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遠藤師範稽古会にて 2019.12.21 

   

コロナ 

中尾 眞吾 

 

 新型コロナ、というからトヨタの車がどうしたんかな？ と思った。日産のブルーバードと競って

いた。BC戦争や・・いうて。 

  

 世界中がエライ事である。どんどん死者が増える。アメリカでは、感染者数が発生元の中国を上回

る10万人を超したらしい。大阪・兵庫の知事が、外出を控える様に伝えたのが2週間前、昨日は首相

が、緊急事態宣言が必要な時期が近付いている、との報道があった。  

 

 もはや「戦時」であると、何週間も前に、メルケル首相・トランプ大統領。 

 

 2月の下旬にフィリッピンからの4人が、稽古に来る予定だった。キャンセルしたら航空運賃が返っ

てこない、という事で3人が来神、冷や冷やしながら・・稽古をした。彼らが帰途に着いた時、ホッ

としたなぁ・・。 

 マレーシアやイギリスからも、チケットは取ったものの・・行ったとしても帰ったら1～2週間の拘

束・・。結局、渡航中止の決断。 

 ベトナムからのメール、「3ヶ月前から道場閉鎖。稽古したくて、したくて・・ストレス溜まる」。

なるほど！ ベトナムの感染者はエライ少ない（169名 3/28現在）。 

シアトルでも40日前から稽古が出来てないらしい。「Doing Aikido in our dreams and pajamas」。 
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 遠藤先生の稽古会も、大学での稽古は出来なくなったので、急遽、せいぶ館での会員限定稽古に決

める！ が・・「濃厚接触」になり過ぎるので・・撤回・・中止。43年、先生に教わっているが、初

めての事だ。うぅ～～ん。 

 

 姫路の教室も加古川道場も、施設閉鎖の為に稽古は出来ない。仕方のない事ながら、寂しいな。  

      

 恒例の春の審査も、少年部は延期、級審査は各自、各クラスで行う。段審査は、受験者とウケの人

以外は帰宅してもらう「無観客審査」状態だった。  

 

 3月中、少年部は休んでいる。一般クラスも、月・土の夕方は自主稽古という事でやってはいるが・・

どうしよ？ 4月になっても変わらない？ 

 

 コレラや天然痘やらペストや・・先人は色んな危機を乗り越えてきたし・・ノー天気で稽古を継続

するのも？？？？やけど、閉塞状態もたまらんし・・。 

 

 〇とりあえず、道場は開けます。 

 〇来ないようにして下さい。 

 〇絶好調の時にのみ来て下さい。 

 

 一蓮托生・・の覚悟で。                     令和2年3月29日 記 

 

 

 木曜日の先生役から、休もうと思う、との電話が入る。ヨーロッパでは、若い人3人が死亡。国内

でもゼロ歳児が重篤だという・・。うぅ～～ン・・急遽、各クラス担当者に対処法を相談。・・「明

日から休館」の案内をホームページに載せる。 

 

 守りに入るより、攻め・・とは思うが、敵はちょっと・・強烈過ぎる。  

                                 令和2年4月1日 追記                  

 

令和2年春 昇級・昇段者 
 

六段 佐伯公宏 井出雅洋 

参段 岩佐幹夫 

弐段 伊藤真道 堀口康弘 

初段 サム・カツドゥラ 岡本侑子 濱本達 伊豆好史 

２級 
岩崎伸 藤本茂美 岩松高史 大塚光夫 河村健志 

井上果咲   

３級 大野倫太郎  

４級 土井淳夫 

５級 広池美代子 西野雅子 川崎湧太 

寒稽古完遂者 

内田・河村・小嶋・中谷・西尾・中井・中尾 （以上 7 名） 
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《 昇 段・昇 級 感 想 文 》 
 

ありがとうございます 
佐伯 公宏 / 六段 

 

このたび6段位をいただき、推薦していただい

た濱崎道場長、中尾館長、稽古してきた皆さん

に感謝します。 

33年前、精武館に入門し、震災後、名を改め

た神戸せいぶ館で稽古を続けてきました。一時

期・3年半転勤先の東京で、遠藤先生の六養会を

中心に、本部道場、竹澤先生の稽古、都内の道

場にも行きました。 

精武館では強い先輩方にぼろ雑巾のように投

げられました。東京では、その場その時、様々

な方々と稽古させていただきました。すべてが

今に活きている経験です。  

その中で、一番の危機は、25年前の阪神・淡

路大震災です。私の住居は全壊、稽古の場、精

武館も失いました。しかし、その後中尾館長の

おかげで神戸せいぶ館として再開できました。

稽古ができる場や環境がある幸せを改めて感じ

ます。 

 さて、昨年の秋、深く考えさせられることが

二つありました。一つは、先日のお祝い会で言

いましたように、中尾館長からの言葉です。も

うひとつは昨年10月、遠藤先生の津山講習会で

のこと。稽古が始まる前、先生が開口一番「皆

さんの礼を見ていると覚悟が感じられない」と

言われたことです。心に深く突き刺さりました。 

私は稽古中おしゃべりしません。集中した稽

古をしているつもりですが、「覚悟」となると．．．。

自身に問い続ける必要があります。 

また、遠藤先生はグループぼけするな、とも

言われます。やりやすい相手とだけ稽古し、他

の世界や自分自身が見えなくなることを戒めら

れます。「観の眼」、「離見の見」を養い、そ

の状態であることを常としなければなりません。 

稽古を続けてきて、できるようになったこと

は少しはありますが、まだまだ課題は多くあり

ます。これからの稽古で改善していくことで上

達できると確信しています。  

神戸せいぶ館では今も先輩方が何人もいらっ

しゃるし、遠藤先生に加えて、栗林先生、鈴木

先生が本部から指導に来ていただいています。

地方でこんなにありがたく、恵まれた環境はそ

うないでしょう。今回共に昇段した井出君をは

じめとする心強い後輩たちもいます。  

今、新型コロナウイルスの拡大で厳しい時期

ではありますが、これからもこの素晴らしい道

場で覚悟をもって精進していきたいと思います。 

 

昇段 
井出 雅洋/ 六段 

 

この一月の鏡開きにおいて、六段に昇段させ

ていただきました。このような光栄に浴するこ

とができましたのは、道場の皆様にご指導いた

だき、稽古をともにしていただいたお陰である

と、この場をお借りして心から厚くお礼申し上

げます。また、濱崎さん、中尾さんには昇段の

ご推薦を頂きまして、深く感謝申し上げます。  

大学入学と同時に始めた合気道の稽古はすで

に30年以上が経過しました。神戸に就職し、大

学の後輩からの紹介で、せいぶ館に入会させて

いただきましたが、それまでの技とは異なる、

柔らかくも、ダイナミックで激しい稽古に出会

うことができたことは本当に幸運でありました。

また、そこで稽古する方々との出会いや時間の

共有は国内外を問わず、心躍る、かけがえのな

いものとなっており、せいぶ館の伝統である“ア

マチュアリズム”に培われた精神と毎日、稽古

ができる類い稀な、恵まれた環境が生きている

からこそだと思います。合気道は奥が深く、そ

れゆえに長く稽古を続けたくなるのだろうと思

います。合気道を語るにはまだ百年早いと叱ら

れそうですが、不可思議な魅力を有する武道で

あることに間違いはなく、その虜になりながら

も、稽古を積めば積むほどに、昇段するほどに、

益々、心の持ち様や正確な技の難しさに苦悩す

る日々でもあります。 

武道面においても精神面においても、果たし

て、合気道の正道を歩んでいるのかどうか、常

に自問自答しながら、この先も、一稽古人とし

て、道場内外での稽古に精進し、皆様と共に進

化していきたいと思っております。何卒よろし

くお願いいたします。 

 

合気道人生 
岩佐 幹夫 / 参段 

 

世の中がコロナウイルスの事以外考えるゆと

りをなくしている中で、私は審査でゆとりを失

くしていましたが、なんとか無事参段を允可し

て頂きました。 

審査に当たって過去の色んな事が、頭を過り

ました。 
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小、中学時代の野球に没頭していた時、高校

生になってバスケットに打ち込んだ時、毎回病

気で運動を中断された思い出。 

53歳から始めた合気道が面白くなり出した時、

またも病気で胃の切除！神様は私に運動しては

ダメと言っているのか？ 

しかし8年前に大阪に転勤になり単身赴任で

暇を持て余していた時、偶然入った「酒之灘屋」

で中尾さんとせいぶ館に出会い新たな展開が。

そこからは怒涛の合気道人生が始まり、年間240

回の稽古を自分に課するほどの打ち込みように。 

諸々の記憶と思いを胸に臨んだ審査でしたが、

結果はまあこんなもんで、稽古回数と歳の割に

頑張ってるで賞でした。 

しかし、講評でご指摘いただいた、目線が下

がっているという言葉に、そうか目線を上げて

腰骨を立て、胸を張って技を掛ければ、力まず

に下半身の力が相手に伝わるぞ！！  

これはかっこいい合気道が出来そうだ。  

年甲斐もなくまたまた夢想しています。  

去年からは東京に戻り、せいぶ館での稽古は

減りましたが、本部師範の稽古を受ける事が多

くなり、益々合気道にのめりこんでいます。  

いつもご指導いただいている先生方、一緒に

稽古している道友の人たち、本当に有り難うご

ざいます。 

合気道に出会えて最高に幸せです。 

 

 

早朝稽古からの成長 
伊藤 真道 / 弐段 

 

今回の審査で二段に昇段させていただきまし

た．せいぶ館での初めての審査で少し緊張しま

したが、なんとか自分の力を発揮できたと思い

ます。指導していただいた方や、練習に付き合

ってくださった方、応援してくださった方、そ

の他諸々のみなさま、ありがとうございます。 

  

初めてせいぶ館の朝稽古に参加した時のこと

は、今でも鮮明に思い出せます。今までの道場

でやってきたことが全然通用しない一方で、か

る〜い動きで投げられる、先生の技や説明がほ

とんど理解できない、おまけにたった1時間の稽

古に体力がもたず気絶しかけました。「レベル

違いすぎるし、しんどいから通うん無理や」と

思いつつ、帰り支度をしていると、中尾先生か

らまたおいでとお声をかけていただき、流され

るがままズルズルと通い、気付けば2年ちょっと

経ちました。せいぶ館の合気道の面白さに魅せ

られたのと、道場に集まる方々の人の良さのお

かげで続けられたのだと思います。これからも

よろしくお願いします。 

  

せいぶ館に来てから、変わったことが二つあ

ります。一つは、喜怒哀楽を（表面的に）コン

トロールすることができるようになったことで

す。元々、感情が素直に顔にでる小僧だったの

ですが、柔らかい技をやるために繊細な体の統

制や、冷静な状況判断を繰り返すうちに、表情

をあまり変えずに技ができるようになりました。

当然、表情を取り繕っているだけなので、まだ

まだ内心びっくりしていることが多いです。今

後は何をされても動揺しなくなる事を目標に稽

古を積み重ねていきます。もう一つは、受けに

対する意識が変わりました。以前は、とにかく

強く持ち、技にかかるまいとしていたのですが、

現在は、相手の動きに素直に対応するという意

識で受けをとっています。イメージとしては、

静かな水面です。静かな水面には、小さな葉っ

ぱが落ちただけで、波紋が広がります。波打つ

水面に物が落ちた時と比較して、物が落ちたこ

とに対する波紋が観察しやすいのです。意識を

変えた結果、取りがどのように崩しを行ってい

るか、またそれに対して受けがどのような反応

を返すのかが把握しやすくなりました。今はこ

のイメージが気に入っているので、しばらく続

けようと思います。 
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新型コロナウイルスの影響で、世間には暗い

ムードが漂っていますが、なんとか元気でやり

過ごして、またせいぶ館でみなさまと一緒に稽

古をしたいです。その際は、これまで通り愛の

あるご指導をよろしくお願いいたします。 

 

好きこそものの上手なれ 
堀口 康弘 / 弐段 

 

 この度は、弐段を允可いただき誠にありがと

うございました。中尾先生始め、ご指導頂いた

先生方、先輩方、同志の皆様のおかげと改めて

感謝いたします。 

 

金曜日、神奈川の自宅で所用を済ませそのま

ま帰神、土曜日一夜漬けで稽古して日曜日審査

を・・と甘い段取りをしていましたが、土曜日

の稽古前、中尾先生から、こんなご時世今日審

査しようと。 

えっ！（でもまぁ一夜漬けで何とかなるもんで

もないですし。） 

初段の時に頂いた勝負道着で日曜日の審査に

挑もうと思っていたので、当日は通常稽古のつ

もりで着ていた若干大きめの道着で受けること

に。まるで一休さんのように袴から道着の裾が

のぞいてる。N村さんから、自衛隊だったら審査

を受けさせてもらえないとのご忠告。  

少人数で、より注目される心地よい緊張感の

中、素晴らしい受けの皆様のおかげで、今の自

分の精一杯の実力が出せたかなと思います。と

いうかこれが現実、限界でした。ただ、とても

楽しく審査を受けることが出来ました。  

 

今回、弐段という資格はいただきました。が、

弐段に見合った実力にはまだまだ程遠いと感じ

ています。そして、審査後にご指摘頂いたこと

を意識しながらもっともっと稽古がしたくなり

ました。意識をしないと何も変わらない、何も

進歩しない、そんな意味で今回の審査は、改め

て己の現実を知り気づきを与えて頂けた、非常

に意味のある審査となりました。  

 

皆さんもよくご存知の「好きこそものの上手

なれ」ということわざがあります。上手くなる

にはまだまだ程遠いですが、好きな事で、楽し

い時間を過ごしているのは幸せだと、また、だ

からこそ続けられるのだと思います。好きだか

ら稽古に来る、稽古をするから気づきが得られ

る、気づきが得られるから意識した稽古ができ

る、意識しているから変わろうとする、そして

少しずつでも進歩していける・・・好きで続け

ていけばいつかは上手になれるのだろうと信じ

ています。 

 

ところで今回、人事異動で4年半の単身赴任生

活に終止符を打つ事になりました。  

土日の午前は稽古を楽しみ、稽古が終わり土

曜日は昼から家飲み、日曜日は道場の方との食

事から夕方まで飲み、家に帰ってテレビを見な

がら飲み、いつのまにかウトウト・・・神奈川

の自宅に帰る以外の、毎週末の激しくも心地よ

い稽古、怠惰で緩やかな時間がもう味わえない

と思うとひじょ〜に寂しい。  

これからは愛する家族への孝行と、I佐せいぶ

館東京支部長からの厳しいご指導を頂きながら

大好きな合気道を続けていきたいと思います。  

 

最後にもう一言・・・ 

改めて、せいぶ館はとても恵まれた良い道場

だと思います。一週間16コマ、一カ月60超の稽

古がやろうと思えばいつでもでき、多くの高段

者の方がおられ普通に組んで頂ける、常時10〜

20名の方々との稽古ができて、本部師範3名各々

年2回のご指導が頂け、指導者講習会、研鑽会、

武道祭、他道場との稽古参加要請など、中々味

わえない環境が当たり前のように整っています。

特に初心者としてせいぶ館に入門された方には、

その恩恵やありがたさを感じて稽古をされたら

いいなと思います。 

 

この4年半、鬱にもならずホームシックにもか

からず、楽しい時間を過ごしてこれたのは、せ

いぶ館という素敵な「場」とそこに集う「人」

に巡り会えたからだと改めて感謝します。  

本当にありがとうございました。  

この4年半の経験は、この年になった今でも、

今だからこそ、ものすごく良い経験となりまし

た。 

また、機会があれば是非皆様との楽しい稽古

がしたく、その時を楽しみに精進します。  

 

その時までまた・・・ 
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初段 
サム・カツドゥラ / 初段 

 

今回初段の審査を受けさせていただき、昇級

できましたこと、とても感謝しています。 

一年ぶりの審査受審でしたが、やっぱり時間

が思ったより早く過ぎました。審査の日が近づ

くにつれて、私は「今まで何をしていたのか？

本当に初段の実力があるのか？」という思いが

強くなりました。最近はコロナもあるし、冬休

みに帰省した後、年の初めの3ヶ月は、仕事が非

常に忙しいのですが、おかげさまで、何とか稽

古回数を達成することが出来ました。 

今回の審査の受けは小林さんでした。最近一

緒によく稽古していて、お互いに稽古の感じに

慣れていました。ですが、審査が始まったばか

りの時、中尾先生から「ちゃんと武道をして」

と言われました。小林さんは受けとして、真剣

にかかってきました。心臓がドキドキして、最

初はとても不安でしたが、先生方や佐伯さんの

言葉、「ゆっくりと、綺麗な姿勢で、膝を柔ら

かく、基本の動きは入り身‐体捌き‐転換で」

を思い出しながら、審査を続けました。無事に

審査を終えることができました。中尾先生の言

葉は決して忘れません。 

審査に合格しても、私のレベルについては、

まだまだ十分ではないと思います。でも以前と

違うことは、審査を受けて合格するよりも、も

っと稽古を楽しみたいと思います。以前は「あ、

初段になって、黒帯と袴を身に着けられたらい

いな」という目標がありましたが、今の私は、

何段でも、何色の帯でも、楽しい稽古、ワクワ

クさせられる稽古を相手としたいと思います。 

この度、この段階に到達して、せいぶ館の人

全員に、感謝の気持ちでいっぱいです。初段に

なっても、私にとって、何も変わりません。稽

古を続けていきます。これからも一緒に楽しい

稽古をよろしくお願いします。 

 

初段 of hard mission 
岡本 侑子 / 初段 

 

この度、初段に昇段させて戴きありがとうご

ざいます。  

18歳。高校生という肩書きに別れを告げるタ

イミングで、初段という責任ある段位を頂いた

ことをとても嬉しく思います。  

今回の試験では、今までの昇級試験とは雰囲

気の重みが違いました。しかも私自身、いつも

の練習とは違う厳粛な道場の雰囲気に飲まれて

しまい、緊張で顔も身体もずっと強張ってしま

いました。  

有段者の先輩方も、このような試練を潜り抜

けて来たのかと思うと、改めて畏敬の念を抱き

ました。  

だからこそ、私も同じように他の人に思って

貰えるよう、日々精進していきたいと思います。 

最後になりますが、この場をお借りして、い

つも厳しくも丁寧にご指導してくださった先生

方や先輩方、中高生クラスの仲間に感謝申し上

げます。本当にありがとうございます。  

これからも変わらぬご指導よろしくお願いし

ます。  

 

 

袴 
濱本 達 / 初段 

 

 この度は、初段をいただき誠にありがとうご

ざいます。思いおこせば、運動不足のために何

か体を動かさなくてはと思っていた時に、剣道

をする娘の袴姿を見て『武道ってカッコいい！

私も袴を穿きたい！』と思ったのが合気道をは

じめるきっかけでした。本当にこんな単純な動

機から始めた合気道です。やってみると、体は

動くつもりでしたが思ったほどに動けず、稽古

で技を練習しても2～3日もたてば忘れてしまう

のが現実でした。そして審査の前になると、で

きない自分に落ち込みました。でも「やめたい。
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やめようかな？」という気にならなかったのは、

自分でも不思議です。やめようという気になら

なかったのは、やはり指導してくださる先生方

をはじめ相手をしてくださるみなさんとの合気

道を通しての交わりが楽しかったからだと思い

ます。そして年齢は違えども一緒に同じ級・段

を目指す仲間がいたからだと思います。  

今回、ついに念願の【袴】を穿くことができ

るようになりとてもうれしく思います。初段を

受けるにあたり、イメージトレーニングをした

り稽古で先生の技を見たりする中で、「あ～っ、

そうか、この動きはここに繋がるのか。」など

と意識できることが多々ありました。「初段か

らが面白くなるよ。」と諸先輩方から伺ってい

ましたが、なんとなくわかるような気がしまし

た。でもこれで満足するのではなく、ここから

が私の新たな出発です。皆様今後ともどうぞよ

ろしくお願いいたします。  

最後になりましたが、稽古及び稽古前・稽古

後にご指導くださった先生方、相手をしてくだ

さったみなさま、そして審査当日に受けを取っ

てくださったみなさま、本当にありがとうござ

いました。心より感謝いたします。  

追伸：先輩方の審査や演武を拝見して、空中

でぐるんぐるん回転するような激しい受け身も

怖がらず取れるように自分もいつかなれるとい

いな！と強く思いました。（はたしていつにな

るのだろう？） 

 

 

合気道にはまる 
伊豆 好史 / 初段 

 

 この度は、初段を頂き誠にありがとうござい

ます。ご指導頂いた皆様方に大変感謝いたしま

す。 

最近の稽古で感じることなのですが、稽古の

最中に何も考えなくなり、相手の方とひたすら

受け・取りを繰り返す、その繰り返しからふと

我に返ると稽古が終わっている、そのような機

会が増えたように感じます。  

以前は稽古中に様々な疑問や言葉が頭に浮か

び、相手の方の動きへの注意が散漫になること

がままあったことを考えると、合気道に「はま

って」きているのかな、と思います。  

技や体捌き、間の取り方など技術全般につい

ては、先生や有段者の方々の動きを見るにつけ

自分の未熟さを痛感し、これからも稽古を積み

重ねて向上させていきたいと思いますが、一方

で、上述のような合気道に「はまる」度合も、

もっともっと上げていき、稽古を、より集中し

た、充足した時間にしたいと思います。  

これからも宜しくお願い致します。

 

 

二級 
岩崎 伸 / 二級  

 

 三級から足掛け5年、二級をいただくことがで

きました、ありがとうございます。  

半年前の昇級試験を逃してから、この半年間

しっかり稽古する場を整えて頂いたことにまず

は深く御礼申し上げます。  

世間では新型コロナの影響がでていますが、

せいぶ館では、平常心で当たり前のことを当た

り前に行うということを貫かれており、その一

員であることを嬉しく感じています。  

本日稽古後の「覚悟して稽古してください」

には背筋が伸びるとともに良い意味でグッとき

ました。 

今回の試験後には、足運びと体軸の稚拙さを

ご指摘頂いたのですが、過去の昇級試験時の作

文にも同じことを指摘頂いたと書いていました。 

相変わらず同じところをグルグル回っています

が、回りながらも少しは上に登っていると信じ

て今後も稽古していきたいと思います。  

皆様の稽古相手となれるよう、足運び・体軸

の意識に加えて「しっかり攻める」ことができ

るように意識していきますので、今後も稽古を

よろしくお願いいたします。  
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2級に 
藤本 茂美 / 二級 

 

 今までご指導して頂いた先生方、稽古に付き

合って頂いた方、今回受けを取って頂いたお二

方に、唯々感謝で一杯です。お蔭で2級に昇級す

ることが出来、ありがとうございました。  

 審査前、体さばきをイメージしていたのです

が、特に迷いのある技は稽古不足が露呈してし

まいました。しかし今回一通りイメージするこ

とが出来た事は良く、稽古を繰り返すことで身

に付けていきたい。 

 年は取っていますが体力が続けば次のステッ

プにと・・稽古後の爽快感と楽しさをもう暫く

味わいたく続けたいと思っていますので、皆様

よろしくお願いいたします。  

 

すべりこみ二級審査 
岩松 高史 / 二級 

  

2級は技の数が多く、大変な審査になるとは思

っていましたが、その通りでした。  

これまでの審査はやる技の数がそれほど多く

なかった為、一教や入り身、転換等の基本動作

に集中してやればなんとかなると思っていまし

たが、今回は数が多い分、全ての型をきっちり

やらなければという意識が強く働き、基本動作

もおろそかに、全般バラバラと心も体も落ち着

きなく終わってしまったと思います。と言って

も、次の日またやれと言われてもおそらく同じ。 

まさしく、今の自分の「実力」を改めてガツ

ンと知らされる機会になりました。  

  

合気道。奥が深そうです。 

図書館に行くと、こんなに自分が知らん本が

山ほどあるんやと圧倒されますが、日々のせい

ぶ館道場でも、ちょっとそれに近い感覚があり

ます。分からないことだらけ。ではありますが、

焦らず一つ一つ吸収して続けていければと思い

ます。 

  

今回の審査で次こそは気持ちよくやるぞと、

メラメラやる気が湧き上がってきました。  

皆様今後ともご指導のほど、宜しくお願いし

ます。 

 

2級審査を 受けて 
大塚 光夫 / 二級 

 

 この度は 慌ただしいなか 審査を実施して頂

きありがとうございました。合気道を始めて早

いもので 三年目になりました。 

最初は 血糖値コントロールの為の  軽い運動

のつもりで はじめたのが  まさか自分がここま

で続くとは 思ってもみませんでした。振り返れ

ば  真剣に合気道に向き合っていらっしゃる先

輩方に なんと失礼なことだったのかと  思いま

す。 

ようやく今回三級から二級を受けるにあたり、 

技が増えて 緊張も重なり  順番と種類が中々出

て来ず  ロボットのような動きになってしまい

ました。一教も まともに出来ていないのが現状

の私ですが  それでも昇級させて頂き本当にあ

りがとうございました。  

今後は内容も伴うよう  日々の  稽古の中で 

私の好きな言葉の 館長の（武道なんですから）

を 目標にして 実践出来ればなと思っておりま

す。 

そして今回昇段をされた方々  本当におめで

とうございます 昇段試験を見学させて頂き  現

状の自分との違いを  痛感しました。頑張って 

後をついていきますので  ご指導宜しくお願い

いたします。 

最後に 正直こんな歳になってからと  笑われ

るかも しれませんが 久々に何かに打ち込める

自分が 今は楽しいんです。 

早くコロナウイルスが  おさまりますように 

願っております。 

 

審査所感 
 河村 健志 / 二級 

 

 「審査」という件名のメールが届いた。  

自分の名前が記載してある。  

あれ？受かったのかな？  

でも、合格者名とは、どこにも書いていない。 

でも、不合格者をメールで配信するだろう

か？ 

受かったんだよな。いや、受かったのかな？  

 

あれ、直会あったの？ 

中止って言ってたのに。  

審査のモチベーションは、合格したらタダ酒

が飲めること。 

そんな自分にとって、今回の審査は、直会中

止で目的を喪失するわ、前日に怪我して膝を曲

げられなくなるわ、合格できる要素が何もなか

ったように思う。 

 

でも、受かったんだ。 

いや、受かったのかな？  
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受かったとして、この原稿は期日に間に合っ

たのかな？ 

間に合ってなくて、合格取り消されないか

な？ 

いや、そもそも受かってるのかな？  

 

これを書きながら、ふと思う…  

オレって、案外ネガティブ？  

 

昇級審査 
井上 果咲 / 二級 

 

今回2級に昇級いたしました。審査の練習に何

度もお付き合いいただいたせいぶ館の方々、サ

ークルの先輩にはとても感謝しております。あ

りがとうございました！  

前回の昇級審査の際、稽古日数が足りず審査

が受けられなかったのは残念に思いました。し

かし、そのとき、そうはなるまいと意識してい

たのに、やはり「稽古日数のため」の稽古にな

っていたように思います。その時思ったのは、

稽古日数のために稽古をすれば、合気道を心か

ら楽しめないということでした。次の稽古に前

の稽古の疲れを持ち越したり、毎日のように稽

古をすれば技の復習をする時間が確保できず混

乱したりします。 

私が合気道を楽しい思う瞬間は「思いっきり

体を動かした」、「上手くやるコツや新しい技

を覚えた」と思えた瞬間です。そのためには、

無理をせず間隔を開けて稽古すること、しっか

りと稽古後に技を復習することだと学びました。 

 4月から新入生が加わり、合気道のサークルの

主将として前に立つことになります。まだまだ

実力不足で、不安なことも多々ありますが、「合

気道を楽しむこと」に重きを置いて稽古に励も

うと思います。 

 

昇級審査 
大野倫太郎 / 三級 

 

 コロナで混乱が生じている中工夫して今回の

審査を開催して頂きありがとうございました。

そして今回三級を取得させて頂きありがとうご

ざいました。 

 今回の講評では全体的に技をかける位置が高

いという指摘を多く頂きました。今後の稽古で

は相手を崩し、制圧するには膝を使って重心を

低くしなければならないということを強く意識

したいと思います。 

 大学に入ってから合気道と出会いましたので

ちょうど2年続けていることになります。合気道

においてはまだたったの2年しか経っていない

未熟者ですが大学のサークルとしては来年度か

らは幹部代になります。サークルの運営をしっ

かりできるのかはもとより合気道の面で後輩の

模範として振る舞うにはまだ力不足だと自覚し

ています。 

 これからも日々の稽古を真面目にこなすとと

もに後輩たちに先輩から受け継いできている楽

しい合気道を伝えていきたいと思います。  

 

四級 
土井 淳夫 / 四級 

 

 この度、四級の審査を受けさせていただき、

無事昇級できましたこと感謝申し上げます。  

約一年ぶりの審査受審となりますが、やっぱ

り緊張してしまいました。  

常住坐臥という言葉とおり、日々の心の持ち

ようを、しっかり練っていきたいと思います。  

 

コロナの影響もありましたが、複数の審査を

行っていただきました中尾先生、突然の受手に

もかかわらず、柔軟にご対応いただきました柴

田さん、毎回の稽古でお相手を務めていただい

ております道場の皆様、特に、毎稽古のあとに、

みっちり稽古をつけていただいております中村

師匠、深く感謝申し上げます。  

 

 

「おめでとうございます」 
 広池美代子 / 五級 

 

 待ちに待った五級昇級を知らせる主人からの

電話に、思わず小躍りしてしまいました。  

10年以上も前から「やれ、やれ」と言われ続

けていたにもかかわらず、なかなか上がらなか

った重い腰を上げ、昨年の一月にせいぶ館に体

験、そして入会しました。 
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今まで武道というものから遠いところに住ん

でいた私が、なんとか稽古に通えているのも、

辛抱強く教えてくださる藤井先生と明子さん、

ひよこを扱うように取りや受けをして下さる諸

先輩の皆さん、そして半ば強引にお誘いしてし

まい、ここ数ヶ月ずっと楽しくお相手をして下

さった西野さんのおかげです。心より御礼を申

し上げます。 

最初の頃は（まあ、今でもそうですが）どう

動いて良いのか判らず、お腹に意識が向かない

ばかりか、ひたすら手と足ばかり気にしてはロ

ボットのような動きになっていました。  

稽古終わりにはぐったりとして、家にたどり

着くのもやっとという日々も夏にはありました。 

けれども、ひとつ技が出来たなと感じれば、

帰宅するとすぐにその覚えたての技を息子にか

けては自分の上達具合を確かめていきました。

もちろん息子は嫌がっておりますが、そんなの

関係なし。 

そうやって徐々に合気道が楽しくなってきた

のです。不思議。 

これからもぼちぼち頑張っていこうと思って

おります。 

皆様、ご指導のほどよろしくお願いいたしま

す。 

そうそう、最後に、いつも週末の夜、気分良

くお酒を飲んでくつろいでいるところへ、「稽

古をお願いします！」と請われ、ビミョーな顔

をして快諾してくれる主人に「感謝、感謝！」。  

 

振り返ると 
西野 雅子 / 五級 

 

 「えっ、今から？」という周りの声を聞き過

ごし、“おばさん”になって合気道を始めるこ

とにしました。水曜日のレディースコースに通

って2年半。最初は、「右、左、右、左」なのに

何故か右手ばかり出してしまう。「できた！（取

り）」と思っていると「これはさっきの技」と

言われてしまう。訳がわからないうちに始まっ

て終わる。そんなことがすべて（前方回転受け

身さえなければ…でしたが）面白く十分満足し

ていたので審査なんて他人事だと思っていまし

た。あとから入会した広池さんから「一緒に受

けよう」と誘われたときも一度はお断りをした

くらいです。それがどうなったのか。週1回の練

習が2回に増え、審査にも挑戦することになって

しまいました。 

身近な仲間と審査が受けられて幸いでした。

お互いがアドバイス頂いたことを共有でき、同

じレベルでの内緒の話もできました。同じ動作

を繰り返すことで整理もできました。まだ5級な

のに合格がいただけ達成感にひたっています。  

明子先生、藤井先生、皆様、いつもありがと

うございます。少しずつ動きの理解が出来るよ

うになってきました。今後ともよろしくお願い

いたします。 

 

昇級審査 
川崎 湧太 / 五級 

 

 今回の昇級審査で5級に昇級させていただき

ました。ありがとうございました。  

今回は自分にとって初めての昇級審査で、う

まくいけるかとても不安のあるなかでの挑戦で

した。周りの同期の子は先に昇級していること

もあり、私も今回の昇級審査で必ず昇級するこ

とを目標に稽古に励んでいました。  

審査の技で体の転換が最も苦手としていまし

た。先輩方も体の転換は基本の技だけど、とて

もむずかしいとおっしゃっていて、丁寧に細か

いところまで教えていただき、なんとか審査で

はやり通すことができました。  

審査が始まると緊張で頭が真っ白になりまし

たが、なんとか前日までのイメージトレーニン

グのおかげで技の順番を間違えずにできました。 

しかし、審査の緊張ゆえにいつも意識してい

た、膝を柔らかく使うことや姿勢をしっかりと

伸ばすことなどを忘れてしまっていました。中

尾先生にご指摘いただいた点もあり、今一度肝

に銘じて、稽古に励んで、無意識にできるよう

になります。 

コロナと膝の状況で稽古が直前までままなら

ないでいましたが、先輩方や中尾先生の教えの

おかげでなんとか審査を終えることができまし

た。 
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救急レポート 
 

2月21日18時40分頃、稽古中に一人の会員（71歳）が突然倒れました。 

この時の状況について、その場に居合わせた人が二人、レポートを書いてくれました。 
 

 

2月21日 金曜日 
新阜 孝之 / 四段 

 

その日はいつもの金曜日とほとんど変わらな

い始まりでした。 

いつもと違う点といえば、当日は道場の照明

の工事の真っ最中で、その日も 6 時の時点でま

だ工務店の方が後片付けをしている途中だった

ので、約 5 分遅れで開始となりました。鳴嶋さ

んの提案で、工務店の掃除が不充分だったため

その場にいた方で再度掃き掃除と拭き掃除を行

い、体操、受け身を終えて、ようやく一本目の

技に入ったのが 6 時 25 分近くでした。 

稽古時間がだいぶ削られたため、小まめに技

を変えてなるべくテンポよく多くの技をしよう

と考え、短いタイミングで技を変えていきまし

た。 

6 時 35 分ぐらいの時間にいつもの金曜日と同

じようにジョーンズが道場に来ました。  

ただ、いつもと変わらなかったのはここまで

でした。 

着替えを終えたジョーンズが、道場の後ろで

準備体操をしていた時、私は皆のところへ手を

取りに回っている最中でした。  

異変に最初に気付いたのはジョーンズでした。 

体操をしているジョーンズの横に、珍しく岡田

さんが稽古の途中で座られ、呟くように「今日

は少し疲れたかな」と言われたそうですが、そ

の声もジョーンズにはほとんど聞き取れず、ど

うかしたのかな？と思っているうちに座った状

態からゆっくりと寝そべるように横になられた

そうです。 

普段、穏和で温厚なジョーンズが、かなりの

大声で私の名前を叫ぶので、振り替えると横に

なった岡田さんが目に入りました。  

呼ばれて、最初は何が起きてるのか、呼ばれ

た理由がわからなかったのですが、近づいて岡

田さんの目を見たときに、ただ事ではないこと

がすぐにわかりました。  

焦点の合っていない目と、聞いたことがない低

い呻くような声。 

 

 

 

この時点で直ぐ様、柴田さん達に救急車を要

請する連絡してもらい、他の方々でとにかく呼

吸がしやすいようにと、仰向けにして気道確保、

袴を脱がせたりと全員が手探りの状態でいると

ころに、6 時 50 分、本当に奇跡的なタイミング

で、医師でもある井出さんが来られました。  

間髪入れずに井出さんご自身が心臓マッサー

ジを行い、まもなく救急車が到着したのでその

後は救急隊員に引き継ぎました。  

救急車が比較的早めに到着したのはもちろん

でしたが、何よりも井出さんが道場に来られた

タイミングが岡田さんの一命をとりとめた大き

な要因だったのではないかと思います。普段、

井出さんはお仕事上、緊急の手術などで金曜日

が不在の時もあるので、それを考えると今でも

怖いです。 

現在、岡田さんは無事に退院され、後遺症も

なく、元気にお散歩もされているそうです。  

後日、井出さんとお話した中で、心臓の不調

によるもの、呼吸器の不調によるもの、また同

じような状態であってもそれが脳の不具合によ

るもの等でいろいろと違いがあり、それによっ

てすべきこと、できること、というのはそれぞ

れ細かく判断するのには少し難しい場合もある

ということを知りました。  

知識があっても、いざという時に使えない、

また使う方法が合っているのかどうかが判断で

きないのであれば、それは役にたつものではな

い、という現実を今回痛いほどよくわかりまし

た。 

今後、救命救急の講習などがあった場合は、

現実に起こりうることなんだと意識して受けて

みたいと思います。 

また、普段元気で丈夫そうな人でもそれは思

い込みの場合もあり、誰にでも起こる可能性が

あるということを強く意識するようになりまし

た。 

皆様もぜひ健康にはお気をつけください。  

あの時道場にいらっしゃった皆さんは、一人

一人が表現できない恐怖感と闘いながらも、皆

が岡田さんを救おうと必死でした。  

本当にお疲れ様でした。  

 

✻✻✻✻✻ ✻✻✻✻✻ 
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木村 理恵子 / 初段 

 

その日はいつも通り遅刻して道場に入りまし

た。 

新型コロナが流行り出していたので、手洗

い・うがいをして急いで更衣室へ。  

着替え中、吠えているような咳が聴こえたの

で、気になりつつも着替えを終わらせました。  

出てみるとそこは修羅場と化していました。I

さんが心臓マッサージと周囲への指示をされて

いました。 

その後、救急車の誘導や荷物の整理を各自分

担して行いました。 

（指導者研修会で受講した救急講習が役に立

ちました。） 

O さんの携帯からご家族に電話する際は、「何

方かが出るまで順番にかけ続けよう」と思いま

した。 

 

 

搬送されてから、残った数名でゆっくり稽古

を行うも、空気がしんみりとしてしまい、解散。  

帰路へ着くも不安で仕方なく、気持ちを落ち

着かせるべく、お菓子を食べたり、映画鑑賞し

たりしました。 

後日、N さんから意識回復のメールをいただ

き、ほっとしました。 

「AED を道場にも置くべきではないか」「倒

れたのが道場でよかった」などの話を聴きなが

ら、 

有事（今現在もそうですが）とは、いつ来る

か分からないと思いました。  

「災難に逢う時節には災難に逢うがよく候  

死ぬ時節には死ぬがよく候 これはこれ災難を

のがるる妙法にて候」（良寛） 

という悟りにはまだ至れませんが…  

 

 

 

  
10/9（水）～15（火）ベトナムで稽古 

 

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 

 

11/11（月）子供達と「対悪人安全教室」  
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1/25（土）～26（日）栗林師範稽古会 2/8（土）～9（日）地域社会指導研修会にて 

救急法の講習 

  

   

これまでの行事 これからの行事 

 

9/29（日）関西研鑽会＠ひびき 

10/5（土）県民大会＠県武道館 

10/9（水）～15（火）ベトナム訪問 ホーチミン・

ハノイ（百峰・明子・中尾） 

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 

11/11（月）子供達と「対悪人安全教室」＠板宿児

童館（原野・加納・徳山・新阜・河野・

明子・岡田・中井・中尾） 

11/15（金）～18（月）上海（江口・伊藤・明子・

中尾） 

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＠甲南大学

→＠御殿 

12/29（日）餅つき 18 臼＠酒乃灘屋 

1/4 （土）初稽古 

1/11（土）本部道場賀詞交歓会＠京王プラザホテ

ル（濱崎・中尾） 

1/12（日）新年会 

1/20（月）～2/2（日）寒稽古  

1/25（土）～26（日）栗林師範稽古会＠甲南大学

（別名・河豚の会）＠御殿 

2/2 （日）井出・佐伯・祝賀会 

2/8 （土）～9（日）地域社会指導研修会＠県武

道館＠灘菊 

2/20（木）～28（金）天井張り直し工事 

2/24（月）～26（火）フィリッピンから（ダビッ

ド・アブラム・ネルソン） 

3/12（木）～15（日）昇級・昇段審査 

 

 

5/30（土）～31（日）栗林師範稽古会 

6/28（日）県民大会 

7/28（土）～29（日）鈴木師範稽古会 

7/22（水）～8/4（火）土用稽古 

8/30（日）関西研鑽会＠ひびき道場 

9/13（日）昇級・昇段審査 

 
 

編集後記 

 

今回の審査はコロナの影響により全員で出来

ず、子供達の審査は延期され、級は平日、段は土

日に行われました。全部の審査を見られないのは

残念でしたが、時間に余裕が生まれたことでいつ

もと違った緊張感があり、この形式も良かったと

思います。 

さて、緊急事態宣言により仕事も在宅勤務にな

り、家で過ごすことがかなり多くなりました。皆

さんも同じだと思いますが、稽古が出来ないこと

が何よりも辛いです。いつ再開しても体を動かせ

るように、ストレッチとスクワットを少しずつ始

め、最近はけん玉にも挑戦しています。けん玉は

初挑戦で、最初は上手くいかず玉を鎖骨に何度も

ぶつけてしまいました。。けれど、丹田を意識し

重心を落として膝を柔軟に使うことで少しずつ乗

せられるようになりました。左手で 3 回乗せられ

たら右手に変えてを 5 セット。楽しくて夢中にな

っちゃいました。 

皆さんのおすすめもぜひ教えてくださいね。  

 

2020年4月19日 禱 知世 
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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）                 ※ 2020/3 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 

・ 会費の振込先：ゆうちょ銀行 口座番号：14340-56119711 加入者名：セイブカン 

（他金融機関からの場合／店名：四三八（ヨンサンハチ） 店番：438 預金種目：普通預金 口座番号：5611971） 

 

■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  ＜2020年3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 7:02～8:02 (初心者)★ 中尾   18:30～20:00 Jones 

火     18:30～20:00 山田 

水 7:02～8:02 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 7:02～8:02 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。 


