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大和市太極拳協会
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http://www.geocities.jp/yamatotaichi1980/

大和市太極拳フェスティバル 07
７月１日、大和スポーツセンター・第一体育

各クラブの表演も練習の成果が出て毎年レベ

室にて大和市太極拳フェスティバルが開催さ

ルアップしているようです。太極拳を始めて

れました。

間もない方も楽しんでやっているのが感じら

今年は特別表演を含めて３３の表演があり延

れます。そして佐藤会長が「マイ・ウェイ」
「マ

参加人数は５００人近くに及びました。会場

ック・ザ・ナイフ」をバックにした楊式太極

も充分な広さがあり、演じるほうも見るほう

拳でトリを務めてくださいました。

もゆったりと太極拳を楽しめたと思います。

次回がまた楽しみです！

表演は金井、田波両先生の推手からスタート
しました。「神奈川中国武術隊」の少年達に
よるカンフー体操、入門長拳等に大きな拍手
と声援があがり、特別表演の罗 竞 老師はさま
ざまな拳種を織り交ぜ中国武術の奥深さを披
露してくださいました。なかなか見ることが
できない酔拳も盛り込まれ素晴らしかったで
すね。

全日本武術太極拳選手権大会

先生を見習ってやって行きたいと思っていま

７月１３日～１５日の３日間、東京千駄ヶ谷

す。いろいろな意味で人生が楽しくなる健心

の東京体育館にて第２４回全日本武術太極拳

会です。どうか皆様、こんな私たちをよろし

選手権大会が開催されました。大和からは６

くお願いいたします。

人の選手が出場しましたが、残念ながら今回
は入賞者はいらっしゃいませんでした。
なお今年は「日中国交正常化３５周年」
「日本
連盟創立２０周年」にあたることから記念行
事として１２名の中国伝統武術代表団を招き
特別演武会が行われました。それぞれの老師
が素晴らしい演武を披露してくださいました。

代表

中尾朋之

２００６年１０月設立

本場中国でもあれだけの観衆を前にして演武
することはそう多くはないとのことで、大き

下和田太極拳クラブ

な拍手・歓声に感激されていたそうです。な

クラブを始めて 2 年がたちました。太極拳っ

お連盟からＤＶＤが発売されるそうですので、

てどんなものかしらと思ってこられた皆の練

それも楽しみですね。

習には迫ってくるような意気込みが感じられ
ます。その熱意は今でもなお変わりません。

新クラブ紹介
新規加入の３クラブをご紹介いたします。

柔軟と基礎練習に時間をかけているので、ゆ
っくりした無理のない運動だろうと思ってき
た人には意外と楽ではないようです。初めの
うちは結構足にきますが、続けてやっている

健心会

と「身体が気持ちよくなる。スッキリする。

はじめまして。今年 4 月に皆様の仲間に入れ

よく眠れる。足が太くなった。」という実感が

ていただいた健心会です。私たちは練習をみ

聞かれ嬉しくなります。

んなで楽しくやるのをモットーにしています。
良い出会いを大事にし、たまには飲んだりカ
ラオケに行ったりと遊ぶことも大好きな健心
会です。もちろん練習もしっかりやっていま
すよ。巾の広い層の方々が和気あいあいと楽
しくやっています。健康のために長く続けて
やって行きたいですね。
月二回の練習日がとても楽しみでたまりませ
．．．
ん。それも中尾先生がステキな方だからです。

私はムカーシ古文の教室で中国人の級友が中

先生の言葉は人生勉強になります。人間中尾

以来中国の文化に興味と憧れを持ち続けてい

国語で読んだ漢詩の美しさに聞き惚れました。

ます。太極拳もずっと続けて行きたいと思っ
ています。部活の仲間という感覚で、お互い

技能検定試験合格者

の足りないところを助けあって楽しく続けて

今年度の指導員試験に下記の方が合格されまし

いくつもりです。

た。おめでとうございます。 （敬称略）

代表

昆智恵子

２００５年４月設立

大和孔拳会
この度、大和市太極拳協会に加盟を認められ
大変感謝しております。孔拳会の名前は、私

A 級

林間・・金井逸郎

南林間・・田波浩子

Ｂ 級

林間・・三浦雅子

中林拳・・大橋桂子

つきみ野 ・・・ 安井清享
Ｃ 級

大和 ・・・ 斉藤明子

大和・・渡辺早苗 中山智由 角田信子

共の先生で日本連盟特別招聘コーチである孔

つきみ野 ・・・ 鈴木京子 布施三保

祥東老師にご相談したところ大変喜んでいた

福士まち子

だき「孔」の一字を頂いて付けました。

執行隆祠

スタートしたばかりですが、二つの夢を持っ

瀬谷 ・・・ 場崎邦彦 原功

て活動しようと考えております。

下鶴間 ・・・ 高橋純臣

一つは全日本で様々な拳種で活躍する若い選

五十嵐美知子 相模台 ・・・ 清水義 清水正子

手の育成です。
（既に中山智由、渡辺早苗君が

普及

桜丘･･･小川徳子

渋谷・・・
菊池成子

中会館・・・手塚代津子 山田辰吉
長谷川あつみ

春日台 ・・・ 山賀好子

大和 ・・ 石川恵美 斉藤聖
執行淑子

桜丘･･･

活躍しています。）もう一つは長拳に代表され

清島涼子

西鶴間 ・・・ 金花和子

る中国武術を大和に根付かせることです。
（河

中林拳 ・・・ 押山洋子 古川和子

野直子君が南拳で注目されています。）神奈川

田窪豊子

でも選手が育って来ましたが、まだまだ選手

瀬谷 ・・・ 庄司澄子

人口は少ないですし、市協会にはそのような

渋谷サチ子

会も無いのが現状です。様々なハードルがあ

広星会 ・・・ 水谷純子

水口房江

りますが、子供たちの養成と優秀な指導者の

厚木 ・・・ 小松紀久男

太極十二・・・早野陽子

吉本たか子

下鶴間 ・・・ 桑原信一
中山敏子

地曳幸子
谷内政夫

尾崎良子 瀧本弘子 鈴木正弥
島原敏江

育成に取り組みいと思っています。
大和孔拳会は少々変わったクラブになると思

２００７年度前期の検定合格者は次のとおり

いますが、何卒よろしくお願いいたします。

です。おめでとうございます。（敬称略）
２級

代表

海井廣義

2007 年 3 月設立

林間 ・・・ 関戸英樹 大谷トキ子

桜丘 ・・・ 田窪武彦

柳橋・・・長谷川多寿子

春日台 ・・・ 島崎圭子
千野成

石田政子

高瀬健治 川村昭

瀬谷 ・・・ 早川愛子

田口忠男

広星会・・・

太極拳十二・・・沢野さゆり

相模台 ・・・ 佐藤琢
３級

中央林間･･･小島美代子

金沢信夫

金沢靖子

西鶴間･・・ 小武重子

多田傑

下鶴間 ・･・
磯崎紀代美

相模台・･・ 小林のぶ子

斉藤節子

厚木・･・ 斉藤美恵子

猪木登志子
４級

健心会 ・･・ 下西ノ園理恵

中林拳・・・ 小林重美

林間 ・・・ 小野良彦
三国修一

小池映之

秋本令代
仲戸川栄

県連盟（特記ないものは善行・県立体育ｾﾝﾀｰ）
9 月 15 日（土）県フェスティバル

寺澤まさ子

9 月 17 日（祭）形意拳講習会①

中会館 ・・・

9 月 23 日（日）午前：後期審判研修会

下鶴間 ・・・ 市塚信男 佐藤千代子

瀬谷・・・ 廣田眞徳

５級

広星会 ・･・

田口芙美

原田泰亘

9 月 25 日（火）剣講習会③

中村操子

下和田・・・

9 月 29 日（土）ジュニア太極拳講習会③

太田まさ子

相模台 ・・・ 吉田ミエノ

林間 ・・・ 黒部裕子

下鶴間 ・・・ 鳴海弘子
渋谷 ・・・ 阿部功

9 月 30 日（日）南関東ﾌﾞﾛｯｸｼﾞｭﾆｱ交流大会

吉田ちづる

桜丘 ・・・ 山下幸江

田口和子

塩月雅子 小野教子

午後：推手講習会②（港北）

西川秀子

中央林間･･･ 加藤誠治

つきみ野 ・・・ 河村智宏

葉山道子 高下早苗

10 月

2 日（火）形意拳講習会②

10 月

3 日（水）段ｾﾐﾅｰ④

10 月 17 日（水）指導員研修会②
10 月 23 日（火）剣講習会④
10 月 27 日（土）長拳普及講習会

安藤恵子

瀬谷 ・・・ 田中康友

五十嵐康幸

11 月

細井三俊

相模台・・・ 吉澤友美

広星会・・・

11 月 23 日（祭）シニアフェスタ

畑田裕子

高山千代子

下和田・・・ 保田孝子

酒見ミチ

6 日（火）形意拳講習会③

11 月 25 日（日）ジュニア太極拳講習会④
11 月 28 日（水）～29 日（木）二段検定
12 月

２００７年下半期行事予定
大和市協会 （大和スポーツセンター）
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
10 月 6 日（土）午前：楊式⑤ 推手③
午後：指導員講習会②
10 月 28 日（日）午前：太極拳＆ｶﾝﾌｰ体験②
午後：太極拳特別講習会②
11 月 17 日（土）午前：楊式⑥ 陳式③
午後：陳式（体験）
1 月 6 日（日）午前：太極拳＆ｶﾝﾌｰ体験③
午後：指導員講習会 ③

12 月 19 日（水）初級長拳講習会②
1 月 17 日（木）後期技能検定１～５級
1 月 19 日（土）～20 日（日）初段検定（大和）
1 月 22 日（火）初級長拳講習会③
1 月 26 日（土）ジュニア太極拳講習会⑤
日本連盟
9 月 23 日(日）スポレク青森 2007（八戸）
11 月 11 日（日） ねんりんピック茨城(取手)
編集後記
今号作成中に大和の古本屋で「謄写ハンドブック」なるガリ
版のマニュアル本を見つけ、全く役にたちませんが買ってし
まいました。ＰＣでなく鉄筆握ってニュースを作りたい！？

発行

1 月 27 日（日）午前：太極拳＆ｶﾝﾌｰ体験④
午後：４８式① 楊式⑦

4 日（火）長拳普及指導員検定

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）

