市内の学校で剣道を学び、教員になってからも学校で児
童・生徒と剣道の稽古を続けてきました。剣道を通して学んだことや剣道を通した人間関
係で助けられたことが多くありました。剣道の理念にあるように『剣道は人間形成の道』
を念頭に置いて稽古を続けてきました。
しかし、感染予防のため剣道の稽古ができなくなってから、剣道の雑誌に基本稽古の大
切さが記事として多く取り上げられるようになりました。基本稽古の大切さは、剣道経験
者なら誰もが理解していることです。しかし、社会人になって稽古を続けてみえる方でも、
基本稽古を実践している方は少ないと感じます。一般の稽古会といえば、互角稽古や指導
稽古の地稽古が中心です。素振りや基本の打ち込み稽古は各自で行うだけです。
コロナ渦の今、自分の剣道と基本稽古を見直すよい機会です。自分の素振りや基本の打
ち込みを見直すには、自分自身ではなかなかできません。鏡を使ったりビデオを撮って見
たりして、自分自身の動きを確認する方法もありますが、先生方に見てもらい指導しても
らうことが一番確実です。そして、指導を素直に受け入れ、自分の稽古に取り入れていけ
ば、よりよい剣道を身に付け向上することができます。もう一つは、剣道の基礎として日
本剣道形と木刀による基本技稽古法の稽古を練習に取り入れてはどうでしょうか。普段は
審査会の前になって練習することが多いと思いますが、日本剣道形や木刀による基本技稽
古法には、剣道の理合や礼法など学ぶべきことがたくさんあります。
また、現在いろいろな場所で入場時に検温が行われます。体温が高くて入場が断られて
いるところを見たことはありませんが、自分の体調管理をすることもコロナ渦では特に大
切です。自分がいつどこで感染するかは分かりません。うつされたりうつしたりといった、
いやな思いをしないためにも、日頃から体調管理に気をつけましょう。また、体温が高か
ったり風邪気味で咳が出たりして体調が悪い時には、稽古をしたくても控えることが仲間
に迷惑をかけないために大切です。
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令和 2 年 10 月 2 日（金）、西尾市総合体育館において、西尾市市民
体育大会総合開会式が開催されました。その席上で、本年度スポーツ
功労表彰が行われ、本連盟会計の谷昌行先生が、剣道の振興発展と日々
の指導の功績が認められ、晴れて受賞の栄に欲せられました。

第4回

総務委員会報告

令和 2 年 10 月 14 日（水）於：西尾総合体育館

１ 年会費の納入状況について
10/14 現在で、149 名の会員の皆様に年会費を納入していただきました。年会費は、本
連盟の活動原資となります。未納会員の皆様には、引きつづき納入の手続きをお願いし
ます。
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２ 下半期の事業について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を観点に、各種事業について検討しました。
結果は、第 1 回理事会の承認と決定を受けて、会員の皆様にお知らせします。
３ （臨時事業）秋季剣道初・二段剣道形講習会の開催について
今年度の秋季剣道初～三段審査会において、新型コロナウイルス感染防止のために剣
道形講習会が中止となりました。そこで、11/2(日)秋季剣道初・二段形講習会を西尾
剣連独自に開催します。関係学校・団体に周知するとともに、詳細を西尾剣連 HP で公
開します。（なお、三段受審者は、一般稽古会での剣道形稽古をお勧めします）
４ 秋季剣道級審査会について（12/20（日）西尾市総合体育館にて変更実施）
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、愛知県剣道連盟ガイドライ
ンを遵守した級審査会の在り方を協議しました。結果を反映した実施要項を 11/1 付で
発送します。

第1回

理事会報告

令和 2 年 10 月 21 日（水）於：西尾総合体育館

１ 令和 2 年度下半期の主催・主管事業について
全国及び愛知県下の新型コロナウイルス感染症流行が小康状態にある中、大会参加
者（来賓、役員、審判員、選手、参観者等）が安心して大会に臨み、安全を確保して大
会を運営するには時期尚早と考え、以下の事業を中止すると判断しました。
① 第 65 回中部日本剣道大会(R3.2.7)
② 西尾市・赤穂市剣道交流会(R3.2.6)
③ 第 2 回小学生剣道錬成会(R2.12.26)

なお、R2.12.26 には、武道場にてレベルアップ剣道教室(15:00～17:00)、幼少年剣
道入門教室(17:00～18:30)、一般稽古会並びに西尾剣連稽古納会(19:00～20:30)を行
います。特に、稽古納会は本年度初めての事業です。ぜひ多くの会員にご参加いただ
き、1 年の活動を締めくくりたいと考えています。
２ 小学校の部活動について
戦後 70 年余続いた、西尾市小学校の部活動が縮小または学校によっては剣道部の消
滅危機が現実味を帯びてきました。本連盟として今後どのようにして剣道の推進と発
展を図っていくかを協議しました。特に、小学生の新規会員確保が、大きな課題とな
ります。そこで、本年度内に地域団体との協議会を立ち上げ、対応策を講じていきた
いと思います。

レベルアップ剣道教室
令和 2 年 10 月 3 日（土）、西尾市総合体
育館武道場において、レベルアップ剣道教
室の開講式が行われました。参加者は 27 名、
来年の 3 月まで 36 回の講座を行います。講
師は、田中浩二、杉浦雅人、鈴木睦（一）、
鈴木睦（江）、杉浦優治、鈴木洋司、谷

昌行、原田淳也、林

孝郎の各先生方です。今年

度はコロナの影響で半年間の教室となりますが、基礎基本の習得と、攻めを中心とした競
技力の向上を目指し、一人ひとりのレベルアップを図ります。また、参加者一人ひとりが、
各校・各団体のリーダーとして活躍してくれることを願っています。

幼少年剣道入門教室
令和 2 年 10 月 17 日（土）
、西尾市総合体育館武
道場において、幼少年剣道入門教室の開講式が行
われました。参加者は、小学生 27 名、幼・保育園
児 5 名、総勢 32 名です。コロナ感染症対策とし
て、参加者
確認票をもとに検温と健康観察、手指と足裏の消毒
をして、参加者は武道場に入場しました。開講式で
は、冒頭に田中浩二会長からお話があり、
「やる気・
元気・勇気」をもって、教室に参加してほしいと、
激励していただきました。また、寺島裕子先生から
保護者と参加者を対象に、コロナ感染症対策を徹底
した参加の心得について説明がありました。講師
は、中西庄藏、井関公宏、山﨑正信、鈴木睦（江）、
加藤智博、加藤江里、馬場吉史、尾崎清和、寺島裕子、伊澤直人、犬塚智晶、豊永未来の各
先生方です。また、本教室を卒業した小・中・高校生が、ボランティアとして受付と健康

チェック、園児や初心者のお世話、準備運動の進行等、活動のバックアップを担ってくれ
ています。参加者全員には、正しい礼法や基本動作を身に付けるとともに、園児は剣道遊
びを通して、小学生低学年は徒手による竹刀操作、中学年は基本打突の練習により、楽し
く有意義な教室となることを願っています。

11 月度
◎全日本剣道連盟関係

◎愛知県剣道連盟関係

行事予定

11/14（土）剣道七段審査会

名古屋市枇杷島スポーツセンター

11/15（日）剣道六段審査会

名古屋市枇杷島スポーツセンター

11/22（日）剣道六段審査会

東京都八王子市

11/24（火）25（水）剣道七段審査会

東京武道館

11/26（木）27（金）剣道八段審査会

日本武道館

11/ 7（土）東海地区合同稽古会

中止

11/ 7（土）剣道六・七・八段受審者講習会

15:00

県武道館

※先着 50 名（事前申し込み、詳細愛知剣連 HP 参照）
11/28（土）剣道四・五段審査会
◎西三河剣道連盟関係

④8:45

11/ 1（日）西三河 11 月度月例稽古会

⑤12:00

19：00

県武道館

東祥ｱﾘｰﾅ安城

（旧安城市体育館）
11/12（木）西三河高齢者稽古会

10:30

11/13（金）西三河女子部稽古会

9:30

11/20（金）西三河持回稽古会

東祥ｱﾘｰﾅ安城剣道場
知立市福祉体育館

19:15～ 豊田市武道館

11/22（日）剣道初～三段剣道形審査会

東祥ｱﾘｰﾅ安城

11/26（木）西三河高齢者稽古会

東祥ｱﾘｰﾅ安城剣道場

10:30

11/28（土）剣道初～三段剣道実技審査会
◎西尾市剣道連盟関係

刈谷市体育館

11/ 2（日）剣道初・二段受審者対象剣道形講習会
11/ 8（日）第 9 回西尾市南部地区剣道大会

中止

11/28（土）第 100 回東剣会剣道個人選手権大会

〇月例稽古会

中止

※今月より青年部と一般部を分けずに稽古会を行います。

19：00～20：30

11/7(土)

19:00～19:30 は剣道形の稽古を行っています。秋季三

段審査会を受審する人（含高校生）は、是非参加してください。
〇レベルアップ剣道教室
19：00～20：30

11/5(木)、11/7(土)、11/19(木)、11/26(木)

〇幼少年剣道入門教室
・１１月の開催はなし
◎秋季剣道級審査会申し込み締切り

～11/30（月）

木村武道具店

※コロナ対策ため、登録料込みでお申し込みください。

毎週水曜定休日

