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足上げポーズで記念撮影！審査を終えて 2019.9.8 

   

愛弟子 

中尾 眞吾 

 審査後、応援に来ていた姫路教室の一人が、「マナデシが2人、初段になって良かったですね」とウル

ルン状態で話しかけてきた。「まなでし？」「んっ？！」  

 何年か前の新聞、「師匠が弟子を指して、私の弟子、というのは正しい言葉ではない。弟子が、此の方

が師匠、と思い、思うのが、正しい日本語・・」と、中国の文献から引用して、師弟を説明していたのを

思い出す。 

 今回の審査、初段受けは姫路からの2人だけ、審査員席に座っている私は、冷や汗タラっ～～。一人は

県武道館発足後すぐ、からの受講生、道場の隅でちょろちょろしていた彼女の娘は、大学生になっている。

もう一人も、メンバーになって8年を超えた。主婦ばかり10人ほどの教室で、どの人も子育て・仕事の合

間を縫っての稽古だ。歳月だけを考えると、弐段か参段になっているのだが・・。  

「せいぶ館で審査せずに、ここで審査してくれませんか？」 「ビビらんと、せいぶ館で挑戦し」 「そ

やけど・・アウェイやし・・！！」 「せいぶ館の人、怖いし・・！」 「そんな人ばっかりやないで」

（怖い？ 危ない人、結構おるもんな） 「頑張って、頑張って、稽古しよ・・！」 

 よぉ頑張りました。教室で「残り稽古」を重ね、加古川道場にも出かけていた。せいぶ館にも足を運び・・

3ヶ月に一度の「定例食事会」の後も、そそくさと武道館に戻り復習。  

 審査ひと月前の「暑気払い」の時、「長老と仲良くしとき。審査点が甘くなるかもしれんで？」 （そ

んな事ないか？！） 

 受講生が来なくて・・少なくて・・姫路に行くのがオックウだった日が、懐かしい。平日の昼日中に・・

ワイワイがやがや、にぎやかで楽しくて・・。絶え間ない笑い声、おしゃべり一杯過ぎる道場やけど、み

んな熱心、みんな合気道大好き。弾んでいる。  

 当初、この教室から一人黒帯が出来たら、姫路に来るのんは卒業・・と思っていたけど、今回で、計4

人の黒帯が出来た。・・もう暫く、愛しい、別嬪ぞろいのマナデシ達と、細胞が小躍りする稽古を続けよ

うと思う。                                  

令和元年9月22日 
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令和元年秋 昇級・昇段者 
 

四段 角田リサ 

初段 大西美恵 中津歌子 

１級 
岡本侑子  

（加古川）大西勝良 五十嵐直子 西村智絵 

２級 松田吉洋 河野純子    

３級 大塚光夫 河村健志 王 晓  

４級 
岡田梨奈 森田榮一 塩田雅啓  

（加古川）西村将希 西村友作 

５級 福岡 茜 （加古川）菅原達矢 

９級 今西美希 

 

土用稽古完遂者 

内田・河村・サメル・中尾・小嶋・中谷 （以上 6 名） 

 

 

 

《 昇 段・昇 級 感 想 文 》 
 

 

甘い汗 
角田 リサ / 四段 

 

5級の審査から始まって9回目の審査を終えて

続けてきてよかったとしみじみしています。  

最初は受身や技を早く覚えたくて、ただひた

すら通っていました。 

ある時、千日回峰行を満行された方が書かれ

た本に出会い、感銘を受けました。  

ふと徹底的に稽古してみようかという気にな

りました。 

そこで、五輪書にもあるように「千」という

数は、物事を為すひとつの基準であろうと考え、

その回峰行の厳しさには比ぶべくもないのです

が「まず目的意識を持って千日稽古してみる」

事にしました。 

誰とでも真剣に一期一会のつもりで稽古しよ

う と心がけました。 

正確に数えていたわけではなく、始めて数年

がたちました。 

劇的に何かが変化したといえるかどうかはわ

かりませんでしたが、合気道とだんだん仲良し

になってゆく気がしました。 

しかし、この関係に酔いしれていてはまずい

 

のではないかと疑う心も出始め、井の中の蛙で

はいけないと、あちこちに出稽古に出かけまし

た。 

いろんな場所で精進を重ねる道友に会い自分

の合気道の年輪が増えてゆくのが嬉しくてたま

りませんでした。 

とはいえ長く続けていると好不調の波は、入

り乱れてやってきています。 

でも細々とでも稽古を続けていれば、「何も

しなかった私」より「必ず違う私」になると信

じています。 

道場で相手と向き合う瞬間、自分は一人、孤

高の存在であると感じます。 
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だからこそ、日々技を磨き合う稽古相手を大

事にしなくてはいけないと痛感しています。  

私は皆様に四段にして頂いたのです。 

ありがとうございました。 

 

今年一番ハッピーな日 
大西 美恵 / 初段 

 

「夏なんか滅びろ！！」今年もそう思うぐら  

い暑さに負けそうでした。何度も心が折れそう

でした。2、3回は折れたかも。 

去年、姫路で受けた1級の審査も9月だったの

で「あぁ、また夏に稽古を頑張らないといけな

いのか。」とブルーどころかブラックな気持ち

になりました。只でさえ夏が大の苦手なのに、

その暑い中で稽古をすると酸欠で死ぬかと思い

ました。額から汗が流れて目に入りそうになっ

たので拭うつもりが顔がどこにあるのかさえも

わからないぐらいに意識朦朧と…。稽古開始か

ら30分ぐらいで息切れするので鉄分の錠剤や救

心も試してみました。効果はよくわからなかっ

たのですが。 

いつもは姫路の県立武道館で稽古をしていて

1級までは姫路で審査を受けられたのですが、今

回初段は、せいぶ館に行かないといけませんで

した。せいぶ館にはたまに稽古に行くことはあ

ったのですが、顔見知りぐらいの人しかいなく

て「受けは誰かに頼まないとあかんなぁ。」「人

がいっぱいのところでやるのイヤやなぁ。」「誰

が受けに出て来るかわからないし出来るかな

ぁ。」とか色々考えると本当に受けても良いの

かなぁとかなり不安になりました。大丈夫、普

段通りにやったら良いと思ったり、無理無理無

理と落ち込んだりしました。しかも今回初段を

受けるのは姫路の2人だけ！ 

審査の1週間前ぐらいに大先輩方に色んなア

ドバイスを頂きました。その時は容量オーバー

でパニックになっていたのですが、今思うとせ

いぶ館の大先輩方にアドバイスを頂けるとは何

と贅沢なことだったんだろうと感激してます。  

審査の数日前に緊張しまくってる私に「今日は

模擬審査をしよう」と言ってくれた先生がいま

した。その模擬審査でかなり緊張が解けました。

そして受けを頼んだ方には快く引き受けて貰え

ました。前のせいぶ館の審査を録画したCDを家

に送ってくれた方もいました。同じ初段を受け

る姫路の仲間とはたくさん愚痴を言い合いまし

た。今回は一緒に審査を受けることが出来て心

強かったです。審査の当日は姫路から合気道仲

間が応援に来てくれました。 

初段を受けると決めた時は正直、逃げ出した

くなるようなプレッシャーでした。しかし今回

は姫路の合気道仲間だけでなく、せいぶ館の皆

様に助けられました。 

感謝してもしきれないぐらいです。せいぶ館

の皆様、本当に本当にありがとうございました。

私にとってすごく重みがあり誇れる初段になり

ました。また一緒に稽古出来る日を楽しみにし

ています。 

 

初段審査を受けてみて 
中津 歌子 / 初段 

 

広い広い姫路の道場で、女性ばかりの少人数

でやってきた私が せいぶ館に慣れるのは、正直 

時間がかかりました。 

今でも、大人数のせいぶ館に稽古に行くのは

緊張します（汗）。 

まず、一瞬で決まる組み合わせに、どうして

いいか分からず右往左往。 

空間の使い方が分からず、人にぶつかるので

はと常にヒヤヒヤドキドキ！ 

そして、沢山のことを学べるのに、処理しき

れず混乱する残念な私の脳みそ（笑）。 

日曜日の稽古後、すぐに帰らないといけない

為、なかなか人とゆっくりと話す機会が無くて、

孤独感でいっぱいでした。 

情けないけど、帰りの電車では、よくベソを

かいていました（笑）。 

しかし、そんな中で、いつも気にかけて下さ

る先生方がいたこと、話しかけて親切にして下

さる方々がいたことが有り難かったです。  

そして、私が思っていたよりも、もっと沢山

の方が気にかけてくださっていたこと、応援し

てくれていたことを知って、人の優しさや温か

みを感じました。 

8月に入ってからは、家族が夏休み中だったこ

ともあり、暑気払いや女子会に参加し、審査後

の宴会も経験して、今では随分と打ち解けられ

た気がします。 

姫路の道場では合気道の楽しさを、せいぶ館

では厳しさを教えて頂いた気がします。  
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今まで私と稽古して下さった全ての皆さんに

感謝しています。 

本当にありがとうございます！ 

これからは、合気道を実生活にも活かして、

クヨクヨしがちな性格をもっと前向きに、そし

て色々あるけれど、粘り強く挫けないようにや

っていきたいと思っています。 

皆さん、これからもどうぞよろしくお願いし

ます！ 

 

中高生クラス 
岡本 侑子 / 一級 

 

私はこの審査でやっと1級に昇級出来ました。 

毎回、昇級する度に私を支えて下さっている

皆さんのお陰だなと感じますが、今回は特に強

くそう感じました。 

審査前にけがをしてしまい、そのけがを通し

てたくさんの方が心配して下さったり、助けて

下さったりしたからです。さらに、けがで、審

査本番には自分の思う通りの技が出来ず、落ち

込んでいました。 

私は今回の1級の昇級で、日々の練習を大切に

することと、感謝を忘れずに日々精進していこ

うと、改めて思いました。それに加え、初心を

忘れる事なく、技も他の事も貪欲に吸収してい

きたいです。 

 

審査は稽古の節目 
（加古川）大西 勝良 / 一級 

 

 合気道を始めて約3年になります。 

この度、なんとか1級に合格することが出来ま

した。 

自分の昇級審査は、正直一夜漬けによるもの

が大きいと思っています。  

普段から目標を持って稽古していれば審査前

にバタバタすることはないのでしょう。  

しかし、これが簡単なようでなかなか難しい

ものです。 

審査後の先生の総評で、「審査は稽古の節目」

だと言われました。 

まさにその通りだと思います。  

自分は昇級審査の合格を目指して、稽古の回

数を増やし審査項目を繰り返し練習する・・・。  

本質とは違うかもしれませんが、意志の弱い

自分に昇級審査はちょうどいい目標です。  

もし昇級審査を受けなければ、夏の暑い日や

冬の寒い日は稽古を休むことが多くなるでしょ

う。 

審査に合格したいから、技を真剣に覚えよう

としているのも事実です。  

さて、次はいよいよ黒帯初段への挑戦となり

ます。 

黒帯袴の世界へ足を踏み入れるには、今まで

のような上辺だけの技術ではなく心技体が揃っ

た品格が不可欠なのでしょう。  

今の自分にその資格があるとは思えませんが、

その時までに近づけるよう努力するつもりです。 

まずは審査の次の日に稽古を休んでしまった

愚かな自分を反省することから始める必要があ

りそうです・・・。 

 

一級審査で心掛けた事 
（加古川）五十嵐 直子 / 一級 

 

名前を呼ばれた時の返事、膝行、礼(遠藤先生

が、以前注意されていたので)、三教と四教を正

確に、なめらかにする事。 

いつも三教に持っていくのに一苦労。四教は、

表も裏も一緒くた、格好ばかりでさっぱり。審

査を1人ずつ受けるのは、初めてでした。1番手

だったので、指示された技が一瞬浮かばず、ヒ

ヤリとしましたが落ち着いて終えることが出来

ました。 

 

１級に昇級して 
（加古川）西村 智絵 / 一級 

 

今回の審査で1級に昇級させていただきまし

た。  

前回の2級から今回の審査までの1年で、140

回とプラスアルファ。中尾先生にも笑われてし

まった位、稽古によく通ったなぁという感じで

す。級の中では、一番上の1級まで来て、次は初

段を考える状況になりました。このままの頻度

で稽古に通えば、来年の秋には初段に挑戦でき

るかなと思っています。  

これからの1年で、先生からご指摘のあった部

分を修正できるかが重要だと思います。入り身

投げの後ろ足については前々から指摘されてい

るのに、未だ直らず…（前回2級を受けた時には、

伸びてきていると言っていただけたので油断し
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ていました）。初段を受けるまでにはどうにか

したいと本気で思っています。五教が不完全な

こと、四方投げの固めで余計なことをしないこ

と等、今回の指摘ポイントをいつも頭に置いて、

日々の稽古に励みたいと思います。  

最後にいつもご指導いただいている先生方・

先輩方、稽古にお付き合いいただいている稽古

仲間の皆さん、そして夜中でも私の復習に付き

合ってくれる家族に、心から感謝いたします。

今後ともご指導、よろしくお願いいたします。  

 

審査を終えて 
松田 吉洋 / 二級 

 

 この度は、2級に昇級させていただき、ありが

とうございます。想定外の後ろ取りの指示に内

心動揺しながらの審査でした。  

逆に余計なことを考えずにできたので、それ

がよかったのかもしれません。毎回、受けを取

っていただいているサムさんや、審査直前まで

捌き方が混乱していたところをご指導いただい

た方々に感謝です。 

 たまに、「今の良かったよ」と、声をかけて

いただくことがあります。一方、「うーん、な

かなか上手くならんな」との時もありますが、

正直、何が違うのか、自分ではほとんどわかっ

ていません。試合やタイムで競い合うスポーツ

なら、上達具合が明確になるのでしょうが、合

気道ではそういうわけにはいきません。最近の

IT技術を使えば、重心の位置の正確さを判定し、 

力の抜け具合を数値化できるのかもしれません

が、それで実際に上手く動けるようになるのか

と考えると疑問です。 

 世の中は、効率化、分かりやすさを重視し、

すぐに結論を求める風潮が強くなっているよう

に感じますが、合気道はその流れとは一線を画

していると感じます。言葉での指導もあまりな

く、体を動かして覚えていく合気道を通して、  

表面的な効率化が必ずしも正しいわけではない

ことに気づかされます。そこが合気道の魅力で

あると思いながら、一進一退で稽古に励んでい

きます。今後ともご指導よろしくお願いします。 

 

感想文 
河野 純子 / 二級 

 

 この度は2級に昇級させて頂きありがとうご

ざいます。 

いつもご指導いただく先生方や物覚えの悪い

私の質問や稽古に沢山付き合って下さる先輩方

をはじめ仲間の皆様に心からの感謝を送ります。 

 

審査の直前に手首を痛めてしまい、正直この

まま受けていいかも分からず今回は見送ろうか

なぁ…と考えもしましたが、N先生やA先生から

「力の入らない手の方が強いからええのんや」

「その手で出来る事をやったらええよ」と言っ

て頂き、ダメでもともと！と思ってチャレンジ

のつもりで臨みました。  

痛めて力が入らないのにやはり手でどうにか

しようとしている自分や、あれ？これは手が使

えないのだから…どうしたらいいかな…？と…

かなり色々と悩みながらの審査でしたが、Mさ

んの素晴らしい受けに助けて頂き、無事に最後

まで終えることができました。  

いつも通りの自分の稽古がどれくらい出来て

いたのかも分かりませんが、頂いた沢山の助言

やご指導に沿えるように努力していきたいと思

います。 

 

これからも皆さまと一緒に怪我なく楽しく合

気道が末永く続けられるように、少しずつ上達

していけるといいなぁと思います。どうぞ宜し

くお願い致します。 
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三級審査に 臨み 
大塚 光夫 / 三級  

 

 この度は  三級に昇級させて頂きありがとう

ございました。 

早起きが  苦手な私が たまにでは あります

が 朝稽古に 参加すると  中尾先生が 行く度に  

大塚さん  合気道というのは  受けが  攻めてこ

そ 稽古に なるんですよ！なかなかその意味が 

理解出来ませんでした、現在も分かりませんが  

しかし今回審査に 臨み、 その言葉通りに サム

さんが 上手く攻めてくれたからこそ  なんとか 

下手なりに終わることが  出来たのかなと 思っ

ております。 

正直  年齢と体力に  不安はありますが  今後

は 上手な 受けと 取りが  出来るように 頑張

ります！ 

昨日よりも今日、今日よりも明日、もう少し  

もう少しだけ上手に なりたいの 毎日です。全

ての  せいぶ館の  みなさま  そして今回受けを 

引き受けて くれました サムさん本当にありが

とうございました。 

 

 

昇級審査所感 
河村 健志 / 三級 

 

 「3級の審査は、これまでと比べて難しい」と、

何人かの人に言われたが、それが自分の実力だ

からと開き直って審査のための稽古も特にしな

いまま審査前日になり、受けの相手も決まって

いないという緊張感のなさ。この日、たまたま

稽古で一緒になった門田さんの「審査の受け、

やりましょうか」という温かいお言葉に甘えて

お願いし、その日の稽古で何度がお相手してい

ただいたところ、「残心が良くない」とのご指

摘。 

 

迎えた審査当日、5、4級と違って一人ずつの

審査と言われ少々狼狽えるが、これまた開き直

って緊張感のないまま自分の番。とにかく「残

心」と、あとは「姿勢」に気を付けて審査開始。

いきなり一教で「あれ？」、二教で「あら？」

と声が出てしまったが、技の順序も間違えるこ

となく審査は終了。「ん～…。」と唸ってしま

った。 

 

講評までに何人かの人に「良かったよ」とい

われたものの、自分で自分の審査は見てないわ

けだし、技に高い精確性があったとも思えない

し、どうだろうと思いつつ、やっぱり稽古不足

かなぁ、なんて今さら反省したり…。  

 

結果は、合格。門田さん、ありがとうござい

ました。日々の稽古で相手をしていただいた

方々、ありがとうございました。これからも、

ご指導願います。これからも、面白可笑しくブ

ン投げてやってください。  

 

今回の審査で反省点は色々あれど、それはこ

れからの稽古で少しずつでも進歩させるとして、

今回の最大の反省点は、この原稿の送付がとて

も遅くなったことです。  

ごめんなさい。 

 

感恩相遇 

王 晓（ワン・シャオ） / 三級 

  

这次能过三级，非常感谢老师的指导，同伴的

陪练。 

人家问我什么是合气道！我也不知道怎么回答，

但是我知道我喜欢，喜欢需要理由吗！我就这样

慢慢的努力着，锻炼着，足矣。 
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（日本語訳） 

「出会いに感謝」 

今回三級に合格できました、ご指導いただい

た先生や、一緒に稽古してくれた仲間に感謝の

気持ちで一杯です。 

合気道って何？と皆が訊いてきます。どう答

えればいいのか私にもわかりません、でも好き

だということはわかっています、好きに理由が

要りますか？だから私はゆっくり、頑張って稽

古します、それで十分です。 

 

昇級審査を終えて 
岡田 梨奈 / 四級 

 

 この度、4級に合格させていただき、ありがと

うございました。4月に合気道を始めたばかりで、

まだ技も基本的なものしかできないのですが、

たくさん稽古にはげむように頑張ってきました。

簡単なことや、当たり前のことをきちんとする

のは難しいと、今までの部活や受験勉強を通じ

て感じてきましたが、やはり合気道でもそうで、

気を抜くと、おへそが相手の方を向いてなかっ

たり、腰を低くできていなかったり、特に、受

けの時に攻める姿勢を保てていなかったりと、

基本事項でありながら、できていないことばか

りです。受けが攻めないと、相手が技をかけら

れないし、技をかけたとしても、全く意味のな

いものになるということを、せいぶ館の稽古で

学びました。常に攻めの姿勢であり、いつでも

技をかけられる体勢でいるということは、とて

も意識していないとなかなか出来ないので、本

当に自分はまだまだなにもできていないなと思

うばかりです。未熟者ですが、基本を大切にし

て、稽古に励んでいきますので、これからもご

指導のほどよろしくお願いいたします。  

 

ひとりごと 
森田 榮一 / 四級 

 

 ・・・今が思い出になる時が来る。  

 

・・・悪いことは、おこらない  

 

・・・すべては、よくなる。  

 

・・・これからが始まりだ。  

 

ところで話は変わりますが、このたび4級に合

格させていただくことができました。これも皆

様の御協力のおかげです。ありがとうございま

した。これからも、よろしくお願いします。

 

 

4年ぶりの昇級審査 
塩田 雅啓 / 四級 

 

僕は中学1年生以来、約4年ぶりに昇級審査を

受けました。中学2年生から忙しくなかなか受け

ることが出来なかったのですが、やっと受ける

ことができました。 

今まで僕は審査を受ける時はとても緊張して

しまい、体が思い通りに動かないこともあった

のですが、今回は思ったよりも緊張せずに動く

ことができて本当に良かったです。今年は2週間

稽古できないと思っていたのですが、せいぶ館

で稽古できると聞いて審査前日に練習すること

ができ、少人数だったため先生もみっちり教え

てくださり、それで今回は合格出来たのかなぁ

と思います。 

演武は毎回見る度に、有段者の人たちはすご

いなぁと思います。 

  そして今回は昇級審査で初めて受けをして、

なぜか取りをするときよりも緊張してしまいま

した。 

  最後に、今回の昇級審査で注意されたことを

今後に生かして練習をしていきたいと思います。 

 

４級の審査を受けて 
（加古川）西村 将希 / 四級 

 

 子どもの審査を卒業して1年、5級に昇級した

ことがまだ少し昔のことのように感じます。  

高校2年生になって本格的に合気道ができ

る！と思っていたら、模試だ、部活だと忙しく、

なかなか稽古ができませんでした。  

しかも直前に若干スランプに陥ってしまい、

正直かなり不安でした。けれど落ち着いて教え

てくれる合気会の方々のおかげで無事にスラン

プを抜け出し、落ち着いて審査に臨むことがで

きました。 

来年はまた受験の為、なかなか稽古に出られ

なくなると思いますが、可能な限り参加したい

と思いますので、みなさん、ご指導のほど、よ

ろしくお願いします。 
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審査を終えて 
（加古川）西村 友作 / 四級 

 

 この度4級の審査に合格することができまし

た。 

ご指導いただいた先生方、先輩方、稽古仲間

のおかげと感謝しています。  

日ごろの運動不足のせいか、審査前の稽古で

疲れてしまい、審査中の姿勢、体捌きがかなり

怪しくなり「まずいなぁ」と思っていたら、や

はり審査後の講評で中尾先生からご指摘をいた

だいてしまいました。 

今回の昇級審査までの稽古が4級の審査に必

要な稽古回数40回ギリギリと少なく、技の精度

も不十分だったことも反省し、次の昇級審査時

には改善していきたいと思います。  

皆様、今後ともよろしくお願いいたします。  

 

 
 福岡 茜 / 五級 

 

 いつもせいぶ館の皆さんが親切に教えてくだ

さるお陰で昇級することができました。  

感謝の気持ちでいっぱいです。 

もっと早くせいぶ館を見つけることができて

いたらな〜といつも思っています。 

毎日楽しい時間をありがとうございます。 

残り3-4ヶ月よろしくお願いします。 

 

 

 

一年間 
（加古川）菅原 達矢 / 五級 

 

 9月7日本日試験日。去年の9月7日は合気道の

体験に行った日でした。あれから一年して試験

を受け、無事に5級へ昇級できました。最初は稽

古を続けていけるか心配でしたが、合気道の楽

しさ、周りの先輩方からの指導もあり現在に至

ってるのかなと思います。  

学生時代には空手、剣道としていましたが、

今は合気道の難しさを楽しめるようになり、仕

事、生活にも合気道の姿勢が役立つことが出て

きました。 

周りと比べるという気持ちも大切かもしれま

せんが何より、自分自身に負けず、無理せず合

気道をこれからも続けていきたいと思ってます。   

次は4級目指して頑張ります。 

ありがとうございました。  

 

 

 

初めての昇級審査 
今西 美希 / 九級 

 

 初めて試験を受けました。大勢の人がいて緊

張しました。九級に合格してうれしかったです。 

 

苦手な後ろ受け身の練習をたくさんして、少

しでもできるようにがんばりました。  

 

 いつもはコープ神戸でやっていますが、審査

を受ける前の週にせいぶ館の子どもクラスに練

習に行きました。そのとき初めて道場を見まし

た。 

 

 もっと技を練習して、来年はひとつでも上の

級になれるように努力します。  
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マレーシア訪問記 

  

2019年8月 禱（いのり）知世/初段

8 月 1 日から 4 日まで、マレーシアのクアラ

ルンプールへ中尾先生夫妻に同行させてもらい

ました。日本の気温は連日の 35 度超え。。さら

に蒸し暑いと聞くクアラルンプールへ覚悟して

行きましたが、意外にも涼しかったです。マー

カスさんの道場を含め、3 つの道場で稽古させ

てもらいました。 

 

1 日目 

 夕方、あきさんが空港に迎えに来てくれてホ

テルへチェックインし、そのまま道場に直行す

る。機内食を食べたきりでお腹はグーグー鳴っ

ている。 

 4 階建のビルの階段を上がって行くと、最上

階にタンさんの道場はあった。細長く広い道場

だ。稽古開始時間の 19 時を過ぎてからもポツリ

ポツリと集まってくる。これがマレーシアタイ

ムというものなのか。総勢 20 数名で稽古は始ま

った。国や人種も年齢も様々で、みんな楽しそ

うにいきいきと稽古をしている。私は海外で合

気道をするのは初めてなので、それを体感でき

てとても嬉しくなりました。  

 骨ではなく皮（skin）や産毛（downy hair）を

触る、伸ばす、重心を下へ、センターを意識す

る、地球を意識することを大切に、稽古が進ん

でいきました。中尾先生はいつも通りで、どん

どん投げる投げる（笑）。みんな強張って腰が

引けている。大丈夫かな？という受けの取り方

をする人もいる。だんだんとヒートアップして、

道場内の熱気はむんむんでめちゃくちゃ暑い。。

せいぶ館と同じくらい暑い！冷たいビールが飲

みたい。。 

 終わったあとの待ちに待った打ち上げは、す

ぐ近くにあるスチームボートのお店へ。野菜や

肉、魚介類などを美味しいスープでいただくマ

レーシアのソウルフードだとか。ナツメやクコ

の実、にんにく、しょうが等沢山入った漢方の

ような出汁で、なにもかもが美味しかった。今

日の極め付けは、ギネスビールが半分フローズ

ン状態で飲めたこと。。感動です。  

 ホテルに戻ると 0 時を過ぎていて、洗濯して

シャワー浴びてとしていたら 1 時を過ぎていた。 

 

2 日目 

 マーカスさん、あきさん、先生達みんなで朝

から観光へ。ツインタワーあたりをぶらぶら。

小洒落ていますね〜このあたり。曇り空が続い

て気温も 30 度程で過ごしやすく、逆に日本は災

害的猛暑なんだそう、ギョエー！  

 

✻✻✻✻✻ ✻✻✻✻✻ 
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マレーシアで合気道を広めることに尽力され

た山田先生と中尾先生達の食事会にご一緒させ

ていただきました。アラブ料理だそうで、とて

もヘルシーでどれも美味しかった！  

 この日は 19 時からレイモンドさんの YMCA

で稽古です。中尾先生は 50 年前に兵庫県の青少

年派遣事業で選ばれて、この YMCA に来られ宿

泊したのだそう。当時は周りには緑がいっぱい

だったそうですが、その頃とは環境が随分と変

化し、高級ホテルや高層建物が建ち並ぶ街並み

になったそうな。。 

 この道場では沢山の若い生徒さんが来られ、

中でも 10 歳だった男の子が今では 30 歳の青年

に成長して先生達との再会があったり。稽古で

は沢山受けに呼ばれていて、爽快な受けを取ら

れていました。そして、ここの道場はクーラー

が効いていてとても快適でした。  

 今日の打ち上げはチャイニーズレストランで

大きな円卓を囲んでの宴会です。レイモンドさ

んはせいぶ館 45 周年の T シャツを着用なさって

いました！そして中尾先生にオリジナルのエプ

ロンをプレゼントされ、お二人の素敵な笑顔が

見られてとても幸せな気持ちになりました。人

と人を繋ぐ合気道は本当にすばらしい。そして

料理もビールもとても美味しかった。  

 今日も日付けが変わる頃に帰り、洗濯してシ

ャワー浴びて気付いたらソファーで爆睡してい

た（笑）。 

 

3 日目 

 朝にあきさんが迎えにきてくれて、あきさん

のお父さんと 3 人でヒンドゥー教の聖地バトゥ

ケイブへ。朝ごはんもここでカレーとチャパテ

ィとココナッツジュースをいただき腹ごしらえ

は完璧！ 

 レインボーカラーの 272 段の階段を上がると

クアラルンプールを一望できる程の高台に。。

洞窟の中はとても広く、奥の階段をさらに上が

ると吹き抜けになっていて、野生の猿がわさわ

さいる。ペットボトルを飲んでいたり、バナナ

を食べている猿もいます（笑）。毎年行なわれ

る「タイプーサム」という大祭（奇祭）では 80

万人もの人々が集まるのだとか。あまりにも過

激すぎてマレーシアとシンガポールでしか見る

ことの出来ない貴重なお祭りなんだとか。とに

かくここはすごいパワースポットだそう。クア

ラルンプールに行かれたら是非行ってみてほし

いです。 

 さて、午後からは待ちに待ったバングサでの

マーカスさんの道場で稽古です。道場はスポー

ツセンターの中にあります。前半は明子先生、

後半は中尾先生。笑顔が絶えない明子先生の指

導で身体も表情もほぐれていく。休憩を挟みス

タートした中尾先生の時間は自然と緊張感が増

す。投げ技が多くドカドカ汗が流れ、みんな真

剣な表情になっていく。二人掛けでは顔がほこ

ろび笑い声が聞こえだす。最後はストレッチで

中尾先生と明子先生が三点倒立をすると歓声が

上がりました。3 時間の稽古はあっという間に

終わりました。 

 打ち上げはスチームボートのお店へ。魚介類

にお肉、野菜やらわんさか食べて飲んで語らい、

ずっと笑ってました。二次会ではマーカスさん

のご自宅で美味しい日本酒をいただきました。

毎日こんな風に暮らせたら幸せだろうなぁ。。  

 

4 日目 

 とうとう最終日。この日は朝から 3 時間ぶっ

通しで稽古が行われました。レイモンドさんも

参加され、子どもも大人も脱落することなくよ

く頑張りました。 

 毎日楽しく稽古が出来るって、心も身体も健

康じゃないとできません。そして、ここクアラ

ルンプールや世界中に合気道をする仲間がいる

ことはとても幸せなことです。これからも 1 人

でも多くの方と合気道がしたいという想いが強

くなりました。 

 チャイニーズレストランで最後の昼食会。リ

ズとアリシアが TAPAI と言う米と麹を発酵させ
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た甘酒状のデザートを差し入れてくれました。

とても美味しかったです。  

 私は夜の便でシンガポールへ。これにてマレ

ーシアでの合気道生活は終了です。  

 

 いつも笑顔で毎日送り迎えをしてくれ、細や

かな気遣いをしてくれたマーカスさんとあきさ

んには感謝の気持ちでいっぱいです。怪我なく

毎日充実した合気道生活を過ごせて幸せでした。 

 中尾先生、明子先生本当にありがとうござい

ます。お二人のお陰で本当に貴重な経験をさせ

て頂きました。合気道を続けて行く上でもとて

も良い経験になりましたので、この先また機会

に恵まれることがあればその時も必ず行きたい

と思います。みなさんもぜひ参加してください

ね！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでの行事 これからの行事 

3/23（土）遠藤先生稽古会 

3/24（土）甲南大学との合同稽古会（遠藤先生）

＠佐々木 

4/1 （月）～11（木）せいぶ館 UK 長尾・明子・

中尾 

4/27（土）鈴木師範稽古会 

4/28（日）甲南大学との合同稽古会（鈴木師範）

＠御殿 

5/3 （金）～13（月）シアトル・ビクトリア 明

子・中尾 

5/19（日）甲南大学との合同稽古会（難波師範）

＠金賢莊 

5/25（土）全日本合気道演武大会＠日本武道館 

6/15（土）栗林師範稽古会 

6/16（日）甲南大との合同稽古会（栗林師範）＠

御殿 

6/23（日）イヴァン壮行会＠灘屋 25 名 

7/23（火）～8/5（月）土用稽古 （完遂者 内田・

河村・サメル・中尾・小嶋・

中谷 以上 6 名） 

8/1 （金）～5（月）マレーシア 禱・明子・中尾 

8/11（日）暑気払い 23 名 

9/29（日）関西地区合同研鑽会（植芝道場長指導）

＠ひびき道場 

 

 

10/5 （土）県民大会＠県武道館 

10/28（月）～11/8（金）山手学園 合気道授業 

11/3 （日）～4（月）鈴木師範稽古会＠せいぶ館 

11/10（日）甲南大学との合同稽古（難波師範） 

12/1 （日）横田前道場長追悼演武会・総会・忘年

会 

12/15（日）大掃除 

12/21（土）～22（日）遠藤先生稽古会 

12/31（火）稽古納め 

1/4 （土）稽古始め  

 

編集後記 

年二回の審査、いつも秋は、春よりも人数が少な

い傾向にあります。その理由は、子どもクラスの

子たちが主に春に受けるから。子どもたちの場合、

絵を描いてくれる子が多いので、せいぶ館通信も

春の号は賑やかな感じになります。  

一方の秋は、審査後の作文も少なめ。というわけ

で、今回のせいぶ館通信には、同時期にあった加

古川の審査の作文が入っています。また、作文と

別にイラストを描いてくれた人もいました。絵が

あると誌面が楽しくなっていいですね～。今後も

皆様からのイラスト、お待ちしております。  

2019年9月30日 長尾由紀子 

7月 イヴァン 

ニュージーランドへ帰国！ 

道場がまた一つ生まれるかも？！ 
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［せいぶ館道場 入会案内］ 

■会費 

・入会金 5000円 

・会費 （なるべく３ヵ月分以上を前納して下さい）                 ※ 2019/9 現在 

一般 15,000/3ヶ月  28,000/半年  50,000/1年 

親と子（小学生1人） 15,000/3ヶ月（３ヶ月以上一括払いのみ） 

小～大学生(23歳以下) 3,000円/月 

ビジター料金 ※ 一般：1,000円/日 3,500円/週  小・中・高・大学生(23歳以下)：1,000円/週 

本部師範およびそれに準ずる先生にご指導頂く場合：一般 2,000円/日 

・休会時は事前に届を出すと、500円/月になります 会費の滞納が６ヵ月以上続いた場合は退会とみなします 

・ 会費を銀行振込する場合：日新信用金庫･宇治川支店 普通No.340076 せいぶ館佐治孝雄(ｾｲﾌﾞｶﾝ ｻｼﾞﾀｶｵ) 

・ 会費を郵便振替する場合：口座番号：14340-56119711 加入者名：せいぶ館佐治孝雄(ｾｲﾌﾞｶﾝ ｻｼﾞﾀｶｵ) 

 

■稽古中のケガ、その他事故については会員個人の責任とします  

  ・紛争は当事者同士で解決して下さい 

  ・スポーツ安全保険に加入して下さい （団体保険は毎年3月末切換えです。 掲示にご注意ください） 

     (財)スポーツ安全協会 

〒650-0011 神戸市中央区下山手通4-16-3 (兵庫県民会館)(公財)兵庫県体育協会内 ℡(078)-332-2380 

■気持ちよく稽古ができるように 

・道場内外は来た時よりも美しく。  ・道場内は禁煙・禁酒・禁飲食・禁携帯電話です。 

・道場内には私物を置かないで下さい。もし私物を１週間以上放置している場合は道場で処分します。 

 

■稽古時間  ＜2019年9月現在 ／ 祝祭日・年末年始等は掲示にご注意下さい ／ ★マークのクラスには一般も参加できます＞ 

 朝のクラス 昼のクラス 夜のクラス 

月 7:00～8:00 (初心者)★ 中尾   18:30～20:00 Jones 

火     18:30～20:00 徳山 

水 7:00～8:00 中尾 13:30～15:00 (レディース) ★ 明子 18:30～20:00 (初心者)★ 長尾 

木 
  

13:30～15:00 藤井 
18:30～20:00 佐治 

16:45～18:00 (子供クラス) ★ Andrew 

金 7:00～8:00 中尾 
  18:00～19:00 (初心者)★ 新阜 

  19:00～20:00 井出 

土 9:30～11:00 (初心者)★ 中尾 
15:00～16:20 (子供クラス) ★ 林 18:00～19:00 久美 

16:30～17:40（中・高校生クラス）遠藤 19:00～20:00 野田 

日 

7:00～8:00 (座禅会) 永昌寺  
 

 

 9:30～11:00 中尾  

11:10～12:10 松平 ←［毎月第2日曜：濱崎］     

県武道館 火曜：10:00～11:30（中尾）／ 明石道場 水曜：19:00～20:30（山下/濱本）／ 西神中央 木曜：19:00～20:10（村尾） 

コープこうべ（住吉）土曜：16:50～18:50（広池） 

杖道部 <神道夢想流> 土曜：12:00～14:30(山下)・毎月第１・３日曜：13:00～15:00 会費：1000円／月 

 

■道場への最寄り駅（徒歩時間） 

    地下鉄 大倉山駅から3分 

    地下鉄 県庁前駅から5分 

    阪急 花隈駅から5分 

    阪神 西元町駅から7分 

    ＪＲ 神戸駅から12分 

    高速 神戸駅から12分 

 
 

≪せいぶ館ホームページ≫   

http://www.seibukan-kobe.org 

 

 白蘆林(はくろりん) 

少年や若者が合気道を通じて強く逞しく、優しい思いやりのある人間になれるように。また、大人もそうあり続けられる、 

そんな青少年健全育成の場でありたい。そういう思いから、下村湖人著「次郎物語」を基に「白蘆林」と名付けました。 


