
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

【第２２１号の主な事項】 

① 第 221号は、11月 8日(金)～10日(土)にて、福岡県久留米市において盛大に開催され、無

事成功裏に終了しました｢全国例会・国際親善剣道大会｣の結果について主に報告します。 

② 12月例会(忘年例会)は、12月 14日(土)～15日(日)、広島県三次市『三次市東酒屋体育館』

にて開催予定です。なお、参加/不参加の連絡は、12月 6日(金)まで。期日厳守！！ 

③ 会員拡大に向けて、会員ひとり一人のご協力を願います。 

2月の年度末が近づいております。目標達成に向け、もうひと踏ん張りです！！ 

       ★山口県域・鳥取県域の拡大にご協力下さい。 

 

 

 

 

 令和元年度１１月全国例会(第 1６回国際親善剣道大会)＝福岡県久留米市＝のご報告   

2019(令和元)年度全国例会及び第 16回国際親善剣道大会は、開催主管：九州地区クラブにより、令和元

年 11月 8日(金)～10日(日)、福岡県久留米市「久留米総合スポーツセンター「久留米アリーナ」および｢ホ

テルニュープラザ KURUME｣にて、参加者総勢 167余名（韓国 25名、台湾 16名、USA8名、香港 2名、国内会

員 113 名）が一堂に集まり、3 日間に亘り IGKC 本部行事に始まり種々の行事が展開、そして国際親善剣道

大会が盛大に開催され、成功裏に無事終了しました。 

会場の｢久留米アリーナ」は、肥沃な筑紫平野に位置し九州一の大河「筑紫川」が流れる風光明媚な地に

あり、周辺には、陸上競技場、野球場、テニスコート、補助競技場の各種スポーツ設備がある広大な総合ス

ポーツセンターにあり、2018年に竣工したばかりで、サブアリーナ・武道場(板張り・畳敷き)・弓道所場・

トレーニング室・大研修室等があり機能的で素晴らしい総合体育館でした。 

また、隣接して久留米つつじで有名な百年公園もあります。多くの市民の 

皆様が使用されておりました。 

会場となった「久留米アリーナ・メインアリーナ」は、競技面 2,872㎡の 

広さであり、固定観客席は、3，000席を有する立派な会場でした。 

発行責任者   幹事長  金尾 静一        
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2019(令和元)年度全国例会模様を以下のとおり報告します。 

日  時：2019(令和元)年 11月 8日（金）～10日（日）12時終了 

  場  所：福岡県久留米市「久留米アリーナ」・福岡県久留米市「ホテルニュープラザ KURUME」 

主  催：NPO法人国際社会人剣道クラブ 

  主  管：九州地区クラブ 

  その他：① 理事会 ：2019年 11月 8日(金)14：00～15:00   於：久留米アリーナ 

② 臨時幹事長会議：2019年 11月 9日（土）9：00～  於：久留米アリーナ  

③ 審査研修会：2019年 11月 9日(土)12：30～13:30  於：久留米アリーナ 

④ 臨時総会：2019年 11月 9日(土)19：00～       於：ホテルニュープラザ KURUME 

⑤ 第 16回国際親善剣道大会                          於：久留米アリーナ 

■2019年 11月 9日(土)     個人戦：男子・女子の部、男子・女子シニアの部 

           ■2019年 11月 10日(日)     団体戦：国別・地区別団体戦 

         

 全国例会への参加の皆様大変にお疲れ様でした。選手の皆さんは、大変に健闘されました。そして、協賛

及び名刺交換にご協力の皆さま、大変ありがとうございました。改めて感謝を申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第４１回理事会 模様   

 全国例会の開催に先立ち、第 41回(2019年度)理事会は、11月 8日(金)14時 00分～15時 00分、「久留米

アリーナ １Ｆ会議室」にて開催されました。 

 理事会模様は、以下の通りです。 

 

１．日 時  ２０１９年１１月８日（金）開催、午後２時分～午後３時 

２．場 所  福岡県久留米市櫛原１７０－１ 「久留米アリーナ １Ｆ 会議室」 

３．議 案 

第１号議案 ２０１９年度 活動補正予算（案）について・・・・・・・・・・・・・・理事長説明 

第２号議案 ２０２０年度 事業計画（案）について・・・・・・・・・・・・・・・・理事長説明 

第３号議案 ２０２０年度 活動予算（案）について・・・・・・・・・・・・・・・・理事長説明 

第４号議案 年度途中の物故者の未納年会費処理見直し等に伴う会費取扱規定変更について・・・・ 

・・・・・・・理事長説明 

第５号議案 その他 
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① ２０２０年度海外交流事業につて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・理事長説明 

イ) 国際城都市剣道親善交流大会   ３月２０日（金）～２２日（日）  台湾・高雄 

ロ) ラトビア等剣道親善交流     ６月１２日（金）～２２日（月） 

ハ) 韓国社会人剣道大会       ７月１０日（金）～１２日（日）  韓国・ソウル 

ニ) オーストリア等剣道親善交流   １０月９日（金）～２０日（日） 

② ２０２０年度理事会・通常総会及び懇親会について ・・・・・・・・・・・・・・理事長説明 

 日付：５月３日（日）１６：００～     場所：京都市 京都ホテルオークラ 

③ ２０２０年度全国例会及び国際親善剣道大会について ・・・・・・・・・・三條常任理事説明 

 東北地区：１１月１３日（金）～１５日（日）   場所：仙台市青葉体育館 

④  その他 

   ・現行役員一覧「理事・監事・役員（２０１９年度）」について 

 

４．議事の経過の概要及び議決の結果 

  （１）第１号議案は、本部の当期経常増減額「マイナス」については、本クラブのホームページ 

新規更改費用支出のためであり、一過性であり将来的に解消するものである。と補足説明 

があり、原案どおり満場一致で異議なく盛大な拍手で承認し、議決した。 

  （２）第２号～第４号議案は、原案どおり満場一致で異議なく盛大な拍手で承認し、議決した。 

   (３) 第５号議案①項は、理事長から、（イ）台湾・高雄に 22日(日)追加。（ロ）ラトビア等剣道 

親善交流は、6月 12日(金)～22日(月)。申込先は、藤原勝先生(関東地区クラブ会員)へ、 

（ニ）オーストリア等剣道親善交流は、10月 9日(金)～20日(火)。申込先は、前野頼彦先生 

(近畿クラブ会員)へ。（ハ）韓国社会人剣道大会は、7月 10日(金)～12日(日)。申込先は、 

IGKC本部へ。と補足説明があり、原案どおり満場一致で異議なく盛大な拍手で承認した。 

(４) 第５号議案②・③項は、原案どおり満場一致で異議なく盛大な拍手で承認し、議決した。 

   (５) 第５号議案④項その他「現行役員一覧」は、理事長から「現行役員等名簿」は参考資料として 

     添付したと補足説明があり、原案どおり満場一致で異議なく盛大な拍手で承認した。 

  （６）第５号議案④項その他「会員名簿印刷代金削減について」は、現行の会員名簿代金の負担は、地

区クラブの収支に及ぼす影響が大きいことから、負担金を低減できないか提案があった。これに

対して、種々議論した結果、名簿の紙質を下げる等の工夫を行い価格の低減に取り組み現行どお

り名簿を発行することが満場一致で異議なく盛大な拍手で承認し議決した。 

   (７) 第５号議案④項その他「入会案内の増刷について」は、IGKC「入会案内」プログラムを増刷して

欲しいと要望があり、種々議論の結果、IGKC 本部で取り纏め一括発注することが価格低減にも

なるため、各地区クラブの要求部数を取り纏めて発注することが、満場一致で異議なく盛大な拍

手で承認し議決した。 

  

 

【臨時総会模様】 

 

  第２１回 臨時総会 報告   

第 21回(2019年度)臨時総会は、11月 9日(土)19時～19時 20分、「ホテルニュープラザ KURUME」にて 

開催されました。 

 臨時総会模様は、以下の通りです。 

 

１．日 時  ２０１９年１１月９日（土）開催、１９時～１９時２０分 

２．場 所  福岡県久留米市六ツ門町広又１６－１ 「ホテルニュープラザ KURUME」 
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３．議 案 

第１号議案～第５号議案については、先の第４１回理事会に付議された議案と同じ。・・・理事長説明 

４． 議事の経過の概要及び議決の結果 

第１号～第５号議案の全ての議案について、原案どおり異議無く盛大な拍手により承認し議決した。 

 

 

  臨時幹事長等会議 報告   

 臨時幹事長会議は、11月 9日(土)9時～10時、「久留米アリーナ 1F会議室」にて開催されました。 

本会議は、IGKCホームページの維持管理等費用の経費節減の目的もあり、ホームページを新しくリニー

アルし、業者への委託から会員による直営化を行いました。このため、新しいホームページの活用マニュア

ル及び個人情報等保護の徹底等を図るため、岩田常任理事から操作方法・運用方法や個人情報等保護のため

の正し取り扱い方等について、幹事長全員が説明を受けレベルアップと 

意識統一を図りました。 

 

 

  合同稽古会 模様   

 1日目(11/8(金))の合同稽古会は、15:30～17：00、｢久留米アリーナ武道場｣において行われました。 

 理事会の参加メンバーは、15：00に理事会終了。範士八段・教士八段の先生方は、早々と着替えて合同

稽古に参加されました。剣道着に着替えられ、颯爽として稽古場に行かれる姿を拝見しながら、流石に剣道

大好き人間の集まりだな～と感心させられた一場面でした。 

 大会会場となる久留米アリーナ・武道場は、競技面が 14ｍ×58ｍと観覧席があり、 

20数組は横並びで稽古が可能である素晴らしい道場でした。 

 また、この武道場には、山岡鐡舟先生の直筆による『済美館』の額が掲げられていました。 

この素晴らしい武道場に、範士八段・教士八段の先生方が 10数名元立ちで、60～70名程の会員が参加し、

指導稽古をいただきました。特に、普段お会いすることが出来ない他地区クラブの範士・教士八段の先生方

の指導稽古をいただくことが出来ました。また、お互い稽古では、他地区クラブ・韓国・台湾・USA・香港

の剣士の方々と“交剣知愛”を楽しみながら稽古を行っていました。流石に、20数組が横並びで稽古を展

開する様子は、壮大感がありました。 

 自由稽古は武道場にて、11月 9日(土)9：00～11：00。2回目の合同稽古会はメインアリーナにて、11月

9日(土)17時～17時 30分頃。指導稽古・お互い稽古をいただくことが出来ました。この稽古会場は、正に

国際交流の場でもあります。“目線が合う”と面識が有る無しに拘らず稽古開始です。剣を交えれば交える

ほど「新たな出会い」・「新たな出来事」等を発見できる有意義な時間でした。 

 

  

 

 

 

 

  審査研修会 模様   

 審査研修会は、11月 8日(土)12：30から研修会開会式があり、今例会では 1面の研修会場で、審査員は、

範士八段 4名、教士八段 1名の 5名の先生による審査で本番さながらの緊張した中での審査研修会でした。 

  受審者は、八段：20名、七段・六段：4名が審査を受けました。中国地区クラブからは、八段：4名、七

段：1名・六段：1名が参加しました。 

立会後は、各審査員から個々に評価をいただき、受審者の皆様の表情は、ひとり一人違ったものでした。
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審査員の先生方からいただいた言葉は、己の欠点を見抜かれた内容であり感謝するものでした。 

                   

 

 

 

 

  懇親会 模様   

 懇親会は、全国例会初日の 11 月 8 日(金)19：00 から「ホテルニュープラザ KURUME」の大宴会場にて開

催されました。 

 九州地区クラブ：加納会長のご挨拶、続いて曽根理事長の乾杯によりスタートしました。懇親会は、国内・

外の参加者の皆様と、お酒を飲みながらざっくばらんに懇親を図り『世界の剣友と友情・交流の輪』を更に

拡大することを主旨として開催されました。暫くして行われたアトラクションは、「筑後の酒は、日本三大

銘酒の一つと言われ、良種の酒の生産地」と言われていることから、筑後酒造り唄保存会の皆様による「筑

後酒造り唄」が披露されました。お酒造りには欠かせない唄であるとのことでした。 

稽古での｢交剣知愛｣に続き、懇親会場では｢交酒知愛｣。１年ぶりにお会いする参加者とのご挨拶。韓国語、

中国語、日本語、英語があちこちのテーブルで飛び交い、名刺交換、写真撮影などなど。いつもの和やかな

懇親会風景でした。なかなか言葉は通じませんが、お酒の力を借りて勇気を持って一歩前へ！話せば（？） 

何とか通じ合って…？？？笑顔で握手。楽しい一時です。 

時間が経つにつれて、元気な笑顔いっぱいで剣道談議？が弾むグループ、お互いに杯を交わし元気で飲め

る喜びを分かち合っているグループ、記念撮影で盛り上がっているグループそして新たな出会いにより意気

投合したグループ等々が出来上がり、何時終わりになるのか……？会場全体が盛り上がっていました。    

                          

 

 

 

    

 

  歓迎会 模様   

 歓迎会は、11月 9日(土)19：30から、臨時総会に引き続き、「ホテルニュープラザ KURUME」の大宴会

場にて開催されました。 

IGKC本部：川瀬会長、九州地区：加納会長のご挨拶があり、続いて IGK本部：湯村会長の“乾杯”のご

発声により歓迎会スタートです。乾杯に引き続いて、韓国代表から川瀬会長に記念品の贈呈がありました。

続いて、台湾・香港・ＵＳＡと各国代表が挨拶されました。 

個人戦の戦いを終え、空腹と喉の渇きもあり、乾杯のビールは、やはり最高！！ 乾杯後会場を見渡すと、

今回の会場風景が、昨年の歓迎会や昨日の懇親会場とは異なり、台湾の女性の方々の服装が艶やかであり、

会場に華を咲かせてくれました。そして暫く歓談すると、笛や太鼓・三味線の音色が響いてくる。すると、

暗闇の中に幻想的な光を放す灯篭を頭の上に乗せた浴衣姿の若い女性たちがあらわれ、「灯篭踊り」を音色

にのせて、ゆったりと舞いながら入場。優雅に舞いながら壇上へと。そして壇上では、女性たちが更にゆっ

たりと舞うと優雅さ・美しさに目を引き付けられていました。 

 その後暫く歓談していると、今度は、鐘の音です。やはり、入り口を振り返れば、今度は「ひょっとこ踊

り」の登場です。ひょっとこ踊りは、ご存じのように仮面の表情がいろいろで、心から楽しませてくれまし

た。しかし、ひょっとこ踊りは、あちこちに存在することを知りました。先の灯篭踊りとは全く異なり、リ

ズミカルな鐘の音につられて、参加者はひょっとこ踊りメンバーの列に次々と列に入り込んでいく。 

見ると、あちこちに踊りの輪ができ、次第に会場全体に広がり、国内・外の参加者が入り乱れ、「心と心の 

強い絆｣で結ばれたひょっとこ踊りの輪となりました。その輪は、笑顔！笑顔！で無心で楽しんだ国際交流
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も最高の雰囲気となりましたが、ひょっとこ踊りの終了とともに歓迎会も終了となりました。 

 会場の熱気は、まだまだ冷めることは無く、舞台上では、国別・地区クラブ別の記念撮影が始まりました

が、途中からは、誰でも参加…！参加者が入り乱れ、何のグループ撮影か分からない記念撮影となりました

が、これも“交酒知愛”素晴らしい国際交流の一幕となりました。 

 参加者の皆さん、次の大会での再会を約束しながら、楽しい思い出をいっぱい胸に収め解散となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  開会式・閉会式 模様   

 第 16回国際親善剣道大会の開会式は、11月 10日(日)9：30から、久留米市櫛原 170-1「久留米アリーナ」

にて開催されました。 

 IGKC本部：川瀬会長の大会会長挨拶、続いて福岡県剣道連盟会長からご来賓の祝辞をいただき、審判長

説示、選手宣誓、公開演武と続きました。 

公開演武は、打太刀：小島良教士八段、仕太刀：池田教士八段による｢日本剣道形」。および打：福田教士

八段、仕：神代範士八段による｢杖道の形｣の披露がありました。 

開会式に引き続いて、団体戦へと移りました。 

 閉会式は、10日(日)12：30からのほぼ予定どおりに開催することができ、成績発表・表彰に続いて、尾

方審判長から講評をいただき、最後は、次期開催の主管となる東北地区クラブの三條幹事長の閉会宣言によ

り、全日程の行事が全て無事終了致しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第 16回国際親善剣道大会 模様   

 第 16回国際親善剣道大会は、個人戦は 11月 9日(土)に、団体戦（国別・地区別対抗）は 11月 10日(日)

の 2日間に亘り、一本勝負の熱き戦いが展開されました。 

 今回の親善剣道大会では、韓国・ＵＳＡの活躍が目立ちました。 

           ＊＊＊ 国際親善剣道大会の結果一覧 ＊＊＊ 

【団 体 戦】 優勝 韓国Ａ     準優勝 ＵＳＡ Ａ     ３位 九州Ｂ・東海Ａ 

【個人女子の部】 優勝 季 選手(韓国)   準優勝 小田選手 (東海) 

３位 平岩選手(中国)  岩崎選手(中国) 

 【女子シニアの部】 優勝 安田選手(近畿)   準優勝 菅野選手(東北) 

３位 黄  選手(台湾)   志知選手(東海) 

 【個人男子の部】 優勝 梁 選手(韓国)     準優勝 平井選手(ＵＳＡ)  

３位 広瀬選手(関東)   一色選手(ＵＳＡ) 
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【日本剣道形】 【杖道の形】 



 【男子シニアの部】 優勝 三條選手(東北)   準優勝 國廣選手(九州) 

３位 田頭選手(近畿)    藤坂選手(東海) 

                    

＊＊＊中国地区クラブの戦いの結果について＊＊       

■個人戦は、11月 9日(土)に実施されました。  

 【個人戦の戦績】 

    ※岩崎先生、平岩先生は、見事３位を獲得されました。 

※前原先生は、ベスト８まで進みました。もう一歩及ばす！残念！！                                      

 ■団体戦は、11月 10日(日)に実施されました。 

 【団体戦の戦績】 

    ・Ａチームは、1回戦(九州 E)に勝ち、2回戦(韓国 A：優勝チーム)に惜敗でした。 

・Ｂチームは、1回戦(近畿 B)と代表決定戦で惜しくも敗退しました。 

    ・Ｃチームは、1回戦(関東 B)に勝ち、2回戦(九州 A)に残念にも敗退しました。 

      

  

 

 

  令和元（２０１９）年度 1２月例会『忘年例会』＝広島県三次市＝のご案内     

（稽古会） 

  日 時 ：令和元年１２月１４日（土）          １４：３０～１７：００    （集合時間は１４：００です。）                

場 所 ：『三次市東酒屋体育館』                                                  

（朝稽古会）   

  日  時 ：令和元年１２月１５（日）             ９：３０～１０：３０ 

場  所 ：『三次市東酒屋体育館』        

 

  令和元（２０１９）年度 １月例会『新年例会』＝広島県安芸郡海田町＝のご案内（予定）    

  日  時：２０２０年１月１８日(土)～１９日(日)  

  場  所：広島県安芸郡海田町  

  例会幹事：上野先 

 

  令和元（２０１９）年度 ２月例会『年度末例会』＝広島県尾道市＝のご案内（予定）    

  日  時：２０２０年２月１５日(土)～１６日(日)  

  場  所：広島県尾道市「尾道ふれあいの里」 

  例会幹事：金尾先生 

 

 令和２ （２０20) 年度 国際交流事業について   

２０２０年度国際交流事業は、以下の通りです。 

国際交流は、実体験することにより、必ず新たな剣道感を見出せることと思います。 

是非、多くの参加をお待ちしております。 

 台湾高雄国際親善剣道大会   期間・場所：3月 20日(金)～22日(月)  台湾(高雄) 

        エストニア・ラトビア剣道親善交流  期間：6月 12日(金)～6月 22日(月)  

  韓国社会人剣道大会       期間・場所：7月 10日(金)～12日(火)     韓国(ソウル)  

  オーストリア・クロアチア剣道親善交流   期間：10月 9日(金)～20日(火) 

  以上 
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