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武術太極拳フェスティバル
武術太極拳フェスティバル in 神奈川

当日は全員が自信に満ちあふれて登場し、
見事な表演で終了。

１月２０日、横浜文化体育館にて第２２回

私達担当者は音楽が始まるとすぐに２階へ駆

神奈川県フェスティバルが開催され、当協会

け上がり、上から全体を見ていた。

は１４４人による表演を披露しました。

♪大きなノッポの古時計～♪メロディにのり

総監督の海井咲子先生より手記を頂戴しまし

ゆったりと４枚の色紙は綺麗に舞っていて本

たので紹介します。

当に素晴らしかった。

『１月２０日開催された神奈川県ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
は大和では三ヶ月前の昨年１１月から準備が

皆さん、お疲れ様でした。
』
担当：佐藤明・大野麻美・海井咲子

始まった。今年度は県連より会場観客数によ

（記：海井咲子）

り割り当てられ限られた入場者数（大和市は
１４４名）しか参加できず、参加したくても
出来ない方があったのは残念だった。
そのため表演種目は初心者から上級者まで
基本の２４式にこだわり質の高い表演を目指
し、曲は誰もがご存知の「大きな古時計」に
合わせて２４式を揃って綺麗に表演すること
に専念した。
１４４名の参加者の表演服を４色に色分け

大和市太極拳協会集団表演「大和、時の旅人」

神奈川県武術太極拳選手権大会

し、各色４枚の色紙がヒラヒラと風車のよう

３月１０日、藤沢市・善行の県立体育セン

に動いてゆくイメージのフォーメーションを

ターにおいて、第２０回神奈川県武術太極拳

考えた。大幅に追加した練習会場の確保によ

選手権大会が開催されました。

り充分な練習が出来、フェスティバル前日ま

大和市協会からは個人戦３５名が出場し、次

で本番さながらの入場・表演・退場まで繰り

の方々が入賞されました。

返し、繰り返し練習した。

おめでとうございます。
（敬称略）

男子・総合太極拳ＡＢ

優秀賞 中山智由

長く続けることはできなかったと思います。こ

男子・２４式太極拳Ａ

８位 峰輝八郎

れからも太極拳に出会えた事に感謝し、楽しみ

男子・２４式太極拳Ａ

10 位 桑原信一

ながら精進して永く続けていきたいと思います。

男子・２４式太極拳Ｂ

１位 高橋純臣

今後ともよろしくお願いいたします。

男子・２４式太極拳 S-2 ２位 田窪武彦
男子・４２式太極剣

３位 長澤英雄

男子・３２式太極剣Ｆ

１位 仲戸川栄

男子・ドラゴン長拳

２位 柴田琉河

渋谷・・・
菅谷健夫 中村トク
渋谷・・・小野教子
・・・

男子・ドラゴン長拳

３位 柴田航輝

森谷早百合

７月５日から開催される第３０回全日本武

２０１２年度初段検定試験合格者（敬称略）

林間・
林間・・・広岡恵子
・・

広星会・・・
川村昭
広星会・・・森脇海記生
・・・

籾山愛子

谷合麻理絵

術太極拳選手権大会には、２４式太極拳Ｂの

拳竜会・・・
拳竜会・・・熊野敬子
・・・

部で高橋選手、総合太極拳ＡＢの部で中山選

中会館・・・
山崎三郎
中会館・・・岩渕泰子
・・・

手、総合太極拳Ｃで野崎選手（県２位）が出

柳橋・・・
柳橋・・・村上憲一
・・・

場されます。ご健闘をお祈りいたします。

桜丘・・・
桜丘・・・峰裕子
・・・

村上せつ子
中央林間・・・
中央林間・・・菅原英子
・・・

つきみ野拳周会
つきみ野拳周会・・・
野拳周会・・・岩部一宏
・・・

三段合格
三段合格おめでとうございます
２０１２年度後期
２０１２年度後期２
年度後期２～５級検定試験合格者（敬称略）
2012 年度の三段検定合格のつきみ野拳周会の鈴
木京子さんから喜びの声をお寄せいただきまし

２級
級 つきみ野拳周会
つきみ野拳周会・・・
野拳周会・・・清水千鶴
・・・

たのでご紹介します。（つきみ野太極拳クラブ

同好会・・
同好会・・・
・・・阿部律子

つきみ野
つきみ野・・・小谷部校一
・・・

の田中曻さんは次号にて紹介します）

下鶴間・・・
下鶴間・・・見崎健一
・・・

小川久美子

渋谷・・・
渋谷・・・比企利夫
・・・

「三段に
三段に合格して
合格して」
して」・・・ 鈴木京子
お陰さまでやっと三段に合格する事ができま

３級
級 林間・・・
林間・・・赤平誠
・・・
同好会・・・
同好会・・・布施和子
・・・

山口喜一郎
桜丘・・・
桜丘・・・伊藤孝雄
・・・

した。ご指導して頂きました先生方に心よりお

つきみ野拳周会
つきみ野拳周会・・・
野拳周会・・・坂井良子
・・・

礼を申し上げます。ありがとうございました。

下鶴間・・・
下鶴間・・・鈴木弘之
・・・

検定試験前日のリハーサルでは、いろいろと

土井雄二郎

平本富雄
黒澤美智子

西鶴間・・・
西鶴間・・・吉田健太郎
・・・

考えすぎてしまい、緊張してしまいました。翌

相模台・・・
下福青空・・・
相模台・・・深石厚子
・・・
下福青空・・・稲垣ハヤ子
・・・

日の試験の時は「心静体鬆」だけを意識して、

上草柳・・・
倉島君枝 渋谷正雄
上草柳・・・井野菊江
・・・

心を落ちつかせ、体をリラックスして動こうと

鈴木那拓 徳村康雄

思いました。少し気持ちを集中させる事が出来

４級
級 下鶴間・・・
下鶴間・・・小林照子
・・・

たのかもしれません。

５級 同好会・・・
同好会・・・林弘美
・・・

太極拳を始めたのは、運動不足なので何か運

南林間・・・
南林間・・・平島香
・・・

志田聡

桜丘・・・
桜丘・・・伊藤和廣
・・・

動したいと思っていたときに講習会に参加させ

渋谷・・・
清水加代子 越川かおる
渋谷・・・岩村夏江
・・・

て頂いたのがきっかけです。難しいけれど奥の

中村みさ子 大野信子 平松多美子

深さを感じられる太極拳でなかったらこんなに

上草柳・・・
上草柳・・・石川千浪
・・・

石谷政子

クラブ便
クラブ便り～私達の
私達のクラブは
クラブは今！
渋谷太極拳クラブ
渋谷太極拳クラブ

つきみ野拳周会
つきみ野拳周会
つきみ野拳周会は今年で発足１９年目を迎え
ます。つきみ野学習センター、中央林間コミセ

当クラブは生涯学習の一環として“やまと市民

ンで毎週火曜日に練習しています。会員の年齢

大学”の健康講座としてスタートし、今年２０

は３０代から７０代まで幅広く、男女比は半々

周年を迎えました。協会への加盟は１９９６年

ぐらいです。

５月に皆さんの仲間入りをしました。練習場所

太極拳を健康のため長く続けている方、技能

は、高座渋谷駅前の「イコーザ」にある“渋谷

検定試験や選手権大会のための練習を頑張って

学習センター”で毎週水曜日１５：３０～１７：

いる方など、それぞれ目標を持って練習してい

３０に活動しています。

ます。昨年は立花さんが練習に励んで全日本選

現在の会員数は２８名ですが、発足当初から
在籍しているのは１名で、次に古い方で１３年

手権の総合太極拳で７位に入賞し、皆で喜び合
いました。

目、経験４年未満が２０名と非常に若いクラブ

毎年、親睦会として、暑気払い、新年会など

です。この若さが和気あいあいと活動できる源

も行っています。これからも楽しみながら太極

にもなっています。

拳の練習に励んで、会員一同健康に過ごしてい

５年前には会員が１３名とクラブ運営にも支
障が出たことから、
「無料体験教室」を毎年３月

きたいと思います。今後ともよろしくお願いい
たします。（記：鈴木）

に定期的に開催し、会員数を３０名前後に確保
してきました。
練習内容は、健康と技量の向上のバランスを

つきみ野

考えつつ活動しています。目標を毎年９月頃開

拳周会の

催されている「市フェスティバル」に全員参加

皆さん

できることとし、新入会者には「入門・初級」
を、他は３グループに分け主に「２４式太極拳」

次回の「クラブ便り」は今回掲載できなかっ

の練習をしています。その成果として、２００

た下鶴間太極拳クラブと中会館太極拳クラブ・

８年度には技能検定合格者が５名でしたが、

中林拳周会・南林間太極拳クラブです。

年々着実に増え今は２８名のうち２２名が段級
取得者になりました。これからも仲間を増やし、

来年度主要
来年度主要行事予定
主要行事予定

健康と親睦、そして技量向上を目指していきた

大和市太極拳選手権大会：６月２３日（日）

いと思います。（記：小糸）

大和市太極拳フェスティバル：９月１６日（月祝）
神奈川県太極拳フェスティバル：１月１３日（月祝）
神奈川県太極拳選手権大会：３月２３日（日）
＊紙面の関係上、他の行事予定は次号に掲載します。
渋谷太極拳
クラブの練
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