
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

【第２４２号の主な事項】 

① 「2021年度全国例会・国際親善剣道大会」は、2021年 11月 6日(土)～7日(日)にて、宮城

県仙台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｣模様について報告します。 

② 12月例会(宿泊)は、12月 11日(土)～12日(日)、岡山県浅口市にて開催致します。 

なお、参加/不参加の連絡は、12月 4日(土)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。 

新年度に向けて継続的な取り組みです。目標達成に向け、もうひと踏ん張りご協力下さい！   

④ 今年度の年会費未納の方は、速やかに納め下さい。よろしく願います。 

 

 

 

 2021(令和３)年度 １１月全国例会(第 1８回国際親善剣道大会)＝宮城県仙台市＝のご報告   
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【大会会場(正面)】 

【本山製作所青葉アリーナ】 

 

2021(令和 3)年度 全国例会・第 18 回国際親善剣道大会 

開催日：2021 年 11 月 6 日(土)～7 日(日) 場所：宮城県仙台市「本山製作所青葉アリーナ」 



本クラブの最大イベントである「2021(令 3)年度 全国例会・第 18回国際親善剣道大会」が 2021年 11 月

6日(土)～7日(日)、東北地区クラブ主管により、宮城県仙台市の仙台市青葉体育館(以下、本山製作所青葉

アリーナという。)にて盛大に開催されました。 

「全国例会・国際親善剣道大会」は、2019年度 11月に福岡県久留米市「久留米アリーナ」で開催した後、

「新型コロナウィルス感染症(以下、COVID-19という。)」の世界的規模での感染拡大の影響を受けて、2020

年度の開催は断念する事態となりました。 

2021年の今年度は、国内では COVID-19の感染拡大は減少したものの収束とは判断し難く、また世界的に

は「ロックダウン」等の感染防止対策が取られている国々もある“かってない困難”のなか、IGKC 本部及

び東北地区クラブ皆様方のご英断により、海外勢の交流は困難と判断され参加は無し。国内の会員のみ参集。

感染防止対策を徹底するとともに規模は縮小し 1泊 2日間の日程。団体での懇親会等も無く質素でしたが、

2年ぶりの開催を牛タンを味わい楽しみました。 

COVID-19 感染防止対策のワクチン接種が促進され、その効果でしょうか…？ワクチン接種が進むに合わ

せて新規感染者数も徐々に下がり始めました。10 月下旬には急減するなか、行動自粛制限も緩和され広域

移動等が可能となりました。しかしながら全国例会への参加において、少々感染の不安を感じながら長距離

の旅となりなりましたが、参加して「仲間との再会」「一本勝負の試合の緊張感」「合同稽古」等々の喜びを

楽しくしっかりと感じることが出来ました。 

開催当日は、杜の都「仙台」は、東北地方と思えないほど穏やかな天候となり、剣道防具を運ぶ体には、

若干汗ばむ程度の暖かさで寒さを感じることがなかった 2日間でした。 

会場の「本山製作所青葉アリーナ」は、JR仙台駅から JR仙山線にて６分程度の北仙台駅近くに位置します。

北仙台駅から徒歩数分程度の所にあり、主要道路から少し奥まった静かな所に位置しておりました。外見的

には少し古さを感じましたが、大会会場のメインアリーナ(競技面 1,900㎡)は、試合場 4面を確保しても余

裕がある十分な広さで、明るく床は少々堅く感じましたが立派でした。 

  

2021(令和 3)年度全国例会模様を以下のとおり報告します。 

 

 2021(令 3)年度 全国例会・第 18回国際親善剣道大会   

日  時：2021(令和 3)年 11月 6日（土）～7日（日）12時終了 

  場  所：宮城県仙台市「本山製作所青葉アリーナ」 

主  催：NPO法人国際社会人剣道クラブ 

  主  管：東北地区クラブ 

スケジュール：①  理事会：2021年 11月 6日(土)10：30～11:30   於：本山製作所青葉アリーナ 

② 審査研修会：2019年 11月 6日(土)12：30～13:45  於：本山製作所青葉アリーナ 

③ 個人戦(決勝まで)：2019年 11月 6日(土)14：15～ 於：本山製作所青葉アリーナ 

④ 臨時総会：2021年 11月 6日(土)16：30～17：00  於：本山製作所青葉アリーナ 

⑤ 合同稽古会：2021年 11月 6日(土)17：00～    於：本山製作所青葉アリーナ 

⑥ 開会式：2021年 11月 7日(日)9：00～9：30    於：本山製作所青葉アリーナ 

⑦ 地区別団体戦：2021年 11月 7日(日)9：30～    於：本山製作所青葉アリーナ 

⑧ 閉会式：2021年 11月 7日(日)11：30～12：00   於：本山製作所青葉アリーナ   

⑨ 合同稽古会 2021年 11月 7日(日)12：00～13：30  於：本山製作所青葉アリーナ 

         

 全国例会・国際親善剣道大会へ参加の皆様！！大変にご健闘されました。本当にお疲れ様でした。 

そして「協賛」「名刺交換」及び「広告掲載」に、多数のご協力をいただき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。 
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【臨時総会 出席者数】 

  ・出席者数：9名   ・委任状者数：4１名    ・棄権：11名    （会員総：数 61名） 

【全国例会（国際親善剣道大会）参加者：9名】 

【協賛への協力者：7名】 

【名刺交換への協力者：8名】 

【広告掲載への協力者：1名】                                      

 

  第４６回理事会(２０２１年度) 報告   

 11月 6日(土)10：00～12：00、自由稽古が行われているなか、第 46回(2021 年度)理事会は、同時間帯：

10時 30分～11時 30分に「本山製作所青葉アリーナ 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  ２０２１年１１月６日（土）開催、１０時３０分～１１時３０分 

２．場 所  宮城県仙台市青葉区堤町一丁目１－５ 「本山製作所青葉アリーナ」 

３．議 案 

第１号議案 ２０２１年度 活動補正予算（案）について・・・・・・・・・・・・・・理事長説明 

第２号議案 ２０２２年度 事業計画（案）について・・・・・・・・・・・・・・・・理事長説明 

第３号議案 ２０２２年度 活動予算（案）について・・・・・・・・・・・・・・・・理事長説明 

第４号議案 その他 

① コンプライアンスへの取組み内容の事前確認のお願いについて 

（イ）コンプライアンスへの取組みについて（案） 

（ロ）倫理規程（案） 

（ハ）懲罰規程（案） 

② ２０２２年度海外交流事業について 

（イ）国際城市剣道文化交流大会   台湾・高雄 

（ロ）ラトビア等剣道親善交流 

（ハ）韓国社会人剣道大会      韓国・ソウル 

（ニ）オーストリア等剣道親善交流 

③ ２０２２年度理事会・通常総会及び懇親会 

・日付：５月３日（火）１６：００ 場所：ホテルオークラ京都 

④ ２０２２年度全国例会及び国際親善剣道大会 

・近畿地区 １１月５日（土）～１１月６日（日）  京都市武道センター 他 

⑤ その他 

   ・現行役員一覧「理事・監事・役員（２０２１年度）」 

４．議事の経過の概要及び議決の結果 

   第１号議案～第 4号議案について、理事長による補足説明と種々活発な意見交換がありましたが、全

ての議案について、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されました。 

    

  第２３回(２０２１年度) 臨時総会 報告   

第 23回(2021年度)臨時総会は、11月 6日(土)15時 30分～15時 50分、大会会場でもある「本山製作所

青葉メインアリーナ」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  ２０２１年１１月６日（土）開催、１５時３０分～１５時５０分 

２．場 所  宮城県仙台市青葉区堤町一丁目１－５ 「本山製作所青葉アリーナ」 
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３．議 案 

（１）第１号議案～第３号議案については、第 46回理事会に付議された議案と同じ。・・・理事長説明 

（２）第４号議案その他②～④項については、第 46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４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。 

 

 

 

 

 

   

  合同稽古会・自由稽古会 模様   

 1日目(11/6(土))10:00～12：00、「本山製作所青葉メインアリーナ」にて「自由稽古会」が開始し、理事

会に参加する役員以外の参加者の皆様は、審査研修会及び試合に向けて、“交剣知愛”を楽しみながら自由

な時間で各々が稽古に励んでおりました。。 

 1日目の「合同稽古会」は、個人戦終了後に引き続いて実施された臨時総会終了後の 16時頃から始まり

ました。元立ちには範士八段先生が 3名、教士八段先生が 9名、総勢 12名の先生です。指導陣の先生方が

横 1列に並んでの合同稽古は流石に壮大なものです。年 1回、お会いして指導を頂くために順番取りは熾烈

なもので、一寸の遅れが望む先生に稽古が頂けない寂しさも実感しました。 

2日目(11/7(日))12：00～、閉会式後に引き続いて、「合同稽古会」が始まりましたが、帰り支度や時間

的な制約等もあり、流石に全員参加は不可能な状況でした。しかし、多くの参加者が稽古会に参加し別れを

惜しんでいる様でした。当地区クラブから参加者の一部の方も参加しておりました。  

この稽古会は、交流の場にもなり、面識が有る無しに係わらず稽古をお願いし稽古開始です。一度、剣を

交えれば「新たな出会い」・「新たな仲間」・「新たな出来事」等を発見できる有意義な場でもあります。 

 

  

 

 

 

 

  審査研修会 模様   

 審査研修会は、11月 6日(土)12：30～、遠藤範士審査長から諸注意をいただき始まりました。今例会で

は 2面の研修会場で、審査員は 1面毎に範士八段 1名、教士八段 4名の 5名の先生方(2面で 10名)による

模擬審査研修会です。参加者の皆さんが見守る中、本番さながらに緊張感が漂う中で立会いとなりました。 

  受審者は、八段：17名、七段 6名、・六段：2名です。当地区クラブからは、八段：2名(上野先生、金尾

先生)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、ひとり一人違っていましたが、 

審査員の先生方からいただいたご指摘は、己の欠点をズバリと見抜かれた内容であり感謝するのみです。 

受審者の皆様、この結果を稽古に生かされ精進され、是非“合格”を勝ち取って下さい。 
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  第 18回国際親善剣道大会 模様   

 第 18回国際親善剣道大会は、新型コロナウィルス感染症のパンデミックの影響を受け、海外勢の参加が

無く国内会員の約 102名が参集して、個人戦は 11月 6日(土)に、団体戦（地区別対抗）は 11月 7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。 

個人戦・団体戦とも準決勝・決勝戦は、、一本先取が勝負決着！一本勝負の厳しさ、一本取るまでは絶対

に気を緩めない・諦めない強い精神・パワーが炸裂し緊張感漂う試合内容は見習うものがありました。 

           ＊＊＊ 国際親善剣道大会の結果 ＊＊＊ 

【団 体 戦】 優勝 東北Ａ   準優勝 関東Ａ   ３位 関東Ｂ  

【個人女子の部(五段以下の部)】 優勝 佐藤(東海)  準優勝 大串関東)   ３位 大塚(関東) 

 【個人女子の部(六段以上の部)】 優勝 岩崎(中国)  準優勝 古濱(東北)  ３位 安田(近畿) 

 【個人男子の部】 優勝 鈴木(東北)    準優勝 菊池(東海)  ３位 浅野(近畿)   

 【個人男子シニアの部(60才以上)】 優勝 田頭(近畿)  準優勝 羽鳥(関東) ３位 蛭子(近畿)  

【敢 闘 賞】 三條(東北)  羽鳥(関東)  大串真(関東)  菊池(東海) 

                                             （敬称略） 

＊＊＊ 中国地区クラブの戦いの結果 ＊＊＊         

■個人戦は、11月 6日 (土)に実施されました。  

  【出場メンバー】 

① 個人(女子の部：六段以上)         岩崎  

② 個人男子の部           川崎、松田  

③ 個人(男子シニアの部：60才以上)  寺本、岩田、小下、上野、沖田、金尾 （敬称略・順不同）                                                        

【個人戦の戦績】 

   祝！！ 岩崎先生は、見事に優勝されました。おめでとうございます！！ 

             

・松田先生は、ベスト 8位。善戦するも鈴木選手(東北：優勝)に敗退しました。 

・沖田先生は、3回戦で善戦するも蛭子選手(近畿：3位)に敗退しました。 

・金尾先生は、2回戦で善戦するも羽鳥選手(関東：準優勝)に 

敗退しました。 

                                      

 ■団体戦は、11月 7日(日)に実施されました。 

【参加メンバー】 

   ・Ａチーム 「先鋒：松田」「次鋒:東海地区より」「中堅：寺本」「副将:岩崎」「大将:小下」 

・Ｂチーム 「先鋒：川崎」「次鋒：岩田」「中堅：上野」「副将:金尾」「大将:沖田」  （敬称略） 

  【団体戦の戦績】 

    ・Ａチームは、健闘するも 1回戦で「関東Ｂ：３位」に残念ながら敗退しました。 

・Ｂチームは、健闘するも 1回戦で「関東Ａ：準優勝」に残念ながら敗退しました。 

 

 多くの応援！ありがとうございました。 

 2022年(令和 4)年度「全国例会・第 19回国際親善剣道大会」は、京都市(主管：近畿地区クラブ)に

て開催予定です。多くの参加をお待ちしております。 
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  開会式・閉会式 模様   

 第 18回国際親善剣道大会の開会式は、11月 7日(日)9：00から、昨日と同じ「本山製作所青葉 

メインアリーナ」にて開催されました。 

 開会式は、IGKC本部：川瀬会長の大会会長挨拶、続いて審判長説示、選手宣誓、公開演武と続きました。 

公開演武は、打太刀：佐藤教士八段、仕太刀：三條教士八段による｢日本剣道形」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、7日(日)11：30頃過ぎ開始。成績発表・表彰に続いて、遠藤範士八段審判長から講評をいた

だき、閉会式最後は、次期開催の主管となる近畿地区クラブの久保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。と伴に、2022年度の全国例会は、京都市で開催予定の宣言がありました。 

当地区クラブの参加者は、閉会式終了後、個人戦:女子の部で優勝した岩崎先生を囲み記念写真を撮

り、解散となりました。 

参加の皆様、2日間の亘りご活躍していただきました。皆さん！大変にお疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  令和３（２０２１）年度 1２月例会『宿泊・忘年』＝岡山県浅口市＝のご案内     

2021(令和 3)年の忘年例会です。この 1年間のご精武の結果は如何でしょうか？ 

“交剣知愛”1年を振り返りながら楽しくやりましょう！！ 

（稽古会） 

  日 時 ：令和３(2021)年１２月１１日（土）        １４：３０～１７：００    （集合時間は１４：００です。）                

場 所 ：『天草総合公園 武道館（旧：鴨方武道館）』         岡山県浅口市鴨方町 2244－2  

（宿 泊） 

日  時 ：令和３(2021)年１２月１１日（土）            

場  所 ：ホテル『にしな』                        岡山県浅口郡里庄町里見 6070‐1 

（夕食会） ：懇親会は行いません。 

  日 時 ：令和３(2021)年１２月１１日(土)    １９：００～      

 場 所 ：調整中                             

（朝稽古会）   

  日  時 ：令和３(2021)年１２月１２日（日）          ９：３０～１０：３０  

場  所 ：『天草総合公園 武道館（旧：鴨方武道館』       
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個別周知済み！ 



                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  令和３（２０２１）年度 １月例会『日帰り・新年例会』＝広島県安芸郡＝のご案内（予定）    

  日  時：２０２２年１月１５日(土)  ※１６日(日)の朝稽古は自由参加です。  

  場  所：広島県安芸郡 

  例会幹事：上野先生 

 

 

  令和３（２０２１）年度 ２月例会『日帰り・年度末』＝広島県尾道市＝のご案内（予定）    

  日  時：２０２２年２月１２日(土)「調整中」 ⇒１９日(土)か？  

 ※日時について、12日～13日において、広島県剣連行事「広島県地域社会剣道指導者研修会」 

が設定されたため調整中です。 

  場  所：広島県東広島市 

  例会幹事：西本先生 

 

 

  お知らせ！！  剣道称号「教士」号に合格     

2021年 11月 23日（火）、東京武道館にて剣道称号「教士」審査会があり、 

その結果 3名の先生が合格されました。 

誠におめでとうございます。 

   ・小下先生（広島県） ・寺本先生（広島県） ・井上先生（広島県） 

これからも、益々お元気でご精武されることをご祈念申し上げます。 

 

 以上 

(7/7) 

当クラブから、絶対にクラスターを発生させないことです！！  

           『自分を守る！』・『仲間を守る！』油断することなく徹底したご協力をお願い致します。 

■例会参加にあたって、全剣連及び各県剣連の「対人稽古に関する感染予防ガイドライン」(※)を熟読の 

上ご参加下さい。そして、この「ガイドライン」は、遵守して下さい！！ 

 ★特に、「稽古に参加しない条件について」をしっかり把握し自己判断を願います。 

 ★例会開催日の前 2週間における「体温測定(朝・夕)」を行い、記録願います。例会参加時に「記録書」 

を示して下さい。 

 

 

 

【稽古参加にあたっての注意事項】 

 

祝！ 


