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≪事務局より≫

・大阪府協会でツイッターを始めました。投稿者は林理事長。協会情報に加え、個人的な感
想や指導技術、稽古法などをつぶやきます。ぜひフォローして下さい。
twitter.comで[大阪府スポチャン]を検索して下さい。

・今年も子供体験学習の講師派遣の依頼が来ています。メールで指導者募集を行いますので、
有資格者（有段者）は事務局にメール登録して下さい。所属と氏名、段位をお知らせ下さい。

・朝日新聞のあさすぽ(枚方・交野）に第4回天の川園内大会の模様がトップページに掲載さ
れました（別項参照）。

・イスカ近畿修理部から修理方法や修理内容・料金についてお知らせがあります（最終項）。

＜特集号＞

3/21、阿倍野市民学習センターにおいて平成23年度大阪府スポーツチャンバラ協会第19期評議員総
会が開かれました。総会は9：30開始、菅会長あいさつの後、林理事長を議長に、各報告、審議、決議
を行い、12：00終了しました。出席は28名、委任22名でした。

第1号議案 平成22年度事業報告及び決算報告について
松本常任理事より事業報告がなされ了承された。
（大会、段審、審判、級審、インストラクター、イベント講習、合同稽古、理事会、
大阪スポーツ賞、功労賞、府連通信など）
次に安田副会長より決算報告書の説明がなされ、別所監査のもと了承された。

第2号議案 平成23年度 事業計画（案）について
竹中常任理事により事業計画案の説明がなされ可決された。

（大会、段審、審判、級審、インストラクター、イベント講習、合同稽古、学校授業、
理事会、大阪スポーツ賞、功労賞、府連通信など）

第3号議案 規約・内規の一部改正について
林理事長より大阪市分室の所在地の変更 について説明がなされ、小林常任理事から
支部内規の一部変更について説明がなされ、了承された。

第4号議案 平成23年度 予算計画（案）について
安田副会長より予算の提案がなされ、審議可決された。

閉会時に大畠顧問より3/11震災の義援金を集おうとの提案を受けた。後日、義援金が集われ、5月被
災地へのボランティア活動することにつながった。別項にて被災地ボランティア活動報告あり。
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【主な行事予定（一部終了）】
６／１９（日） 聴覚支援学校講習会 堺市聴覚支援学校
６／２９（日） 関西学生大会 大阪大学豊中キャンパス
６／２９（日） 和歌山大会 和歌山市河南体育館
７／２３（土） 第６回長巻（槍棒杖）練成会 有朊館道場
７／３１（日） 子供体験学習 住吉区墨江小学校
８／ ２（火） 子供体験学習いきいき 此花区梅香小学校
８／ ３（水） 子供体験学習いきいき 東成区今里小学校
８／ ７（日） 大会実行委員会 阿倍野市民学習センター
８／２１（日） 第２０回大阪選手権大会 大阪府立体育会館「第２競技場」
８／２３（火） 子供体験学習いきいき 住吉区住吉小学校
８／２８（日） 中河内地区ブロック予選 柏原市
８／未定 大阪市地区ブロック予選 大阪市
９／４（日） 本部講習（一級審判・高段審） 大阪市中央体育館「剣道場」
９／１０（土） 南河内地区ブロック予選 富田林市
９／１１（日） 北河内地区ブロック予選 枚方市
９／１７（土） 泉北泉南地区ブロック予選 泉南市
９／１８（日） 豊能三島地区ブロック予選 高槻市
９／２５（日） 全国レクリエーション大会 草津市立総合体育館

１０／１０（月祝） 第７回大阪尐年尐女大会 門真市なみはやドーム「サブアリーナ」
第３回大阪ブロック大会 同上

１０／３０（日） 第３７回世界選手権大会 東京国立オリンピック記念青尐年総合センタ
１１／２０（日） 第１８回大阪段位審査会 東大阪大学柏原高等学校

○ 大阪選手権大会の案内
既報の通り、第20回大阪選手権大会を開催します。多数のご参加をいただきますよう、お誘い申し上げ

ます。案内状は支部クラブ担当者にお送りします。
と き 8/21（日）9：45開会（8：30開場）
ところ 大阪府立体育会館「第2競技場」 06-6631-0121

大阪市浪速区難波中3-4-36
部 門 高校、一般男子、女子、マスターズ（50歳以上）
種 目 基本動作、小太刀、長剣フリー、二刀、楯小太刀、両手長剣、槍棒杖

各打突部門優勝者によるグランドチャンピオン戦（小太刀で統一）を行う。
団体戦 支部対抗団体戦
参加料 高校生と女子は1,800円、一般男子とマスターズは2,200円

○ 実行委員会
大阪大会に向けて実行委員会を行います。大阪協会役員、支部長、審判員は出席して下さい。申込み締

切時点での種目成立の通知や団体戦の組み合わせなど行います。また、第２０回大会を記念してグランド
チャンピオン戦を行います。

と き 8/7（日）9：30～12：00
ところ 阿倍野市民学習センター「特別会議室」 ＴＥＬ 06-6634-7951

大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1-300あべのベルタ3階
地下鉄「阿倍野」又「天王寺」より徒歩8分以内

議 題 大会当日の流れ、役員、コート長、審判団、運営委員、受付大会本部
団体戦抽選会、競技内容、審判、協力運営委員など

○ 本部講習の案内
既報の通り、スポーツチャンバラ研修を行いますので、役員、クラブ幹部、主要メンバーに本研修会へ

の参加を呼び掛けて下さい。案内状は各支部へお送りします。
第228回本部講習会（近畿地区）、１級２級審判講習会・新指導者講習会・高段位審査会
と き 9/4（日）10：00～15：00 （受付9：30より）
ところ 大阪市中央体育館「剣道場」TEL：06-6577-5260

〒552-0005 大阪市港区田中3-1-40
研修費 5,000円
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○ 大阪ブロック大会について
3年前から始まった小学生と中学生を対象にした大阪ブロック大会。大阪を八つの地域に区分し、地区内

のクラブが一同に会して予選会を行います。予選を勝ち抜いたクラブは、大阪ブロック大会(本大会)に出
場(10/10)することができ、そこで入賞すると全国大会の出場権を得られるという道筋になっています。地
域単位での交流と普及に狙いがあり、小規模であっても継続して大会を開催することが重要であると考え
ています。日頃、共に稽古している仲間との絆を深めましょう。案内状は各クラブに送付しています。

各地予選の期日は次の通り。
大阪市（未定）、豊能三島（9/18）、北河内（9/11）、
中河内（8/28）、南河内（9/10）、泉北泉南（9/17）

第3回大阪ブロック大会（本大会）
と き 10/10（日）9：45～
ところ なみはやドーム「サブアリーナ」

シード権を得たチームは以下の通りです。
小学生の部 優 勝【北河内代表】 友心館桜ケ丘北Ａ

準優勝【泉北・泉南代表】有朊館泉南
中学生の部 優 勝【南河内代表】 富翔館Ａ

準優勝【南河内代表】 富翔館Ｂ

本大会出場枠は以下の通りです（シードチーム除く）。
小学生の部（代表チーム各ブロック2チーム）

【大阪市地区】2 【豊能・三島地区】 2
【北河内地区】2 【中河内地区】 2
【南河内地区】2 【泉北・泉南地区】 2

中学生の部（代表チーム各ブロック2チーム）
【大阪市・中河内地区】 2 【北河内・豊能・三島地区】 2
【南河内・泉北・泉南地区】 2

○ 長巻(槍棒杖)練成会のご案内
次の通り、長巻練成会（槍棒杖に特化した稽古）を行います。今回は大阪大会と世界大会に向け対戦を

中心にした稽古を行います。ルールを確認し、有効な打突を身につけます。後半は恒例となってきている
槍対棒杖の合戦を行います。

部外競技となった長巻（槍棒杖）の使い手は、安全とルールを守り、この種目を盛りたてる必要があり
ます。また、有効打突の見極めの技術の向上が緊急に要求されています。

長巻がスポーツチャンバラにとって欠かせない種目であることを訴えていきたいと考えています。
日程 第７回 7/23（土）19：00～

第８回 9/10（土） 19：00 ～
第９回 11/26（土） 19：00 ～

会場 有朊館道場 大阪府泉南市信達牧野178 JR阪和線「和泉砂川」徒歩１分

○ スポーツ功労賞受賞
6/25、当協会から次の方が大阪市公館にて体育協会会長より大阪市スポーツ功労賞を受賞しました。記

念撮影や伴奏会が催され祝福されました。いずれも、本協会の役員として、10年以上にわたり事業運営に
尽力されました。おめでとうございます。

別所慶人 大阪市スポーツ団体功労賞 （大阪協会理事、吹田道場）
金子正博 大阪市スポーツ運営功労賞 （大阪協会評議員、步心館）

○ 堺聴覚支援学校にて講習会
6/19、堺聴覚支援学校にて講習会を行いました。同学校のＰＴＡから講師派遣の依頼がきました。講習

会の冒頭あいさつでは富田林の猪俣先生が、これまでの人生経験を学生に伝えました。以下、同校在学生
で熊取クラブに所属している北村公哉君の感想文です。「先日、僕の学校でチャンバラ体験会をしました。
指導は、富田林市スポーツチャンバラ協会から久保先生と猪俣先生と浅川先生と竹本先生の4名が来てくれ
ました。僕も指導の手伝いをしました。参加者は幼児から大人まで40名でした。みんな初めてにしては上
手でした。小学生は楽しそうにしていました。最後のチーム戦は先生方が１番真剣になっていました。ま
た機会があればやってみたいです」
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○ 段位審査会の結果
4／24大阪市中央体育館において第17回大阪段位審査会を開催し、基本、形、対戦、学科を行いました。

今回の学科は平均点が高く、満点が数名いました。段審審査員：大畠、小林、林、竹中、久保。合格者は
次の通り。
初段（基本動作）﨑山 裕 山中英二

（小太刀） 福島啓斗 阪下玲於 奥野純平 松本成将 疋田早苗
小山祐一 中庄谷孝次郎

（長剣フリ）﨑山裕 井上忍 西﨑浩行
（二刀） 浦井翔平 春永強
（棒） 永野詩織

二段（小太刀） 浦井翔平 入谷康平 山中英二 田中克典
（長剣フリ） 富樫裕美子 小林雄祐 谷中昇 上野博子
（二刀） 永野詩織 上野博子

三段（小太刀） 石原治 長谷川一恵
（長剣フリ） 山本崇文 山本美樹
（二刀） 大森一夫
（楯小太刀） 大森一夫

資格（インストラクターA級）長谷川一恵

○ 全国尐年尐女大会の延期を受けて
先般、日本スポーツチャンバラ協会の通知によると、第37回全国尐年尐女大会が2012年3月25日静岡市清

水区由比体育館に延期されました。これを受け協議の結果、大阪代表選手の全国大会への出場について以
下の通り決定致しましたので、関係クラブにおかれましては対象の代表選手にご通達願います。

第36回世界大会優勝者（尐年尐女）濱田悠河及笹本賢志朗及近藤寛徒各選手
第12回全国幼稚園大会入賞 吉田桜香選手

↓
第37回世界選手権大会に出場（2011年10月東京開催決定）

2011大阪代表選手 及 近畿地区代表選手
↓

第37回全国尐年尐女大会に出場（2012年3月25日静岡市）
↓ 

第38回世界選手権大会（2012年10月東京開催予定）

○【活動報告】

・3/6 大阪代表選手による強化練習を実施
・3/7 理事会
・3/11 常任理事会
・3/13 全国総会欠席（震災影響により）
・3/16 理事会
・3/20 本部講習(兵庫)に参加
・3/21 大阪協会定時総会
・3/22 大体協評議員会に出席
・3/26 大阪市体育協会会長杯第３回大阪市大会
・3/26 第5回長巻練成会
・3/27 第9回富田林市大会
・3/30 市体協代表者会議に出席
・4/2 長居障害者講習
・4/24 第17回大阪段位審査会

・5/1 長居障害者講習
・5/27 理事会
・5/28 第6回長巻練成会
・5/29 第20回近畿大会兹兵庫大会
・6/4 長居障害者講習
・6/7 大体協評議員会に出席
・6/10 市体協代表者会議に出席
・6/12 全日本選手権大会に出席
・6/21 理事会
・6/25 大阪市スポーツ賞授賞式
・6/26 和歌山大会
・6/26 関西学生大会

○ 第37回全国選手権大会結果
6/12、横浜市文化体育館において第37回全国選手権大会が行われ、大阪から蒼龍館から5名、有朊館から

2名出場し健闘しました。審判員として菅会長と林理事長が協力しました。
優勝 林光一 棒杖有段の部
三位 大森一夫 長剣両手有段の部



現地の方より御礼のお手紙が届きました。

5/12から4日間、大阪府スポーツチャンバラ協会で支援チームを結成し、東日本大地震で被害をうけた地
域（陸前高田市）に入り、災害ボランティア活動を行ってきました。今回、私たちは岩手県陸前高田市広
田町で作業ボランティア（がれき撤去）を行い、広田小学校にて避難所で生活している子供たちを対象に
スポーツチャンバラ体験交流会を行ってきました。急きょ決まった活動にも関わらず、皆様から応援エー
ルや支援をいただきました。御礼申し上げます（支援者下記載）。

同小学校にはたくさんの方が、避難生活を送られていました。体育館は物資で埋まり、運動場は仮設住
宅となっており、子どもたちは体を動かす機会を失っていました。ボランティアの受け入れ先を通じて、
スポーツチャンバラ体験交流会を行う旨を同小学校に呼びかけたところ25名の子供たちが集まりました。
２時間程度体験会を行いましたが、楯への打込みや、友達対決、最後に団体戦を行い、盛り上がりました。

行く前は、生活そのものが大変な状況下であるのに「スポーツチャンバラ」をやったところで、なんの
役に立つのか、逆にご迷惑なるのではないかと不安でしたが、参加した子供のお母さんが、２ヶ月ぶりに
あんな大きな声で遊んでいる姿を見れて良かった、と喜んでくれました。元気に楽しんでいる子供たちを
見ている保護者も一緒に楽しんでくれたようで、こちらも嬉しかったです。

今後も、スポーツチャンバラで支援チームを集い、スポーツチャンバラを必要とされるところがあれば、
出向きたいと考えています。幅広い支援が長期継続的に必要だということを実感しました。引き続き何か
できることがあれば実践していきたいと考えています。詳しい報告や予定はホームページに随時記載して
いきます。

＜支援者＞【大阪スポーツチャンバラ協会義援金】履正スポチャン十三（大畠二六雄10,000円、安田孝雄
5,000円、稲田和人5,000円、富永吉昭1,000円 ）、有朊館柚岡一禎10,000円、大阪市大会実行委員会
4,833円、枚方市協会（くずは同好会、友心館桜丘北・山戸・村野・中宮大池）30,000円、くずは同好会樋
口雅彦 10,000円、高槻クラブ米田耕太郎3,000円 、大阪大学部主将篁英人1,000円 【支援チーム協力金】
大畠二六雄20,000円、 柚岡一禎20,000円、菅正宏20,000円、阿加井秀樹20,000円、林光一20,000円、金子
正博10,000円、柚岡太一郎10,000円、匿名20,000円、大宮智英10,000円、 谷中昇3,000円、田中克典5,000
円、 満壽川修10,000円、 瀬戸英文子5,000円、小川弘二5,000円、 林治5,000円、林正一10,000円、新金
岡クラブ中川健二5,500円

○ 被災地へスポーツチャンバラでボランティア活動



2011/5/12（木）14：00 岩手県一ノ関駅着

5/14（土）
広田小学校にて
スポチャン体験交流

5/13（金）
瓦礫撤去作業地

右図のように、広田半島は両脇か
ら津波が押し寄せ分断され、一時
孤立した。当時電気、水道、食糧
などライフラインが完全に断たれ
た。

陸前高田市街一帯が壊滅していた。

岩手県

一関から陸前高田市まで60ｋｍ
山道なので、車で１時間半かかる。



5/13（金）朝7：30出発 陸前高田市へ向かう 一ノ
関から１時間半（距離60km）



今も地元のおじいさん、おばあさんが
毎日がれき撤去作業をしている。

作業ボランティアの打合せ会議

地元の方と一緒に、田畑に入り込んだ瓦礫（木や
ゴミ、とたん、軽トラックなど）を撤去した。

人の手で作業を行わなければならないところが多い。

陸前高田市広田町の田畑で終日作業を行なった。

井戸を掘って、水が出ているが、
広田町全体に行きわたっていない。

漁の再開に向け、船造りをし
ているようだ。

燃えるゴミと燃えないゴミを分別しながらの
撤去作業は、手間がかかる。

ここに軽自動車が埋もれていた。
タイヤを引っ張るが、当然びくともしない。後日、
リフトで取り除くことに。



5/14（土）広田小学校にて、呼びかけると２５名の
子供が集まった。

元立ちへ楯打込みや、囲い打ち逃げなどを行う。

次は面をつけてのかかり稽古。用具は地元の日
野先生よりお借りしました。

保護者も観戦しました。



さあいよいよ団体戦。最高の盛り上がりを見せ、
勝負は大将戦までもつれました。

味方が勝って喜ぶ子供。

スポチャン大阪メンバー

長澤伸英
林 光一 柚岡太一郎

崎山 裕

桜満開のシーズン。緑色の花びらをつけている桜があると、子供たち
が手を引いて自慢げに教えてくれました。

校庭で小一時間、追いかけっこなどして
遊んだあと、皆で集合写真を撮りました。
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○ 朝日新聞「あさすぽ」に掲載されました

○ (財)大阪体育協会の理事会にて報告

大阪体育協会の依頼により体協理事会・評議員
会の席で被災地ボランティアの報告を林理事長が
行いました。
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イスカ近畿修理部では、十数年に亘る経験を活かし研究を重ねています。会員のために修理代
を抑える工夫をし、また再破損防止のために根元補強を施すなど、永く用具を使ってもらえるよ
う専任者2人が安全・安心をモットーに修理に取り掛かっています。

修理依頼方法や修理内容・料金を下記にまとめましたので、お知らせします。

【修理依頼方法について】
① 修理依頼届け用紙に修理個所や破損状況など分かるよう記入して下さい。
② 必ずツバとキャップをはずして修理剣に①の修理依頼届けを巻き付けて下さい。
③ イスカ近畿修理部（下記住所）へ託送して下さい。２～４週間で修理が出来上がります。

【修理内容・料金について】
故障の度合いにより、修理部の判断で他の個所も修理する場合があります。エアーソフト剣の

故障は大多数が根元空気漏れによるものです。当修理部では根元補強シリコン加工を施し、今後
根元空気漏れが起きにくくなるよう一本一本丁寧に作業しています。また、部品交換をすると修
理代が高くなるため、外袋破けやゴムパンクでもできるだけ交換せずに、補修で済ませています。

さらに修理部ではもう一つ工夫していることがあります。会員から「外袋がずれて剣が長くな
る」や、「キャップがすぐに外れる」と言った声をよく聞いていましたので、外袋ずれ防止加工
とキャップ外れ防止加工を標準で行っています。常に会員からの要望を聞き、研究を重ねより良
い修理をしていきたいと考えています。

料金は補修内容により変動します。多くは、根元補強・ゴム補修1,750円（小太刀）ですが、ゴ
ム交換や外袋の交換となると上記補修代に部品代が加わります。無理に使い続けず、早目に修理
に出すことをお勧めします。

＜費用例＞
空気漏れ（ゴム補修～ゴム交換、と根本補強）
小太刀1,750円～3,200円
長剣1,850円～3,590円

外布破損（先端縫付や破れ補修～外布交換）
小太刀1,250円～2,350円
長剣1,350円～3,010円

空気漏れと外布破損（両補修～両交換）
小太刀1,750円～4,770円
長剣1,850円～5,750円

イスカ近畿修理部
〒５９０－０５１５ 大阪府泉南市信達六尾５９６
TEL０５０（１１７２）４９８１ FAX ０７２（４８４）０６４１

○ イスカ近畿修理部からのお知らせ


