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新年のご挨拶としては、時期外れとなりましたが、長崎県剣道連盟の皆様におかれまして
は、ご健勝にてお過ごしのこととお慶び申し上げます。
世界情勢を見ますと朝鮮半島の非核化、拉致問題を始め米ロ、米中の関係悪化、日中、日
韓両国間の問題、中東の戦乱など世界情勢は予断を許さない状況にあります。又多くの難民
問題ではシリア難民のうち約４８０万人がトルコ、レバノン、ヨルダンなどの周辺国に避
難。自国内の紛争により国内難民を抱えているシリアやイラクさらに２０１７年８月ミャン
マーでの激しい武力弾圧を機に、ロヒンギャの人々はバングラデシュへの避難がかってない
規模の深刻な人道危機となっています。
一方国内では、日本経済の動向は企業収益や雇用環境の改善が続き穏やかな回復基調となり景気も良いようですが、一般
庶民の生活では景気が良いという実感がないようです。
また大阪北部地震、西日本豪雨、北海道東部地震、台風２１号等で被害に遭われた皆様にお見舞い申し上げますととも
に、一日も早い復旧、復興をお祈り申し上げます。
日本は、色々な難問を抱えていますが、戦後７３年間平和な生活が保たれてきました。このような素晴らしい国に生活出
来ることを有り難く、感謝の気持ちで一杯です。また、世界が平和でありますように祈らずにはいられません。
さて、長崎県剣道連盟では、剣道人口の減少に伴い、運営が厳しくなって参りましたが皆様のご協力により、ここ２年程
は問題なく運営ができている状況にあります。引き続きご協力をお願いします。
昨年度の各種大会では、成年の部団体で全国教職員剣道大会
少年の部団体では玉竜旗高校剣道大会

優勝

島原高等学校（男子）
、全国高等専門学校体育大会剣道競技

保高等専門学校（男子）
、全国中学校剣道大会第３位
長崎県チーム、国民体育大会

第３位

準優勝、全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会

準優勝

佐世

長崎南山中学校（男子）
、全日本都道府県対抗少年剣道大会第３位

少年女子長崎県チーム。２月９日・１０日別府アリーナで行われた九州選抜高校剣

道大会では女子団体で島原高校が優勝。個人では下田槙太朗君（島原第一中）が全九州中学校剣道大会
年剣道選手権大会

第３位。

優勝、全国道場少

準優勝、九州選抜高校剣道大会で島原高校の峯松加奈選手が優勝という素晴らしい成績を残して頂きま

した。このことは選手の努力は勿論、指導者の真剣な取り組が結果として表れたものと思います。今年度もよろしくお願い
します。
最後に、最近特に問題になっています暴力的指導やセクハラ、パワハラ等剣道を志す者にあってはならないことです。だ
めなものはだめです。どうか今年一年このような問題がなく、長崎県の剣道界が楽しく健全でありますように祈念して挨拶
とします。

北国の嶺に雪ふる雨水かな （角川春樹）・・・ 「雨水」（うすい）2 月 19 日
雨水は寒い冬の時期には雪が降っていたところから、雪ではなく雨に変わり、降り積もった雪が解け始めて水に変わり、
草木が芽を出し始めるなどの意味があります。また、農耕の準備を始める気候になってきた
という目安にもされていました。
雪解けが始まったことで地面が潤い、春一番も吹き、春の気配を感じ始めます。雨水の日
は「雛人形を出す日」といわれることがあります。これは、雨水に雛人形を飾ると、その家
の女の子は良縁に恵まれるという言い伝えがあるからです。雛祭り(桃の節句)の 12 日か 13
日前が雨水の日なので、雛人形を飾り始める目安としています。しかし、雨水と雛人形には
直接の関係はありません。雨水の前の二十四節気である「立春」から飾ることもあります。
それが早いと思うのであれば雨水の日から飾れば良いのです。一般には、雛祭りに近い大安
の日から飾ることも多いので、雨水の日にとらわれずに臨機応変に行なって問題ないので

写真：つばき
花言葉：
「謙遜」

す。春を目の前に剣道に厳しい季節であった冬がもうすぐ終わろうとしています。このような時期こそ剣道の稽古は基礎基
本を大事に本来の剣道の楽しみ方で過ごすのも良いのかもしれませんね。
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報告（１）・・平成 30 年度第 35 回九州高等学校選抜剣道競技 島原高校女子団体 優勝
女子個人 優勝 峯松加奈（島原高校）
第 35 回九州高校選抜剣道大会は平成 31 年 2 月 9 日（土）～10 日（日）大分県別府市べっぷアリーナで開催されました。男女個
人は各県ベスト 8 以上、男子団体各県ベスト 4 以上（7 人制）女子団体各県ベスト 4 以上（5 人制）で開催されました。長崎県勢は女
子団体の島原高校が 4 年ぶり 5 度目の優勝を飾った。峯松加奈（島原高校）は女子個人も制して 2 冠を飾りました。予選リーグを 3
戦全勝で通過した島原は準々決勝、準決勝をいずれも 2-0 で勝ち上がると八代白百合（熊本）との決勝も 2-0 で快勝した。男子団体
の西陵と佐世保北も 8 強入りしたが、準々決勝で敗れた。女子個人の松下明奈（西陵）は準々決勝で峯松加奈（島原）に敗れた。男
子個人の大島侑之介（佐世保北）と橋本和馬（西陵）、岩本瑚々（島原）の県勢 3 人が優秀選手に選ばれた。

女子団体 優勝 島原高校
★島原高校栄光の軌跡★
【女子団体】
優勝 島原（長崎）（4 年ぶり 5 度目）
＜決勝戦＞
島原（長崎）２－０八代白百合（熊本）

【女子個人】優勝
＜決勝戦＞
＜準決勝戦＞
＜準々決勝戦＞
＜３回戦＞
＜２回戦＞
＜1 回戦＞

峯松加奈（島原）
峯松加奈（島原）メー富田花鈴（小禄）
峯松加奈（島原）メー米本七海（白百合）
峯松加奈（島原）コー松下明奈（西陵）
峯松加奈（島原）ドー井上夏美（東海大）
峯松加奈（島原）メー宮園麻未（鹿女子）
峯松加奈（島原）コー前田萌名（尚絅）

＜準決勝戦＞
島原（長崎）２－０中村学園女子（福岡）
＜準々決勝戦＞
島原（長崎）２－０三養基（佐賀）
＜H リーグ＞島原 1 位
島原（長崎）４－０大分舞鶴（大分）
島原（長崎）４－０鹿児島実業（鹿児島）
島原（長崎）２－０久留米商業（福岡）
長崎県代表出場校 団体・個人
男子団体
佐世保北高等学校
長崎南山高等学校
西陵高等学校
島原高等学校
女子団体
島原高等学校
西陵高等学校
長崎北高等学校
長崎日本大学高等学校

大分県別府市べっぷアリーナ

男子個人

女子個人

橋本和馬（西陵）
白石琢磨（南山）
林田泰樹（南山）
齋藤瑞貴（島原）
西山翔（南山）
長濱優史（西陵）
大島侑之助（佐世保北）
荒木晃（大村）

岩本瑚々（島原）
山口菜々実（島原）
三田村のどか（西陵）
松下明奈（西陵）
沖洲文香（大村）
峯松加奈（島原）
松尾海似（長崎北）
野中渚央（長崎日大）
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報告（２）・・第 67 回 全日本都道府県対抗剣道優勝大会県予選

および第 11 回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会県予選
平成 30 年 2 月 11 日(日)県立長崎南高等学校において第 67 回 全日本都道府県対抗剣道優勝大会県予選および第 11 回全日
本都道府県対抗女子剣道優勝大会県予選会が開催されました。本大会は平成 31 年 4 月 29 日(祝/月)エディオンアリーナ大阪（男
子）と 2019 年 7 月 13 日(土)東京都（調整中）（女子）で開催されます。選手の皆さんの実力が発揮され最高の試合ができますよう祈
念申し上げます。

審査会等 案内・・・2019 年 5 月京都市における行事日程 4 月 19 日～5 月 5 日
４月 29 日（祝）剣道六段審査会 49 歳以下 午前審査 9：00～9：30 50 歳以上 午後審査 11：30～12：00 受付 ハンナリーズアリーナ（京都市体育館）
４月 30 日（火）剣道七段審査会 54 歳以下 午前審査 9：00～9：30 55 歳以上 午後審査 11：30～12：00 受付 ハンナリーズアリーナ（京都市体育館）
５月 １日（水）剣道八段審査会 （一次・二次・形）午前審査 9：00～9：30 55 歳以上午後審査 11：30～12：00 受付 ハンナリーズアリーナ（京都市体育館）
５月 ２日（木）剣道八段審査会 （一次・二次・形）午前審査 9：00～9：30 55 歳以上午後審査 11：30～12：00 受付 ハンナリーズアリーナ（京都市体育館）
第 115 回 全日本剣道演武大会 京都市武道センター （居合道・杖道）京都市武道センター内 武徳殿

５月３日 （祝）居合道・杖道八段審査会 （一次・二次）AM 9 ：00～9：30 受付 京都市武道センター
第 115 回 全日本剣道演武大会京都市武道センター内武徳殿

（剣道個人試合（錬士六段～教士七段の一部））

５月４日 （祝）第 115 回 全日本剣道演武大会京都市武道センター内武徳殿 （剣道個人試合（教士七段））
５月５日 （祝）第 115 回 全日本剣道演武大会京都市武道センター内武徳殿 （剣道個人試合（教士八段～範士）

煌めく剣士（１）・・・がんばる四姉妹‼
佐世保市にある少年剣道の道場、不二剣道錬成
館には可愛い❤四姉妹が毎日、剣道で汗を流して
います。長女の日向奈ちゃんは中学 2 年生🎵、中
学生の副キャプテンで頑張り屋さん、佐世保市内の
学年別では常に上位入賞、次女の寧音羽ちゃんは
小学 4 年生で小学生キャプテン、道場連盟長崎県
大会団体優勝の立役者🎵個人戦も県大会でいつも
切れのあるメンを炸裂、上位入賞のパワフルチビッ
子。三女の実生珠ちゃん小学 2 年生と四女の月々
梛ちゃん小学 1 年生は剣道をはじめたばかりです
が、とても筋が良い。全国的にも珍しい四姉妹のチ
ビッ子剣士は剣道大好き少女達です。

いつも仲良し橋口四姉妹（不二剣道錬成館）

