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大和市太極拳協会
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神奈川県武術太極拳選手権大会
7 月の全日本大会の出場者は次の 6 名の方々
です。ご健闘をお祈りいたします。

去る３月２５日、藤沢市・善行の県立体育

総合太極拳

中山智由

48 式太極拳

佐藤明

南拳

野崎秀玄

渡辺早苗

小須田正孝

河野直子

センターにおいて第１４回神奈川県武術太極
拳選手権大会が開催されました。

また今大会で大和太極拳同好会の森安美鈴

大和市協会からは４６名が出場し、次の方々

さんが最高齢参加で表彰されました。

が入賞されました。おめでとうございます。

森安さんからコメントを頂いております。

（敬称略）

「思いがけず最高齢者とし

男子・総合太極拳ＡＢ

２位

中山

智由

て晴れがましい表彰台に

男子・総合太極拳Ｃ

優秀賞

野崎

秀玄

上り賞状や花束などをい

女子・総合太極拳Ｃ

優秀賞

渡辺

早苗

ただきましてありがとう

２位

金井

逸郎

ございました。

４位

金子

満

大和太極拳同好会に入会

男子・２４式太極拳 B ３位

高橋

純臣

した当時は佐藤衛先生に

男子・２４式太極拳 S ２位

加藤

久雄

“落ちこぼれ”と叱咤

女子・２４式太極拳Ｂ

７位

平山

壽恵

激励され、一時はついていけないと落ち込ん

優秀賞

佐藤

明

だこともありましたが、いやいや、周りの方

３位

長澤

英雄

たちの二倍の年齢なのだから二倍の時間をか

男子・24 式太極拳Ａ

男子・４８式太極拳
男子・太極剣、刀

女子・南拳,南刀,南棍 優秀賞

河野 直子

ければ良いと思い返して練習を続けました。

以来２５年・・・・・、怠け者の私がこれま

大和孔拳会

で続いたのはすべて先生方のお陰と感謝して

代表

おります。

２００７年３月設立

女学生の頃の薙刀（試合型）では相手の目線

練習場所

海井廣義

を外すなと言われましたが、太極拳では様子

会員

現在 ５人

渋谷中学校
土曜日

午後７時～９時

が異なりとまどいました。最近は眼法も実践
的になり、どんどん変化して行くようです。
昔を引きずっていてなかなかついていけませ
んが、海井先生のご指導をいただいて動ける

２００７年度 協会運営

間は太極拳を楽しもうと思っております。

３月１８日開催の理事会、評議員会にて

わたしはまだ８０歳なんですから。
」

２００７年度の協会運営についての諸事項が
承認されました。要旨をご報告いたします。

JOC ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ大会

１．指導委員会の設置

４月７日に名古屋で行われた第１５回 JOC

日本武術太極拳連盟が推進する技術を正しく

ジュニアオリンピック大会にて河野直子さん

会員に伝達するため指導委員会が設置されま

が南拳、南刀、南棍でそれぞれ３位に入賞さ

した。委員長は海井廣義副会長、副委員長は

れました。おめでとうございます。

金井逸郎氏が担当されます。今後、当委員会
が中心となり技術指導マニュアルが作成され
ます。なお特別講習会、指導者講習会、段受

新クラブ加盟

験講習会、審判研修会等は指導委員会の管轄

３月および４月開催の理事会、評議会にて次

となり、その他の講習会は従来どおり技術委

の３クラブの協会加盟が承認されました。

員会が担当します。

これにより協会加盟クラブは２３となりまし
た。

２．慶弔規定一部追加

健心会

協会会員が選手として次の大会に出場する場

代表

中尾朋之

合にお祝い金が支給されます。

２００６年１０月設立

会員

現在 １１人

練習場所 大和市ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ鶴間会館
月２回

練習場所

下和田会館

国内大会（全日本武術太極拳競技大会、ＪＯ
一万円

．．
なお「全日本武術太極拳競技大会」と毎年７月に千
．．．
駄ヶ谷で行われる「全日本武術太極拳選手権大会」

昆智恵子

２００５年４月設立

三万円

Ｃ、スポレク、ねんりんピック）

下和田太極拳クラブ
代表

国際大会

会員

現在 ２０人

金曜午前

とは別イベントです。念のため。

３．講習会
スケジュールは別途記載しますが、内訳は次

技能検定試験合格者

のとおりで伝統拳の講習が充実したものにな

２月１７日に実施された 2006 年度後期技能検定

っています。

試験に下記の方が合格されました。

楊式

７回

呉式

陳式

３回（別途

おめでとうございます。 （敬称略）

２回
陳式体験講習が７回）

推手

３回

３２式剣

４８式

４回

総合

２回

２回

２級

林間・・・比留川うた 渋谷・・・広田晴代

中央林間・・・小林清枝 中会館・・・金原正代
望月葉子

望月則男

桜丘･･･田口紀子

さらに特別講習会、指導者講習会、段・級講

つきみ野・・・丸山次人 中村淑子 小杉麻里子

習会等が従来と同様に実施されます。

つきみ野拳・・・中田迪子
島田友子

４．予算
繰越金を前年度並に維持することを念頭に予

内貴泰子

瀬谷・・・菅原晶子
広星会・・・飯村敦子

太極十二・・・八塚茂樹
３級

渋谷・・・関本敏夫 林間・・・宮下澄子

算が組まれました。会員に直接関係する変更

関戸英樹

柴田英輔

柳橋・・・長谷川多寿子

点は次の２点です。

中央林間・・・北村緑

高梨ふさ子 中島幸子

＊

県フェスティバルのユニフォーム代の

青山加代子

参加者千円負担

つきみ野・・・山崎哲夫 つきみ野拳・・・南雲裕子

技能検定登録料の加盟クラブへの一部

瀬谷・・・ 宮本智可

還付を中断

石田政子

田口忠男

広星会・・・佐方栄子

福士明美

高瀬健治

川村昭

＊

５．０７年度のビッグイベント

４級
多田傑

９月１5 日（土）県フェスティバル

深井美智子

（市民総体は０６年で終了しております。）

５級

桜丘･･･田窪武彦

早川愛子

千野成

下鶴間 ・・・ 金沢信夫

７月 １日（日）大和市太極拳ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
９月２３日（日）大和市選手権大会

清田日出夫

磯崎紀代美

桜丘・・・山田登志江

厚木･･･斉藤美恵子

林間 ・・・ 小野良彦

渋谷 ・・・ 下条武
寺澤まさ子

金沢靖子

小池映之

中林拳 ・・・ 小林重美

中会館 ・・・世坂理子 市川洋

なお今年の県フェスティバルは従来の横浜

市川千恵子 岩渕泰子 三国修一

市文化体育館ではなく、川崎市の等々力アリ

下鶴間 ・・・ 市塚信夫 佐藤千代子 池江宣子

ーナで行われます。メインアリーナはキャパ

瀬谷 ・・・ 廣田眞徳

最大６５００席です！

秋本令代

また７/1 の大和市太極拳フェスティバルも

広星会 ・・・ 猪木登志子 下和田・・・仲戸川栄

１階の第一体育室がとれています。

厚木 ・・・ 渡辺豊

田口芙美

原田泰亘

太田まさ子 中村操子

広々とした会場で太極拳が楽しめそうですね。
また４月１２日に実施された 2007 年度前期技能
検定試験では下記の方が合格されました。

おめでとうございます。 （敬称略）
１級

瀬谷・・・平林正 小川訓江

６月１６日（土）３段一次試験
６月２３日（土）２段一次試験

太極十二・・・鈴木歳康 春日台・・・橋本典子

７月 ４日（水）段 ｾﾐﾅ ｰ②

つきみ野拳･･･中田迪子

７月２１日（土）剣 講 習 会 ②
７月２８日（土）ジュニア太極拳講習会②

２００７年上半期行事予定
大和協会

（大和スポーツセンター）

６月１０日（日） 午前：３２式剣①
午後：楊式①/32 式剣②

８月 ５日（日）長拳技能検定

３～６級

９月 ５日（水）段セミナー③（平塚体育館）
９月 ５日（水）初級長拳講習会①
９月１５日（土）県フェスティバル
９月１７日（祭）形意拳講習会①

６月１７日（日） 午後：太極拳特別講習会①

９月２３日（日）後期審判研修会

７月 1 日（日） 太極拳フェスティバル

９月２３日（日）推手講習会②（港北体育館）

７月 ８日（日） 前期２～５級検定

９月２５日（火）剣 講 習 会 ③

７月２２日（日） 午前：楊式②/呉式②

９月２９日（土）ジュニア太極拳講習会③

午後：指導員講習会①

９月３０日（日）南関東ブロックジュニア交流

７月２８日（土） 午前：太極拳＆カンフー体操
体験講習会①
午後：県ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ全体練習①
８月 ５日（日） 午後：楊式③/陳式①
陳式（体験）
８月１２日（日） 午後：楊式④/陳式②
陳式（体験）

大会
日本連盟
７月１３日（金）～１５日（日）
全日本武術太極拳選手権大会
７月２８日（土）～３１日（火）
３段受験特別講習会
９月２３日（日）スポレク青森 2007（八戸）

８月１８日（土） 午後：県ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ全体練習②
９月１６日（日） 午前：初段・２段対策①
午後：初段・２段対策②
９月２３日（日） 大 和 市 選 手 権 大 会

編集後記
事務局からの報告によりますと４月１日現在
で延会員数が５５１名、複数のクラブに加入

７月２８日は協会初のカンフー体操の講習会

している人を除くと４９７名です。

です。是非お子様、お孫さま、ひ孫さま（？）

大和市ホームページをみると 5 月時点で人口

もご一緒にご参加ください。

が 222,746 人です。大和市在住以外の会員も
多いのですが、一応人口比で 0.22％です。

県連盟（特記ないものは善行・県立体育ｾﾝﾀｰ）
５月２０日（日）

普及指導員認定試験

発行

５月２６日（土）ジュニア太極拳講習会①
５月２６日（土）推手講習会①（鎌倉体育館）

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）

