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せて本年度を上回ることが見込まれます。
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（表彰式（高校）風景）
さて、大会は中学校・高等学校の各チームが一同に会

剣聖旗：地道な積重ねと着実な発展

して熱戦を繰り広げました。
戦績の結果は以下のとおり
です。
高等学校男子の部：優勝「桜ケ丘高等学校（愛知）、
2 位「高山西高等学校（岐阜）」
、3 位「兵庫育英高等学
校（兵庫）」
・「浜名高等学校（静岡）」
。高等学校女子の
部：優勝「茨城県立守谷高等学校（茨城）」
、2 位「麗澤
瑞浪高等学校（岐阜）」、3 位「京都府立久御山高等学校
（京都）」
・
「須磨学園高等学校（兵庫）」でした。茨城県
立守谷高等学校は第 1 回大会から 3 連覇を達成。
中学校男子の部：優勝「東院剣友会（愛知）」
、2 位「玄
武道場（愛知）」
、3 位「高砂中学校（兵庫）」
・「洗心道
場（愛知）
」。中学校女子の部：優勝「洗心道場（愛知）
」、
2 位「東レ居敬同（愛知）
」、3 位「愛南町立城辺中学校
（愛媛）」・
「高砂中学校（兵庫）」
。

（試合会場風景）

本大会が発足して 3 年を経過しました。これも大会

中京大学剣聖旗第 3 回全国選抜高等学校剣道大会な 実行委員の先輩方や部員を率いて参加頂いた中学・高等
らびに第 2 回全国選抜中学校剣道大会が平成 26 年 2 月
11 日に豊田市スカイホールで開催されました。今回の
大会は会場の日程の都合により週明け月曜を挟んだ祝
日での開催になりました。
今回から参加資格をオープン
化し、
全国から多くの青少年剣士が集える場としました。
参加校は中学・高等学校合わせて 161 校に及び、高等
学校 105 校（男子 57 校、女子 48 校）
、中学校 57 校（男
子 32 校、
女子 25 校）
でした。
前年よりも 37 校増
（29.8％）
となりました。
週初めの祝日の開催であるにも拘わらず、
今回の実績は次年度に繋がるうれしい悲鳴をあげざる
を得ません。すでに来年の開催日程は 2 月中旬の週末
土・日曜日に決定しています（最終頁参照）
。おそらく

（表彰式（中学校）風景）

過去の実績から推定すると参加校は中学・高等学校合わ 学校の監督・コーチの皆様との連携あってのことです。
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まさしく皆で知恵を出し合い、
大会運営を支えて頂いて 事に寺坂達夫（愛知）と私が指名され、開催日程につい
いるおかげと感謝いたします。

て、林、堀山先生ならびに同期生との調整おこない開催

記念祝賀会 功積者表彰
(剣友会への功績・全国で活躍する先輩)

に至ったわけです。折角の機会ですので、私たちが在学
していた当時の剣道部の状況について紹介します。
入学
した昭和 46 年 4 月に愛知県豊田市にキャンパスが設置
（体育学部）されたことを受け、我々1 年生の授業は豊
田キャンパス、稽古は八事（名古屋）キャンパスといっ
た日々を過ごしていました。合宿所は八事周辺に「島田」
「剣」
「塩釜」の 3 合宿所での生活でした。このころは
学部移転に伴い 2 年生になると体育学部の 1・2 年生は
豊田キャンパス、3・4 年生は八事キャンパスで稽古が
おこなわれていました。4 年生になり、学部も完成年度

を迎え合宿所を含め豊田キャンパスに全面移転が完了
（小山新会長） したわけです。
このように大きな変革の時期とともに過
平成 26 年 2 月 11 日（於：名鉄豊田ホテル）にて第 ごした 4 年間でした。
32 回剣友会総会が開催されました。役員会の議を経て
提案された決算報告異議なく承認されました。
総会終了後に剣友会功績表彰並びに剣聖旗中学・高等
学校選抜剣道大会祝賀会が開催されました。
水谷会長、小山新会長挨拶に続き、剣友会功績表彰が
おこなわれました。今年度は次の 6 名の表彰がおこな
われました。
1）細田

銉郎

先輩：平成 24 年度

日本剣道連盟）2）水谷

好助

剣道有功賞授与（全

先輩：平成 25 年度

剣道

有功賞授与（全日本剣道連盟）
（2）全国大会優勝監督・選手：内田

信之

選抜少年剣道練成大会最優秀賞監督、細野

先輩：全国
信幸

全国工業高等専門学校剣道大会優勝監督、合原
裕章・森

先輩：

厚・白石

健志各先輩：全日本学連剣友大会（熟年の部）

さて、
本題の同期会の模様を紹介しなければなりませ

優勝選手

ん。1 日目の 10 月 5 日は稽古開始予定 2 時間前から林

昭和 49 期生卒同期成会

先生の研究室に皆が次々と集まり、38 年前の思い出に
諏訪文夫（茨城） 耽っていました。
まるで学生時代にタイムスリップした

全国の剣友会員の皆様におかれましては、益々ご健 ような思いを皆が抱いていたそうです。
林先生には失礼
勝にてお過ごしのこととお慶び申し上げます。

かもしれませんが、
林先生は当時の指導陣の中で私たち

私たち、昭和 49 年度卒業生は昨年 10 月 5・6 日の両 と年齢も近く先生というより兄貴のような存在でした。
日、中京大学豊田学舎におきまして、林、堀山先生をお 何かにつけて先生の研究室に入り浸り公私を問わずお
招きし同期 13 名との同期生会を開催しました。本会開 話をさせていただきました。1 時間ほどの雑談の間に気
催に至る経緯は、昨年 5 月京都での昇段審査の折に、 づけば参加者全員が顔をそろえているではないです
同期生有志で企画した懇親会の席上で
「還暦を過ぎ定年 か！学生時代は稽古開始直前でないと集合しなかった
退職を迎えたこの時に同期で集まり、
久しぶりに剣を交 面々が、社会の中で揉まれることで人間的な成長を遂げ
え、酒を酌み交わそう」というのが切っ掛けでした。幹 たのかと思わされました。
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全員が揃ったことから稽古時間を繰り上げて 1 時間 大学剣友会、中京大学剣道部のますますのご発展と皆様
ほど汗を流しました。林。堀山先生に指導稽古をお願い 方のご健勝、ご多幸を祝年申しあげまして報告されて頂
し、同期生同士の互角稽古という段取りでした。このな きました。
かで印象的なのは林先生との稽古でした。多くの者が、
稽古開始から 2 分ほどで道場の端に追い込まれ、当人

会員の活躍

の意志に反して打ち込み稽古に変化し、
引き出すつもり ☆25 年度に全国大会準ずる大会で活躍された先輩方は
。
が気づけば逆に引き出されて打たれ万策尽き果てると 次の通りです（日付順）
いう具合でした。
稽古を終え、
引続き
「猿投温泉ホテル」 《全日本剣道連盟平成 25 年度剣道有功賞》
受賞 水谷好助 先輩（S35 年卒）

で懇親会がおこなわれました。
懇親会には特別来賓とし

て林先生の奥様に出席頂きました。
奥様には多くの学生 《全日本実業団女子・高壮年剣道大会》
が稽古以外面で大変お世話になりました。
私の愚息も剣

平成 25 年 3 月 9 日・日本武道館

道部の卒業生でありますが、
今も昔も奥様の存在はスカ

2 位：パナソニックデバイス SUNX(B) 中堅：筧恵里佳 先輩

イタワーのごとく聳え私たちを支えていただいたと感

3 位：6 段以上の部・森健志 先輩(S55 卒)

謝しています。懇親会も中盤にさしかかり、卒業後の足 《全国選抜高等学校剣道大会》
跡を皆が語りました。
「結婚」
・
「子育て」
・
「仕事」など

平成 25 年 3 月 27・28 日・春日井市総合体育館

について皆が語る中で、
その端々から誰しも順風満帆の

女子 3 位：守屋高等学校 監督：塚本浩一 先輩(S58 卒)

人生を歩んできたのではなく、
其々が多くの困難と向き 《第 54 回全国選抜少年剣道錬成大会》
合い一つ一つ乗り越えながら克服してきたことを感じ

平成 25 年 3 月 31 日・水戸武道館

ずには居られませんでした。
こうして長い思い出を語り

優勝：洗心道場 監督：内田信之 先輩（S58 卒）
《第 10 回全日本選抜剣道八段優勝大会》

ながら１日目を終えました。

平成 25 年 4 月 21 日・名古屋市中村スポーツセンター
出場選手 豊村東盛 先輩（S47 年卒）
《第 61 回全日本都道府県対抗剣道優勝大会》
平成 25 年 4 月 29 日・大阪市中央体育館
優秀選手 愛知県代表・大将：北村真一 先輩(S58 卒)
《第 35 回高齢者武道大会》
平成 25 年 6 月 3 日・日本武道館
剣道(65 歳～69 歳)の部 優勝 合原厚 先輩（S44 卒）
《第 52 回全日本女子剣道選手権大会》
平成 25 年 9 月 8 日 兵庫県立武道館
出場選手 矢田直子 先輩（愛知・平成 22 年卒）
（懇親会参加者・中央林ご夫妻）

遠山絢子 （現役・スポーツ科学部 3 年）

２日目は近藤利雄先生の墓前で
「大過なく仕事を全う 《第 59 回全日本東西対抗剣道大会》
し、定年を迎えたことなどを報告しました」
。先生の指

平成 25 年 9 月 15 日・山梨県小瀬スポーツ公園武道館

導が今もなお息づいていることに参加者一同共通な思

東軍副将

豊村東盛 先輩（S47 卒）

いを抱いたものと思います。最後に、今回の同期生会を

西軍 13 将 舟津正人 先輩 (S60 卒)

振返り、
「3.11 東北東日本大震災」以降、多くの場面で 《第 68 回国民体育大会剣道競技会》
「絆」という言葉が使われるようになっています。卒業

平成 25 年 7 月 16 日 日本武道館

から 40 年を経た現在に至って中京大学剣道部同門の

成年女子優勝 島村百重 先輩（東京・大将・H6 卒）

「絆」は一層強固なものとして私たちの『心とからだ』

成年男子 2 位 中村隆信 先輩 (愛知・副将・H2 卒)

に刻まれていると痛感しました。
いつの日か再会できる

【新会員紹介】

ことを楽しみに家路へと足を進めました。結びに、中京 久留宮翔輝 三浦康 藤間俊輔 隠岐安泰 峰雅章
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田中史哉 牧野健太 高江洲伸輝 林純平 筧真利奈 津田智恵 小境はるか 鎌倉まどか（総勢 13 名予定）

平成 25 年度剣友会会計報告
特別会計収支①功績表彰・祝賀会
①収入・摘要

≪第 17 期 剣友会本部役員≫

②剣聖旗大会等

金額(円）

収入・摘要

金

額（円）

765,000－

広告掲載料等

295,000－

来賓祝儀.寸志

80,000－

大会参加費等

1,107,000－

剣友会補助

20,000－

寄付金・祝儀

268,000－

雑収入

73,000－

①

祝賀会費等

①

収入計

②支出・摘要

938,000－

支出・摘要

金額(円）

贈呈品(優勝旗等)

238,980－

会場設営費(テープ等)

237,163－

パンフレット

525,000－

3,550－

消耗品（文具等）

508,720－

記念品代（祝儀等）

45,000－

交通費

1,670,000－

総収入

金

額（円）

84,500－

宿泊費

祝賀会飲食代等

366,250－

通信費（礼状）

10,560－

会議費等

54,000－

スクールバス運行費

58,941－

会場使用料

85,490－

②

支出計

③

収支決算

993,021－
－55,021 円

②

支出計

1）収入・摘要

金額(円）

１、 前年度繰越金（平成 24 年度）

457,254

２、 年会費等

485,000

３、 支部会費（茨城・佐賀・近畿・北海道・大阪） 190,000
４、 年会費・入会金（卒業生 19 名）

190,000

５、雑収入（剣聖旗残金,利息,）

236,134
1,558,388

2）支出・摘要

金額(円）

1. 会議費等（第 31 回総会費）

23,700

2. 事業費
・ 剣道部大会等援助費

450,000

・ 全国高校選抜大会援助

50,000

・ 剣友会誌第 25 号発行

26,352

・ 学連ＯＢ剣友大会協賛金等

135,210

3. 慶弔費

51,500

4. 通信費

200,455

5. 事務費

109,072

6. 事務局費

60,000

7. 予備費(懇親会補助)
支出合計
3）残金

1,433,933 円

③収支決算 236,067 円（本部会計算入）

一般会計収支(平成 25 年 1 月 1 日～同年 12 月 31 日

収入合計

208,800－

昼食代(役員・審判他)

55, 021
1,161,310

397,078 円 (平成 26 年度繰越)

＜相談役＞ 今市隆康（33）伊藤武年（35）
近藤勁助（35）水谷好助（36） 細田銉郎
（37） 川口正人（37） 内田武夫（37）
林 邦夫（42）
＜会 長＞ 小山 哲(45)
＜副会長＞和田 修（41）大薮正（41）
堀山健治（50）白石裕章（54）
＜幹事長＞ 内田信之（58）
＜副幹事長＞ 田中勝明（63）青山美加（60）
＜常任幹事＞ 小山 哲（45）石黒峰司（45）
寺坂達夫（49）村山啓三（50）筒井政行（52）
二橋高弘（53） 遠山英樹（53）志賀義彦(54)
森 健志（55）山村勝弘（55）倉成健治（59）
杉田龍彦（61）下村直樹（61）園山幸喜（61）
山崎嘉一（04）秋田まさ美（06）鈴木由記
子（09）加賀真琴（12）鈴木ゆり（12）
杉山舞子（15）愛知英樹（06）森部康二郎
（17）岩田佳恵（20）村瀬直樹（22）
＜監 査＞ 島崎裕樹（60）石原たまみ（01）
＜事務局長＞ 鷲見勝博（54）
＊新役員は太字網掛け表示

年会費の振込のお願い
平成 26 年度会費(5000 円)の振込等お済ませでない方は納入頂
けますようよろしくお願いいたします。

銀行名：三井住友銀行
支店名：八事支店(店番号：733)
口座番号：普通 0165226
口座名義人：中京大学剣友会事務局
（連絡先：事務局（鷲見）
：E メール sumich@lets.chukyo-u.ac.jp:
☎ 052-835-7692(直通), 090-9912-4135(携帯))

≪お知らせ≫
中京大学剣聖旗第 4 回全国選抜高等学校・第 3 回中学校
剣道大会が平成 27 年 2 月 14(土)・15 日(日）に【スカイ
ホール豊田】で開催されます。大会要項等の詳細について
の案内は本年 9 月以降を予定しています。また、2 月 14
日には剣友会祝賀会と合わせて林邦夫部長退職記念会を
開催します。47 年に亘って中京大学剣道部の指導に尽力
されました。奮ってご参加いだけますようお願い申し上げ
ます。

【中京大学剣友会ホームページ開設（予定）】
本年度 6 月頃を目処にホームページを開設する予定
です。ホームページのサンプルを同封しました。いち
早く会員の皆様に剣友会の活動状況等を発信できる
と思います。剣友会行事、機関誌「尊聞行知」の閲覧
も可能となります。ご愛顧の程宜しくお願いします。
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