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大和市太極拳協会
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大和市太極拳フェスティバル
去る７月９日、大和スポーツセンターにおい

協会傘下の全２０クラブが参加し表演数３４、

て大和市太極拳フェスティバルが開催されま

参加延人数３８１人という盛況でした。

した。土屋大和市市長をはじめ多くの来賓の

特別表演の李自力老師、佐藤会長を初め協会

方々にもお越しいただきご挨拶を頂戴するこ

役員の見事な表演を堪能いたしました。

とができました。

また各クラブも音楽、ユニフォーム、表演そ
れぞれに趣向をこらし、見るほうも演じる方
も大いに楽しんだイベントとなったと思いま
す。
フェスティバル委員会はじめスタッフの方々、
本当にお疲れさまでした。
来年も更に充実させましょう。

佐藤会長

日本連盟 監事 就任

日本武術太極拳連盟の役員改選があり佐藤衛
会長が監事に就任されました。おめでとうご
ざいます。早速先日の全日本選手権大会では
表彰式のプレゼンターを務められました。
また故加藤六月会長にかわる新会長には経済
産業大臣・衆議院議員の二階俊博氏が就任さ
れました。
佐藤会長

李自力老師

全日本武術太極拳選手権大会

椎名理事長就任

７月１４日〜１６日の３日間、東京千駄ヶ谷

協会の第４代理事長に

の東京体育館にて第２３回全日本武術太極拳

中央林間太極拳クラブ

選手権大会が開催されました。

代表の椎名功さんが就任

大和からは６人の選手が出場し、２名の方が

されました。

見事に入賞されました。

大和市太極拳協会の揺籃期

金井逸郎さん

男子・２４式太極拳Ａ

５位

から協会の活動や技術向上に大きく貢献して

前回の選手権大会は１組１番Ｂの最初の演技

きた椎名さんは就任の挨拶で「今年度は事務

で準備不足が成績にもつながり７位で入賞を

局長や各委員長も新任され、副理事長が各委

逃し残念でした。今年は１組の１０番Ｂでし

員会を担当する新体制になりました。皆様と

たので多少のストレッチができました。コー

一緒に大きな目標に向かって取り組んでいく

トに立ってから平常心で演技できるよう７部

所存です。」と決意を示されました。

の力で演技することを心がけました。多くの

また県武連でも力を入れている幼児、小中学

皆様の応援に支えられ勇気づけられ、その結

生、高校生などを対象にしたジュニアと、益々

果５位となったと思います。今後一層の精進

増える高齢者への対応として指導者の育成技

を重ね頑張りたいと思います。

術の向上、積極的な広報活動にも力を入れて

中山智由さん

いくことを表明されており今後の活躍が期待

男子・総合太極拳ＡＢ ６位

全国大会では応援ありがとうございました。

されます。

少し失敗してしまったのですが何とか入賞す

椎名さんは若い頃は柔道初段の腕前でソフト

ることができ、ほっとしています。もっと練

ボールなどにも取り組んできたスポーツマン。

習して来年はもう少し上位を狙いたいと思い

「六十歳を過ぎてのスポーツとして太極拳で

ます。

もやろう。」と五十歳直前にやり始めたところ
太極拳の面白さと難しさに魅せられ、静から
動へのリズム、力の強弱、自然体と平常心な
ど体得がなかなか困難な課題に益々のめりこ
んでいかれたそうです。大方の人を魅了して
きた椎名理事長の演技は、後に続く人たちの
模範でもあります。（西鶴間 高野嘉夫 記）

金井選手

中山選手

なお南拳、長拳、太極拳の自選難度競技が衛

華やかな本場の太極拳を見て

星放送で放映されましたがご覧になりました

昨年１０月、ツアーで中国・南京を訪れた際、

か。ご覧になれなかった方はどなたか録画し

四年に一度開かれる中国武術全国大会を見学

た方をさがして、見せてもらいましょう！

し、大きな感動を受けました。長剣、南剣、

技能検定合格者

太極拳など出場選手たちの真剣で躍動的な動
作やカラフルな衣装に目を見張りました。

技能検定試験、指導員試験に下記の方が合格さ

参加選手のハングリーさ、真剣さなど見ごた

れました(敬称略)。 おめでとうございます。

えのある本場のすばらしい表演は私にとって
大変勉強になるもので、私たちの大会ももっ

１ 級

林間 ・・・ 伊藤純、大西祐一

と華やかで楽しいものにできたらとふと思っ

西鶴間 ・・・ 金花和子 下鶴間 ・・・ 桑原信一

たりもしました。

地曳幸子

（福田太極拳クラブ 佐伯いつ子

記）

瀬谷 ・・・ 高橋昭代

２ 級

桜丘 ・・・ 近藤昭子

下鶴間 ・・・ 多田美保子

クラブ紹介

富子

太極拳十二

柏木みどり

杉山トヨ子

執行淑子

春日台 ・・・ 宮川

杉山貢脩

谷口恵美子

近堂玖美子

今江春枝

当クラブは瀬谷地区センター主催の「太極拳

橋本典子

入門教室」への参加がきっかけとなっていま

瀬谷 ･･･ 貝沼知子

渋谷サチ子

す。月２回・半年の教室は受講者の出席率が

尾崎良子

瀧本弘子

非常によく、最終日を迎える頃には「なにか

鈴木正弥

体にイイみたい、太極拳ってどんなもの？

歳康

もっと続けてみたい」との声があがり、２０

中林拳周会 ・・・ 田窪豊子
岸美幸

鈴木

池田千枝子

３ 級

桜丘 ・・・ 栗原美津子 田口紀子

つきみ野・・・小杉麻里子

９名の計１２名でのスタートでしたので名称

うた

を「太極拳十二（たいきょくけん

梅沢恒世

林間 ・・・ 比留川

つきみ野拳 ・・・ 中田迪子

春日台 ・・・

瀬谷 ・・・ 菅原晶子

としました。「健康のために続けたい」「級の

長瀬秀子

試験を受けてもっと実力をつけたい」など目

陽子

的はそれぞれ異なりますが、各自の体力や目

馬場茂美 高谷道子

的に合わせてメンバー皆仲良く練習していま

谷内政夫

太極十二 ･･･ 早野陽子

０４年９月に発足しました。男性３名、女性
じゅうに）」

小川訓江

内貴泰子

島田友子

太極十二 ･･･ 瀬川

加藤由規子 八塚洋子 沢野さゆり

４ 級

桜丘 ･･･ 田窪武彦

つきみ野 ・・・

す。

山崎哲夫

渋谷 ・・・ 関本敏夫

瀬谷 ・・・

瀬谷センター・毎週土曜 午前９時〜１２時

早川愛子

千野成

石田政子

田口忠男

練習内容 ストレッチ 練功１８法 ２４式 他

広星会 ・・・ 福士明美

川村昭

高瀬健治

佐方栄子
ミツ子
５ 級
多田傑
菱川浩

相模台 ・・・ 小林のぶ子
斉藤節子

高林ひろみ

下鶴間 ･･･ 金沢信夫
磯崎紀代美
植竹直生

小須田正孝 記）

金沢靖子

林間 ・・・ 関戸英樹

柴田英輔

相模台 ・・・ 吉田ミエノ
（太極拳十二

本多

木村明子

B 級 指導員

大和 ･･･ 長澤英雄

9 月

3 日（日）指導員技術研修会③

春日台 ･･･

加藤久雄、大嶺三千代

9 月 10 日（日）後期審判講習会

柳橋

･･･

大井俊夫

9 月 17 日（日）前期南関東ﾌﾞﾛｯｸ伝達講習会

西鶴間 ･･･

山本律子

C 級 指導員
明子

9 月 18 日（月）剣講習会④

大和 ･･･ 渡辺正信

渡辺眞利子

須田喜一 瀧原幸代
普及 指導員
信子

桜丘 ･･･ 昆智恵子

10 月 22 日（日）スポレク鳥取 2006

厚木 ･･･ 浅川直孝

10 月 28 日（土）長拳普及指導員試験

大和 ･･･ 中山智由

角田

広星会 ･･･

中央林間 ･･･ 片岡春樹

中林拳周会 ･･･ 池田君枝
徳子、執行隆祠

桜丘 ･･･ 小川

つきみ野 ･･･ 鈴木京子

下鶴間 ･･･ 松尾洋三

佐々木みちよ

高橋

純臣

瀬谷 ･･･ 長谷川あつみ 二宮恵美

原功

藤沢正義

高野福子

春日台 ･･･ 水越典子

長谷川友子

相模台 ･･･ 清水義

清水正子

10 月 29 日（日）ねんりんピック静岡 2006
11 月

1 日（水）刀講習会③

11 月

9 日（木）指導員技術研修会④

11 月 16 日（木）二段受験対策講習会
11 月 18 日（土）ジュニア太極拳講習会③
11 月 18,19 日（土、日）二段検定試験（都築ＳＣ）
訃 報
東京太極拳協会

植村敬一さまが４月に他界

されました。講習会でお世話になった方も多

3 級 審判員

桜丘 ･･･ 平山壽恵（2005 年

度合格）

くおられると思います。ご逝去を悼み慎んで
ご冥福をお祈りいたします。

２００６年 9 月〜１１月行事予定
大和協会

10 月 12 日（木）段受験ｾﾐﾅｰ③

瀬谷 ･･･ 浅田耕作

中会館 ･･･ 山田辰吉

宮野多賀子

斉藤

9 月 10 日（日）午前:指導者講習会 ②

フェスティバル終了後の懇親会、楽しかった
．
ですね。でも入口の看板が「大和市太極拳協
．．
力会」となっていましたね。苦笑、失笑でし

9 月 24 日（日）午後:初段・２段対策③

ょうか。また先般、大和スポーツセンターで

10 月 1 日（日）午前:市民体験講習会

開かれたある講習会でのこと、玄関の案内表
．
示が「体極拳」となっていました。こちらは

9 月

（大和スポーツセンター）

編集後記

2 日（土）午後:スポセン太極拳教室

10 月 8 日（日）午前:市民体験講習会
午後:三代一美先生講習会②

具合が悪いですね。このような誤植が発生し

11 月 5 日（日）午前:初段・２段受験対策④

ないように私どもも太極拳普及にがんばりま

午後:初段・２段受験対策⑤

しょう！

11 月 12 日(日) 大和市選手権大会
発行

県連盟（特記ないものは善行・県立体育ｾﾝﾀｰ）
9 月

1 日（金）刀講習会②

大和市太極拳協会
理事長 椎名功

編集

広報委員会（延原、浅川）

