第３９号

２００７年１１月３０日発行

大和市太極拳協会
ＮＥＷＳ

http://www.geocities.jp/yamatotaichi1980/

９月１０月は太極拳イベントが盛り沢山
例年９月、１０月は太極拳のフェスティバ

が同時にそれぞれの演目を表演したわけです

ル、イベントが各地で行われます。今年は神

が、新しい趣向で楽しめたと思います。ちな

奈川県フェスティバルが例年の２月ではなく

みに７１チーム中１２チームが自選曲、指定

９月でしたので楽しさも（準備の大変さも？）

曲５９チームの一番人気は「愛につつまれて」

倍増でした。今号は大和市協会および所属ク

で１１チーム・２０４名でした。

ラブ参加のイベントに関してご報告いたしま
す。

第１７回大和市太極拳選手権大会

第１７回武術太極拳フェスティバル in 神奈川

（第３９回大和市総合スポーツ選手権大会）

９月１５日（土）に川崎市のとどろきアリ

９月２３日（日）に大和スポーツセンター

ーナで開催されました。県連傘下の１８団体

第三体育室にて行われました。今年は７チー

より７１チームが表演、プログラム記載の延

ム（５８名）、個人４６名の参加で日ごろの

参加人数は１９２１名にのぼりました。うち

鍛錬を競い合いました。

当協会は１３チーム

１６３名が参加してお

ります。入場前に並んでみたら表演者が事前
申請より多かったというケースもあったよう
ですが、各位の協力を得て進行は非常にうま
くいったとのことです。
また今年はバックミュージックについて、
５０名以上参加のクラブは自選曲を認め、そ
れ以外はあらかじめ指定された曲から選曲す
る方式をとりました。同一曲を選んだクラブ

各種目の成績上位者の方のお名前を記させ
ていただきます。（敬称略）
集団

１位

桜ヶ丘太極拳クラブ

42 式剣

清島涼子 昆智恵子 小川徳子 菊池成子
渡辺正信 渡辺眞利子 長澤英雄 中谷美砂

男子 24S １位

青木常二（つきみ野拳周会）

男子 24A １位

執行隆祠（桜ヶ丘太極拳ｸﾗﾌﾞ）

男子 24B １位

高橋純臣（下鶴間太極拳ｸﾗﾌﾞ）

男子 24C 優秀賞
女子 24A １位

坂田洋平（健心会）

安井和子（つきみ野太極拳ｸﾗﾌﾞ）

女子 24S 優秀賞

白石滋子（瀬谷拳周会）

ゆめ国体記念生涯スポーツフェスティバル

女子 24B １位

山本律子（西鶴間太極拳ｸﾗﾌﾞ）

１０月８日には善行の県立体育センターで

２位

永田千代美（中央林間拳周会）

行われた当イベントに県代表として、つきみ

３位

小川徳子（桜ヶ丘太極拳クラブ）

野太極拳クラブが出場し、自選４８式・２４

男子総合 AB 優秀賞 中山智由（大和太極拳同好会）

式を表演いたしました。チアダンス、キッズ

男子総合 C 優秀賞 野崎秀玄（大和太極拳同好会）

ダンス、高校生のマーチングバンドが出演す

男子太極剣 優秀賞 長澤英雄（大和太極拳同好会）

るスポーツアトラクションでの出場ですので

女子伝統自選優秀賞 三浦雅子（林間太極拳ｸﾗﾌﾞ）

若干のジェネレーションギャップ（年の差？）

女子太極剣 １位

を感じられたかもしれませんが、若者も含め、

昆千恵子（下和田太極拳ｸﾗﾌﾞ）

幅広い年齢層に生涯スポーツとしての太極拳
平安神宮奉納太極拳

をアピールしていただきました。

第１４回を数える京都･平安神宮の奉納太
極拳に春日台太極拳クラブの有志７人が参加
されました。代表して宮川富子さんよりコメ
ント・写真を頂きました。
「１０月２８日

８００名の太極拳愛好者

が全国各地より京都に集い、平安神宮の境内
にて行われました太極拳奉納演武に参加いた
しました。当日は天候にも恵まれ雲一つない
青空の下で、お払いを受けた後おごそかな気
持ちと緊張感につつまれながら気持ちよく演
武することができました。参加できましたこ

つきみ野太極拳クラブ合宿

とを参加者一同うれしく思っております。お

１０月１３日～１４日に箱根にて合宿を行

世話いただきました事務局の皆さま、ありが

いました。２０人の参加を得て、楊式太極十

とうございました。」

三剣と楊式太極拳（のごく一部）を練習しま

した。初日で１３の剣の套路を覚えたはずで

け当協会が指導にあたっております。土曜夜

したが、宴会のビールですっかり忘れ、翌日

の１２週連続開催を年３回（つまり 9 ヶ月）

にまたシゴかれました。初めて剣をもった方、

行いますので講師の負担も大変大きいのです

初めて合宿に参加された方が何人もおられた

が、太極拳の裾野を広げるためにご苦労をし

のですが印象に残る練習になったようです

てくださっております。指導委員会作成の「太
極拳教室マニュアル」、８０％参加者への「講
習終了証」発行、模範表演、財団 PR 誌での
紹介などの参加、継続をうながす工夫もいろ
いろとしております。第１回は５５名の参加
がありました。来年の１月には第３回がスタ
ートします。是非興味を持ってくれそうな知
り合いの方に声をかけてください。

９月２６日 理 事 会

報 告

１．瀬谷拳周会の件

４．カンフー・太極拳体験講習（総務委員会）
７月２８日に行われた講習はカンフーに３０

長い間、当協会で活躍していただいた瀬谷

名の参加者がありました。
（太極拳は少し寂し

拳周会が９月３０日をもって退会される旨の

く３名でしたが・・・）広報やまとでの紹介

届出が出されました。ご承知おきのことと思

やチラシ作成などのアピールが功を奏し、活

いますが、２００６年７月に「瀬谷区太極拳

気あふれた講習会になりました。３０名のう

協会」を立ち上げておられ、今年からは神奈

ちジュニアが２０名で平均年齢が１２，１３

川県武術太極拳連盟の一員として活動をスタ

歳程度だということで、今後に期待がもてま

ートされておられます。既に傘下に１０のク

す。来年の１月には６日、２７日の２回の開

ラブを擁されておりますが、今後のますます

催が予定されております。こちらもぜひお子

のご発展を祈念いたします。

さん、お孫さんに体験させてあげてください。

２．新団体加入
次の２クラブの加入申請がありました。
次回の総会で承認後に正式加入となります。
＊

下福青空会

（代表

＊

深見ゆりクラブ

河野桂子）

（代表

池田貢）

クラブの紹介は後日行います。

太極拳の本
日本で太極拳の本がどれほど手に入るもの
かと Amazon で「太極拳」を検索してみまし
た。11/7 現在でヒット数２５２、品切が２０
ほどあり、同じ本の再版や気功の本が出てき
たりしますが、２００点近くは太極拳をタイ

３．スポセン太極拳教室報告（総務委員会）

トルとした本が入手できそうです。かなりの

スポセン太極拳教室は主催者の「財団法人

本が出ているといって良いのではないでしょ

大和スポーツ・よか・みどり」の委託を受

うか。

内容的にはやはり「健康・美容」をうたっ

に来てから太極拳を始めたとのことですが、

たものが 80 点ほどで一番多く、その中でも

「太極拳は普遍的で時代に囚われない最先端

「楊名時」関連本が２０点以上あります。

のもの」と印象深い話をされています。

２４式等の制定拳関連は５０点ほど、伝統拳
関連が６０点ほど、理論書、歴史書、エッセ
イ的なものが約５０点出ています。伝統拳の
本が意外と多いようですが、陳式が２５点、
楊式が１０点、孫、武、呉式が数点というと

２００７年下半期行事予定
大和市協会

（大和スポーツセンター）

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

ころです。最も古いのは「暴力に勝つ護身術
－近代的護身法と太極拳の秘術」佐藤金兵衛、

1 月 19 日（土）～20 日（日）初段検定

1968 年でした。本のタイトルとしては、美し

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

くなる、ひとりでできる、身体に良い、とい
った普通のものが多くあまり面白くありませ

2月

2 日（土）後期２～５級検定試験

んが、「太極悠々－日常からみつめる非日常」

3月

2 日（日）午後：４８式②

「虎を抱いて山に帰る－太極拳の本質」とい

3 月 16 日（日）午後：４８式③ 総合①

う目を引くものもありました。

3 月 23 日（日）午後：４８式④ 総合②

最近はＤＶＤ付が多いのですが、これから

陳式④

県連盟（特記ないものは善行・県立体育ｾﾝﾀｰ）

はどうなるのでしょうか。内容はわかりませ

12 月

4 日（火）長拳普及指導員検定

んが「ケータイを見ながらできる」という新

12 月 19 日（水）初級長拳講習会②

機軸のものもあり、今後の発展が期待されま

1 月 17 日（木）後期１～５級技能検定

す（？）。でもケータイを見ながらでは少し肩

1 月 19 日（土）～20 日（日）初段検定

がこりそうですね。

1 月 22 日（火）初級長拳講習会③

ちなみに気功で検索すると 1009、中国拳法
397 件

中国武術 80 のヒットがありました。

ついでに洋書の方を「tai

chi」でやると 451

1 月 26 日（土）ジュニア太極拳講習会⑤
3月

2 日（日）ジュニア太極拳講習会⑥

3 月 22 日（土）神奈川県武術太極拳選手

件でした。このときは tai と chi の間にスペー
スが必要です。続けると堺屋太一や山田太一
の英訳本もいろいろと出てきます。念のため。

権大会
編集後記

なお 11 月に「太極（タイチー）スタイル」

県ﾌｪｽの写真が載せられなくて申し訳ありません。イ

（イーストプレス社）という雑誌が創刊され

ベントの写真を撮ってくださる方、大募集中です。ま

ました。入門・初級の丁寧な解説がされてお

た各クラブのイベントなどの記事をお寄せください。

り参考になるのではないでしょうか。孔祥東
老師、宮岡愛さんも登場します。太極ファッ
ションや太極料理などなど盛りだくさんの内
容です。二胡奏者のチェン・ミンさんは日本
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