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アメリカの金融危機や混乱気味の日本の政局、さらには汚染米騒動が重なった気ぜわしい９月でした

が、私はまだ、北京オリンピックの余韻に浸っています。競技そのものを楽しんだ以上に、アスリート

たちの語る言葉に強く惹かれました。「今頃なにを」と言われるのを承知の上で、いくつか紹介します。 

 

「空にとどくまでよ」 

女子棒高跳びで優勝したイシンバエワ選手が、あなたの限界はどこまで？と聞かれて答えました。北

京の夜空を華麗に舞い２４回目の記録更新をした人らしい、あくなき向上心です。 

 

「スエマエでなく末継、前田組と呼んでください」 

金メダル候補の中国チームを倒して評価の上がった女子バドミントン日本代表の両人。名前を短縮し

て呼ばれる風潮に反発して言い返しました。小倉塩田組がオグシオの通称でチヤホヤされていることも

頭にあったのかも。名前は大切です。そしてアスリートならずとも反骨精神と心意気が大切です。 

 

「着れば早くなるわけじゃない」 

男子２００平泳ぎで五輪史上初の連覇を成し遂げた北島康介です。高速水着ブームで、記録は「道具

の進化」のおかげといった風だった頃、こう言い放ちました。Ｔシャツに「泳ぐのはオレだ（I am the 

swimmer !)」と大書したのも同じ意味でしょう。 

 

「きちんと食べ、きちんと寝る。練習だけではだめなんだ」 

競泳で８冠を達成したフエルプスの言葉です。超人、天才の名をほしいままにする人にしては、意外

な言い方です。日常生活をちゃんとやった上でこその栄光なんですね。 

おなじフエルペスはこんな話もしています。「今でも僕はママと話すんだ。お前は成功しない、と言っ

た中学の先生がいたねって」。若い才能を見ぬけなかった大人がいる一方で、めげずに努力して大成した

フエルペスがいました。 

 

「小学校の頃あまりスポーツが得意でなかったこの子がここまでやるとは。誇りに思います」。 

男子柔道１００キロ超級で優勝した石井慧の母が感想を聞かれて。おとなしくて目立たなかったそう

です。フエルペスの場合と同様、子どもの頃の結果で、何ごとも見切ってしまわないことが大事だとい

うことを教えてくれます。（柚岡記） 

 

○ 行事日程(判明分) 

 

 

１０／ ７（火） 長居インストラクタースクール⑤ 大阪市長居球技場 

１０／１２（日） 全日本学生大会 東京大駒場キャンパス 

１０／１３（日） 市民スポーツの祭典 長居陸上競技場 

１０／２１（火） 長居インストラクタースクール⑥ 長居球技場 

１０／２５（土） 土曜スクール ⑤ 吹田市立山田第二小学校 

１０／２６（日） 第４５回府連合同けいこ 大阪府立体育会館 

１０／２８（火） 長居インストラクタースクール⑦ 長居球技場 
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○ 大阪市教育振興公社より講師派遣要請（確定分） 

 下記講習では、メイン講師が決まっているものの、指導補助が不足しています。ご協力いただける方(有

資格者)は至急事務局までご連絡ください。 

10／1(水) 14:30 ～ 16:30 ８０ 中央区 中央 いきいき 

10／3(金) 14:30 ～ 16:30 ５０ 旭区 城北 いきいき 

10／3(金) 14:30 ～ 16:30 ６５ 東成区 神路 いきいき 

10／8(水) 14:30 ～ 16:30 ２５ 西区 九条東 いきいき 

10／8(水) 14:30 ～ 16:30 ６０ 西区 本田 いきいき 

10／10(金) 14:30 ～ 16:30 １００ 港区 八幡屋 いきいき 

10／10(金) 14:30 ～ 16:30 ２５ 浪速区 立葉 いきいき 

10／15(水) 14:30 ～ 16:30 ６２ 東住吉区 矢田西 いきいき 

10／17(金) 14:30 ～ 16:30 ３５ 平野区 喜連 いきいき 

10／22(水) 14:30 ～ 16:30 ５５ 都島区 桜宮 いきいき 

10／22(水) 14:30 ～ 16:30 ６０ 西淀川区 佃南 いきいき 

10／24(金) 14:30 ～ 16:30 ４０ 東淀川区 下新庄 いきいき 

10／1(土) 10:00 ～ 12:00 ３０ 住之江区 南港光小学校 デリバリー 

10／11(土) 14:00 ～ 16:00 ３０ 住吉区 遠里小野小学校 デリバリー 

10／18(土) 10:00 ～ 12:00 ６０ 阿倍野区 阪南小学校 デリバリー 

10／18(土) 10:00 ～ 12:00 ４０ 東住吉区 桑津小学校 デリバリー 

11／8(土) 10:00 ～ 12:00 ４５ 福島区 福島 デリバリー 

11／8(土) 15：00 ～ 17：00 ２５ 北区 北 デリバリー 

例年以上に、秋の行事が立て込んでいます(企画段階を含む)。ご協力お願いします。 

 

○ 合同稽古のお知らせ 

第45回合同稽古を大阪府立体育会館で実施します。ぜひご参加下さい。 

 と き  １０／２６（日） １０：００～１５：３０  

 ところ  大阪府立体育会館「剣道場」 ℡06-6631-0121 

     〒556-0011大阪府大阪市浪速区難波中 3-4-36 http://www.furitutaiikukaikan.gr.jp/ 

アクセス 電車：地下鉄各線、南海線「難波」駅徒歩５～１０分 

車 ：阪神高速「なんば」出口から 5分 

申込み  参加人数を大阪協会事務局までお知らせください。 

 参加費  一人500円又は、家族での参加で1,000円（兄弟、親子で） 

 対 象  小中高一般 

 ※ 今回の合同稽古では、大会（世界、大阪大会）に向けて稽古を行います。また、審判稽古会を予

定しています。 

１１／ ２（日） 第５回和歌山大会 和歌山県立武道館 

１１／ ９（日） 泉佐野市民フェスティバル 泉佐野市末広公園 

１１／ ９（日） 河内長野市民健康スポーツラリー 河内長野市民総合体育館 

１１／１１（火） 長居インストラクタースクール⑧ 長居球技場 

１１／１８（火） 長居インストラクタースクール⑨ 長居球技場 

１１／２２（土） 土曜スクール ⑥ 吹田市立山田第二小学校 

１１／２３（日） 世界選手権大会 横浜文化体育館 

１１／２９（土） 泉南市大会 有朊館道場 

１１／２９（土） 枚方市講習会 枚方市 

１２／ ２（火） 長居インストラクタースクール⑩ 長居球技場 

１２／ ７（日） 第１７回大阪選手権大会 門真市なみはやドーム 

１２／１４（日） 奈良大会 奈良県立橿原公苑第２体育館 

http://www.furitutaiikukaikan.gr.jp/
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○世界大会 

  名 称 第34回世界選手権大会 

と き １１／２３（日）９：３０～ 

  ところ 横浜文化体育館 横浜市中区不老町2-7 

  参加費 大人2,000円 大学生以下1,500円 

  申込み 別紙申込にて大阪事務局まで(締切り10/10) 

大阪の出場資格は全国尐年尐女大会の入賞選手および高一般の有段者となっています。支

部長で推薦の上、事務局に申し込んで下さい。 

   今年も横浜文化体育館において世界選手権大会が開催されます。昨年の世界大会には、大阪から

３０名が出場しました。例年どおり、大阪協会の皆様に派遣カンパを要請したく、ご協力のほどお

願い申し上げます。横浜往復の交通費は若いメンバーにとって負担が大きいようです。皆様のご厚

志を賜りますよう訴える次第です。（詳細は別項参照） 

 

○ 第17回大阪選手権大会のお知らせ 

既報のとおり、第１７回大阪選手権大会を開催します。各支部、クラブから多数の参加を期待します。

後日、支部長クラブ担当者へ案内状を送ります。 

と き  １２月７日（日） １０：００開会 （８：００開場） 

ところ  なみはやドーム「サブアリーナ」（大阪府立門真スポーツセンター） 

     門真市三ツ島308-1 TEL 072-881-3715 

申込み  11/10までに「申込書」と「届け」に記載の上事務局まで申し込んで下さい。 

参加料  幼児 1500円、 小・中学生 1800円、 高・一般 2200円、 他府県は一律1500円 

 

○ 大会実行委員会のお知らせ 

近畿大阪大会に向けて実行委員会を行います。理事、支部長、責任者、コート長は出席して下さい。

今大会は参加者が大幅に増えることが予想されます。大会役員、審判員、運営委員もできるだけ実行委

員会に出席し、意志統一しましょう。 

  と き  １１／１６（日） ９：００～１２：００ 

ところ   大阪府立青尐年会館 ４Ｆ「第８会議室」 TEL 06-6942-2441 

     大阪市中央区森ノ宮中央２丁目 13-33 

       JR「森ノ宮」駅から 500m、地下鉄「森ノ宮」駅から 300m 

議 題  大会当日の全体的流れ、大会役員（役員、コート長、審判団、運営委員、受付大会本部）、

広告確認、支部対抗団体戦抽選会、競技内容（基本動作、個人対戦、団体戦）、審判（コ

ート長、フル審判、パート審判）、シード選手、模範試合、主催共催後援名義、大会準備 

 

○ 新クラブ立ち上げに向け準備中 

池田クラブ発足の準備が進んでします。順調にいけば来期から正式加盟となります。 

稽古日 第2・4日曜 14：30～16：00 

担 当 学生部（大阪大学）小林 尾中 

ところ アゼリアカルチャーカレッジ 池田市天神1-9-3池田市青尐年の家内 

アクセス 阪急宝塚線「石橋」から徒歩15分 

問合せ 072-761-0660 

※9/24現在６,７名の体験者が集まっているそうです。 

 

○ 近畿滋賀大会の報告 

 7/27滋賀県栗東市民体育館にて第１７回近畿兹滋賀兹全国スポレク大会が行われました。近畿一円
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のみならず全国各地から参加者約300名が集いました。府県対抗団体戦では兵庫が優勝、大阪は準優勝

と3位上位入賞を果たしました。また、奥野駿佑（中2、富翔館）が全国スポレク大会のグランドチャ

ンピオンに輝きました。成績結果は別紙のとおり。 

 

 ○ 8/31、岸和田市立中央体育館にて第4回大阪尐年尐女大会を行いました。今大会は大阪府スポーツ

尐年団の大阪府スポーツ尐年大会と並行で行いました。参加者は選手210人、審判役員運営委員100人、

観客200。例年どおり、基本動作、個人対戦、団体戦を行いました。団体戦では約80チーム出場、小学

低学年と高学年で友心館チームが優勝、中学高校生で香川高松チームが優勝しました。個人戦で種目

別3冠を獲ったのは浜田七星（友心館、基本・長剣・二刀）、2冠は竹中美優（友心館）、権藤拓（兵

庫松朗館）、藤岡秋介（香川高松）。審判協力いただいた方から感想文です。「審判として参加させ

ていただきました。私が担当した小学３・４年生の部はたいへん人数が多くまさに激戦区でした。基

本動作で優勝した選手は、姿勢も良く、気迫も充実しており、完璧でした。個人戦、団体戦も実力に

差がなく、見ごたえのある試合の連続でした。また各道場の声援もすごく、試合に負けて泣く選手な

どおり、すごく盛り上がりました。私にとっても楽しく、学ぶことが多い大会でした」有朊館谷中昇

より。成績結果は別項のとおり。 

 

○ 長居インストラクタースクール開講 

  今秋9/2～、スポーツチャンバラの指導者養成講座が始まりました。受講者は6名。受講者は中学校

教諭、障害医療、フィットネスコーチなど個性豊かです。人数は尐ないですが、受講されている方に

それぞれの目標があるようで将来の活動に期待できそうです。途中参加もできますのでぜひ参加、応

援に来て下さい。 

名称 スポーツチャンバラ指導者養成講座in長居 

と き 9月2日（火）～12月2日（火）計10回、19：30～21：00 

ところ 長居公園内 「球技場」http://www.spopara.com/nagai/ JR阪和線「鶴ケ丘」徒歩５分 

内 容 ルール、指導、審判、理念、安全、用具、運営、最終日に実技学科検定あり。 

  

○ 野外イベントのお知らせ 

【河内長野イベント】「いつもお世話になり有難うございます。河内長野市スポーツラリーが近づいて

参りました。今年も昨年同様スポーツチャンバラを子供たちに体験してもらおうと思っています。各ブ

ースに４名の協力役員名の提出が義務付けられており、現在東大阪の植田誠史さん、長谷川一恵さんに

ご協力をお願いしたしました。あと1～2名ご協力いただければありがたいです」河内長野、川平豊彦 

名 称 第１３回河内長野市民健康スポーツラリー 

主 催 河内長野市、市教育委員会、河内長野市総合スポーツ振興会 

と き 平成２０年１１月９日（日）午前９時～午後６時 

ところ 大師総合運動場及び市民総合体育館 

連絡先 川平 0721-53-3801 kawahira@alto.ocn.ne.jp  

【泉佐野市イベント】 

 名 称 40周年記念、泉佐野民商まつり 

 主 催 泉佐野民主商工会 

 と き １１／９（日）10：00～15：00 

 ところ 末広公園コミュニティ広場(泉佐野) 

 連絡先 林 072-483-2747 大阪協会事務局 

【大阪市イベント】 

 名 称 市民スポーツの祭典 

 主 催 大阪市・大阪市体育厚生協会 

 と き １０／１３（休）12：00～15：00 

 ところ 長居陸上競技場 

http://www.spopara.com/nagai/
mailto:kawahira@alto.ocn.ne.jp
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 連絡先 大阪協会事務局 

【泉南市イベント】 

 名 称 りんくうマラソン 

 主 催 泉南市体育協会 

 と き １１／３（休）11：00～13：00 

 ところ 泉南りんくう体育館運動場 

 連絡先 大阪協会事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 大阪スポーツ賞 

        9/20大阪府及び大阪府教育委員会から、府のス

ポーツ振興に功績のあった者及び競技成績優秀者

に大阪スポーツ賞が贈られました（大阪府下競技

団体から322名）。 

式典では、府知事と府教委局長のあいさつ、ス

ポーツ大賞や体育功労賞などの授賞式が行われま

した。オリンピックで金メダルを獲得した柔道の

石井選手の父や、フェンシング競技の久枝選手が

出席しました。 

スポーツチャンバラで受賞した14選手は次のと

おりです。写真は富翔館の林田さん提供。 

 

 

 
 

修理剣についてお知らせ 

エアーソフト剣の品質については、「空気が漏れる」「抜ける」というクレームが、全国的に

出ているようです。 

イスカ近畿修理部では、長期にわたる試行錯誤の末、このほど画期的な修理方法を確立しま

した。根元に防止加工を施すことによって、エアーソフト剣の弱点であった空気漏れを解決で

きました。 

   修理の主な内容は、ゴム交換補修、外袋交換補修、根元補修で、工賃は 500～1,500 円程度

（別に部品代がかかります）。一方、使い手の事情（空気入れすぎ、力任せの打撃、管理不注

意など）での故障も多く見られます。用具の扱い方を会員にていねいに指導してあげて下さい。 

イスカ近畿修理部では、専属の修理員を置いて対応していますので大いに活用して下さい。 

 

【対象地域】近畿一円の道場･クラブ会員と関係者 

【修理項目】エアーソフト剣の修理全般（ゴムのパンク、エアー漏れ、外袋補修又は交換、务化

部品の交換）、面修理：留め金外れ、アゴわれ、透明クリア処理 

【修理品送付先】 

イスカ近畿 〒590-0515泉南市信達六尾 596 TEL072-483-2747、FAX072-484-0641 

    又は、近畿地区での大会行事で受け渡し可能です。修理物品等集配 BOX(天王寺駅より徒

歩 10分)も受付けています。 

【代金振込先】用具物品代及び修理代は下記振込口座へ振込んで下さい。 

 ＜代金引換＞ 個人で修理依頼の場合、代金引換サービス（100円）を利用します。 

＜郵便振替＞ 受取人 イスカ近畿 振替先 00940－8－86329 

＜銀行振込＞ 名義人 イスカ近畿 振込先 三井住友銀行 泉南支店 普通 1173529 
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○講習会・イベント報告（敬称略） 

＊6/26、8/6、9/4大阪市分室(阿倍野)にて理事会。 

 ＊7/13、近畿地区連絡協議会主催近畿府県協会代表者会議を京都市内で。近畿の様々な問題を出し合

い率直な意見交換を行った。出席は、大畠、柚岡、大谷、中野、安田、石上、田中、小倉、林、上

村、新川の各氏。 

 ＊7/26、大阪市鶴見区子ども・子育てプラザにてデリバリー講習会。子供30名。担当山本、西野親子、    

  林 

 ＊8/9～10、今年も学生合宿が大阪大学キャンパスで行われました。参加者全国学生約80名。 

＊8/20、天王寺クレオ中央大阪にて第44回府連合同けいこ。大畠会長による形稽古や元立ち対戦稽古

が行われた。参加は会長、高槻1人、友心館4人、有朊館2人、履正十三3人、婆娑羅3人、一心塾1人、

公志館1人、鴻池1人、大阪大学3人、吹田4人、天武羅1人、蒼龍館4人、見学6人。 

＊8/24、大阪市立城東スポーツセンターにて「ちょこっと体験広場」。約100名。担当山本夫婦、西野

親子。 

＊8/27、大阪市平野区元青尐年会館にてNPO法人Jpalからの依頼で知的障害者を対象に講習会。担当松

本、岡本。「知的障害者を対象とした講習会を開催しました。参加者は小5・6年2人、中学4人、高

氏 名 大会名及び種目 成績 所属又は学校名(大会時) 

林 光一 
第 33回世界選手権大会 

優勝 
総合武道場有朊館 

棒杖 初段以上の部 泉南市 

同上 
第 33回世界選手権大会 

三位 
同上 

基本動作 三段以上の部 
 

浜田 風磨 
第 33回世界選手権大会 

優勝 
枚方市立桜丘中学校 

二刀 1～10級の部 友心館 

林田 光貴 
第 33回世界選手権大会 

優勝 
富田林市小学校 

長剣フリー 3～4 級の部 富翔館 

浜田 七星 
第 33回世界選手権大会 

優勝 
枚方市立桜丘小学校 

基本動作 7～8級の部 友心館 

辻村 誠崇 
第 33回世界選手権大会 

準優勝 
天武羅 

小太刀 初段の部 羽曳野市 

同上 
第 33回世界選手権大会 

準優勝 
同上 

棒杖 初段以上の部 
 

永野 雄太 
第 33回世界選手権大会 

準優勝 
大阪技能専門学校 

長剣フリー 1～2 級の部 岸和田山直 

奥野 駿佑 
第 33回世界選手権大会 

準優勝 
富田林第一中学校 

長剣フリー 3～4 級の部 富翔館 

笠原 亮 
第 33回世界選手権大会 

準優勝 
枚方市川越小学校 

基本動作 5～6級の部 友心館 

林田 雄貴 
第 33回全国尐年尐女選手権大会 

優勝 
富田林市第一中学校 

小太刀 1～2級の部 富翔館 

同上 
第 33回全国尐年尐女選手権大会 

優勝 
同上 

長剣フリー 1～2 級の部 
 

同上 
第 33回世界選手権大会 

三位 
同上 

長剣フリー 1～2 級の部 
 

古賀 淑之 
第 33回世界選手権大会 

三位 
和泉鳥取高校 

長剣フリー 1～2 級の部 岸和田土生 

米田 泰芽 
第 33回世界選手権大会 

三位 
高槻市磐手小学校 

長剣フリー 7～8 級の部 高槻 

同上 
第 33回全日本選手権大会 

優勝 
同上 

長剣フリー 7～8 級の部 
 

西田 朱音 
第 33回全国尐年尐女選手権大会 

優勝 
枚方市桜丘北小学校 

長剣フリー 7～8 級の部 友心館 

黒川 優作 
第 33回全国尐年尐女選手権大会 

優勝 
枚方市桜丘北小学校 

基本動作 9～10 級の部 友心館 

浜田 悠河 
第 33回全国尐年尐女選手権大会 

優勝 
枚方市桜丘小学校 

長剣フリー 3～4 級の部 友心館 
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校4人、指導員4人でした。知的レベルは療育手帳B→Aとばらつきがあり、集中できる子、集中でき

ずに何もしない子、叫ぶ子、裸になる子、はしごに登って降りてこない子といった集団であり、進

行に時間がかかりましたが、いつもどおりのメニューを行いました。・・・・・・・・対戦を希望 

する子が次々と出てきたことに驚きと達成感を感じました。指導員からも「いつもより皆よくまと

まって行動でできた」と感謝も述べられました。知的障害者と向き合う指導の困難さと、障害を持

っていても何にでもチャレンジしようとする前向きな気持ちの大切さを実感しました」城東成育SC 

松本富夫 

 ＊8/28、大阪市立巽南小学校にて校区教育協議会からの要請で講師派遣。子供約90名。担当林、小林、

山本美樹、山本娘2人、西野理。「昨年よりデリバリー講習会を10数件やってきて、流れがマニュア

ル化してきた。2時間の講習会の場合、30分前に会場入りし、依頼団体代表者にあいさつ、準備に取

り掛かる。用具準備係りと会場設営係りを決め10分程度で用意する。そのあと、依頼団体とスポー

ツチャンバラ講師団を交え、一日の流れをメイン講師が説明打合せ。講習会の内容は、始めにスポ

ーツチャンバラのことを簡単に5～10分で注意点を含め説明。ストレッチ、剣遊び、礼法、基本うち、

元立ち稽古、対戦稽古、勝ち抜きや団体戦サバイバルを行う。最後に整理体操し、整列終礼、用具

チェック発送、レポート作成、事務局に報告という手順となる。講師派遣のマニュアルを作成し、

スポーツチャンバラ講師派遣の統一性を持たせたい」林光一 

 ＊9/21、姫路市総合スポーツ会館にて兵庫県協会主催の合同稽古が行われ、大阪から約 50名参加した。 

「協会本部からは、田邊賢一先生が来場（価値のある合同稽古会）、田邊賢一先生は、沢山の選手と

剣を交え、秘伝授を教えていただき、大変勉強と、良い練習会に参加できました。また、進行、誘

導、と兵庫県の先生方の一丸となった練習会、参加者は満足感を得て帰れました。兵庫県の先生方

には、大変お世話になり、良い合同稽古に参加できたことを報告致します」竹中明美 

＊9/23、京都市宇治市で京都大会が行われた。 

 

事務局より 

＊大阪市体育協会だよりVOL.23でスポーツチャンバラが紹介されました。 

＊東大阪市民祭りは中止「今年もスポーツチャンバラをお願いしようと思っていましたが、急きょ選挙

が入ってきたため中止となりました。来年はよろしくお願いします」東大阪市民祭り実行委員会 

＊御堂筋KAPPOに申し込みましたが、場所取りに調整つかず。来年は参加したいです。 

 

 

 


