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＜春がやってきました・・立春（りっしゅん）の候＞ 

立春の頃は日本ではまだまだ寒いのです

が、立春を定めた二十四節気は、もともと古

代中国の黄河中・下流域の季節感が反映され

ています。その地域ではどうやら 1月が最も

寒く、2月から暖かくなっていくようなので

す。だから 2月に立春なのでしょう。2月も

寒い日本ですが「立春」と聞くだけでも春が

確実に近づいてきた感じがして、少し気持ち

は暖かくなってきます。居合道の稽古にも優

しい季節が近づいてきています。このような

時こそ自己研鑽を究めていきたいものです。 

＜2020年のご挨拶＞ 長崎県剣道連盟居合道部 部長 高木志伸 

※※ 人間力を磨く ※※ 
新しき年を迎え、皆様のご多幸とご清武を祈念いたします。長

崎県剣道連盟居合道部は昨年一年間、居合道会員の団結、連

携を強くできるように事業推進にあたってまいりました。これから

も会員同士が共に学びあい「交剣友愛」の輪を広げたいと思いま

す。また、人間力を磨くためにも居合道の礼儀や所作並びに技前

を究め、それぞれが自己研鑽を積む一年を目指したいものだと

思います。日頃の稽古に対す熱い思いや弛まぬ努力の続けたい

ものです。今年度も全日本剣道連盟並びに長崎県剣道連盟とよ

り深く連携をとり、長崎県剣道連盟居合道部の活動が剣道の理念に沿ったものになるよう努めてい

きたいと考えておりますので、会員皆様の暖かいご指導とご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。そ

れでは皆様にとって、最良の年になりますように祈念申し上げます。 

 

報告・・第 61回大阪居合道大会 中村政樹選手（修道塾） 優勝 

標記大会が令和 2年年 1月 12日(日)エディオンアリーナ大阪において開催されました。本大

会は全国から参加した、段外～七段までの 1,200人を超える日本最大規模の大会です。種

目は個人演武(段外～七段)優勝トーナメント試合(初段～六段)の優秀者による試合で試合内

容は段外・初段は自由技 5本、二段～七段は自由技 3本と指定技 2本で、長崎県から五段

の部（124名）に畑中健佑選手、三段の部（187名）に中村政樹選手が出場し見事に三段の部

で中村政樹選手が優勝を果たしました。日本最大規模の本大会の居合道界に及ぼす功績の

大きさを感じさせられました。来年も是非とも多くの方が参加できるように願いたいものです。 

  
 

三段男子の部 優勝 

中村 政樹 （修道塾・西彼） 

五段男子の部 敢闘賞（ベスト８） 

畑中健佑（遊道会・長崎市） 

三段男子の部 決勝戦 

  

【大阪居合道大会の感想】（中村政樹 修道塾・西彼） 

今回で 3回目の参加になります。この大会は居合道大会の中で最も大きな大会とも言わ

れています。今年は全国から 1200人の参加者がありました。平成から令和になって初めて

の大会でもあります。今回の試合に向けて自分なりに課題をもって臨みました。「着装」「正確

に」「ぶれない中心」「残心をちゃんとやる」そして「気位」です。居合の練習でも注意されること

の多い所ですが、実際やってみると大変難しいものです。残心なども確実にできないと全てが

ダメになるものです。試合が進むにつれて道衣の乱れを何度も整えながら試合に挑みまし

た。多分、着装は誰よりもよかったと思います。そして、決勝戦の相手はバリバリの若手の選

手で勢いがあるように見えました。しかし、人生経験はこちらが多いので負けない気持ちでや

りきりました。試合後に「気位」は自分なりに出せたのか分かりませんでしたが、親身になって

指導してくださった先生方や仲間には感謝の気持ちでいっぱいです。それに長崎の居合の講

習会や伝達講習会で先生方が頑張って指導して来られたことの方向性は間違いではないと

感じました。居合の稽古を続けていても、どれだけ上達したか分からないことがあります。県

外の試合に出て自分の立ち位置を確認するのもいいのではないのかと感じました。これから

先、もっと若手が頑張れるような環境づくりや県外への試合へどんどん出て行ってもらいたい

と思います。 

 

 

 

写真：新宿御苑の寒桜と鴬 
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 報告・・・長崎県剣道連盟居合道部理事会 報告 

令和 2年 1月 26日（日）居合道委員会及び居合道理事会が長崎県営野球場第 3会議

室において開催されました。長崎県内の居合道理事 13名が参加をしました。理事会の

内容は令和元年度事業報告、令和 2年度事業計画案、予算案、令和 2年度県剣連年会

費・居合道部年会費納入、令和 2・3年度居合道部役員改選、その他の事項では居合道

部功労賞贈呈、全日本剣道連盟後援居合道講習会について検討し決定をしました。 

◇令和 2年・3 年役員（敬称略） 

居合道委員長・部長：高木志伸 副部長：月見一博・平 禮道 事務局長：三根博幸 

居合道    理事：佐藤信秀（県連）・灰谷達明（県連）濵本勝馬・大山勲・岩田重憲 

   竹本剛・高屋元治・海野宏輝・小林保彦・塩士宗喜 

監事：小川倫平・中村武文  

◇第五号議案  居合道委員会からの報告 

※1 昇段審査における事務局注意事項 

・申込書は所属の責任者が記入漏れなどを必ず確認をして事務局へ提出 

・昇段審査免除項目については必ず、講習会にて講話をする 

※2 審判講習会の実施 

  ・昇段審査後の講習会 

昨年より年間一度だけ伝達講習会のみの審判講習を来年度も春季居合道講習会

3月 28日（日）に実施する。目的は審判員の審判法向上公明正大な審判と所

作、立ち振る舞いなど県大会を前に講習会実施 

  ・準備運動は講習会開始前に各自にて行う    

※3 総務委員会及び普及 

・PRに試し斬りをパフォーマンスで実施してはどうだろうか？ 

   環境を整える（試し斬り用刀、巻き藁など） 

・外国人向けに居合道演武披露の依頼が県から県連にあった。 

   居合道部として全面的に協力をする。 

・剣道祭における居合道の試合を３組紅白試合（30分程度） 

   来年度も実施したい。詳細については県連との打ち合わせをする。 

・テレビ佐世保（ケーブルテレビ）で「今も現役」で居合道の紹介を持おり先生

と一緒に行い放映された（佐世保地区理事） 

◇第五号議案 （６）第六号議案  その他 

※1 居合道功労賞贈呈について 

・令和元年度より居合道部理事を１０年間（５期）以上経験された方が理事を辞

任された場合及び改選された場合に功労賞と記念品を贈呈する。 

 贈呈日は令和２年 5月 17日（日）長崎県居合道段別選手権大会開会式 

※２ 全日本剣道連盟後援居合道講習会講師派遣居合道講習会 

   ・全剣連より県連事務局へ隔年開催の通達があり、令和 2年度は古流研究会に

変更する。秋季審査会 10月 4 日（日）から春季講習会までに居合道部として

の講習会等の行事が 5ケ月間ないことは居合道部にとって大きな損失である

ためそれに代わるものとして隔年ごとに古流研究会を実施する。  

令和 2年度 居合道部年間事業計画及び行事予定 

4 月 5 日（日） 春季昇段審査会（春季講習会） 長崎市立福田中学校体育館（長崎市） 県剣連 

5 月 2 日（土） 京都大会（八段・範士・教士・錬士） 京都市武徳殿 全剣連 

5 月 3 日（日） 八段審査会 京都市武道センター 全剣連 

5 月 16 日（土） 第１回居合道委員会・理事会（懇親会） セントヒル長崎（長崎市） 居合道部 

5 月 17 日（日） 第 50 回県下居合道段別選手権大会 B&G 海洋センター（西彼杵郡時津町） 県剣連 

7 月 3 日（金） 居合道六・七段審査会 沖縄県立武道館アリーナ 全剣連 

7 月 4 日（土）・5 日（日） 居合道西日本地区講習会 沖縄県立武道館アリーナ 全剣連 

9 月 5 日（土）・6 日(日） 居合道中央講習会 京都市武道センター 全剣連 

9 月 13 日（日） 居合道伝達講習会（級位審査会） 長崎市立福田中学校体育館（長崎市） 県剣連 

10 月 4 日（日） 秋季昇段審査会(秋季講習会） 長崎市立福田中学校体育館（長崎市） 県剣連 

10 月 17 日（土） 第 55 回全日本居合道大会 石川県金沢市 全剣連 

11 月 7 日（土） 居合道六・七段審査会 東京都 全剣連 

11 月 22 日（日） 長崎県居合道古流研究会 長崎市 県剣連 

12 月 20 日（日） 県下剣道祭 三菱重工体育館 県剣連 

1 月 10 日（日） 大阪居合道大会 大阪エディオンアリーナ 大阪府剣連 

1 月 24 日（日） 第２回居合道委員会・理事会 県営野球場 居合道部 

3 月 20 日（土・祝） 北九州居合道大会 北九州 北九州居合道同好会 

3 月 28 日（日） 居合道講習会（級位審査会） 長崎市立福田中学校体育館（長崎市） 居合道部 

（１）講習会・・春季居合道講習会及び春季居合道級位審査会 

令和元年度春季居合道講習会及び春季居合道級位審査会を開催致します。 

１ 期 日  講習会：令和 2年 3月 29日（日）10:00～16:00 

       審査会：平成 2年 3月 29日（日）16:00～ 

２ 会 場  佐世保市総合グラウンド体育館（佐世保市椎木町 494）  


