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＜2022年のご挨拶＞ 長崎県剣道連盟居合道部 部長 高木志伸 

※※ 新しい風を吹き込む ※※ 
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、令和 4年・5年度の役員改選にあたり、新たに理事の

中に女性理事を 3名任命しました。女性理事は女子居合道の普

及、更なる発展を目指し、様々な情報収集や活動を目的としてい

ます。また、女性ならではの視点から長崎県剣道連盟居合道部

に「新しい風を吹き込む」ことを期待しています。その他に若手理事も 3名任命しました。女子理事

同様に若年層居合道の普及、更なる発展を目指し、様々な情報収集や活動を目的としています。

また、若手ならではの視点から長崎県剣道連盟居合道部に活気ある剣道同様に全国でも活躍す

る選手育成や稽古会の開催など魅力ある居合道部のリーダーとなることを期待しています。 

新型コロナ感染オミクロン株による第 6波による都道府県に発出された蔓延防止宣言も 2月 14

日までとなり、まだまだ終息は難しい状況が続いています。新型コロナワクチン接種 3回目がいち

早くできることを祈りたいものです。この様な状況のなか、全剣連では「With コロナ、After コロナ」

を掲げながら、事業をすすめています。長崎県剣道連盟居合道部でも、昨年の実績等を踏まえ、

主催大会・審査会は、基本的に実施していく予定です。 

日頃の稽古に対する熱い思いや、弛まぬ努力を続けたいものです。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。 

 

 

春がやってきました・・立春（りっしゅん）の候＞ 

今年の節分は 2月 3日（木）です。したがって、

今年は 2月 4日（金）が立春となります。コロナ禍

のなか、暦の上では春と言っても日本ではまだまだ

寒い日が続いています。もともと立春を定めた二十

四節気は、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。そ

のことで 2月に立春になると言われています。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。コロナ禍のなか、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。 

 

お知らせ（1）・・春季居合道講習会及び春季居合道級位審査会 

令和 3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 4年 3月 27日（日）10:00～16:00 

       級審査会：平成 4年 3月 27日（日）16:00～ 

２ 会 場  諫早市中央ふれあい 体育館 

 

お知らせ（2）・・・県剣連会費及び居合道部会費納入について 

＜長崎県剣道連盟年会費及び居合道部年会費納入のお願い＞ 

令和 4年度長崎県剣道連盟年会費と居合道部年会費を併せて納入お願い致します。 

１ 長崎県剣道連盟年会費 

① 四段以上は 2,000 円 ②三段以下は 1,000円  ※学生（小中高大）は免除 

２ 県居合道部年会費 

①  一般 1,000 円 ②学生（小中高大）は免除 

３ 納入期日 令和 4年 5月 15日（日）長崎県居合道段別選手権大会までに納入、又

は直接新事務局長（竹本 剛宛）へ振り込みをお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

写真：白梅と鴬 
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報告・・・長崎県剣道連盟居合道部居合道委員会 報告 

令和 4年 1月 23日（日）新型コロナ感染拡大のため居合道委員会のみ長崎県営野球

場第 3会議室において開催されました。居合道委員会の議題については理事に承認を

いただきました。居合道委員会理事会の内容は令和 3年度事業報告、令和 4年度事業

計画案、予算案、令和 3年度県剣連年会費・居合道部年会費納入、その他の事項では

令和 4年度・5 年度居合道役員の改選、段位審査会実施の変更、段位審査会学科の変

更、居合道演武大会の実施、全日本剣道連盟後援居合道講習会、居合道功労賞贈呈に

ついて検討し、決定しました。 

◇令和 4年・5 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：竹本 剛（新）居合道委員：中村武文（新）  

居合道理事：灰谷達明（県連）・高屋元治・塩士宗喜・濵本勝馬 

作永憲昭（新）・岩男徹史（新）・宮﨑大輔（新） 

   田口春男（新）・金丸律子（新）・小嶺裕子（新）山領伊都子（新） 

   監査：中村政樹（新）・川見秀人（新）審査員選考委員 小林保彦（新）  

◇第一号議案 令和 3年度事業報告 

令和 3年度 長崎県剣道連盟 居合道部 年間事業（報告） 

4 月 4 日（日） 春季段位審査会（春季講習会） 諫早市小野体育館（メイン） 県剣連 ７名合格 

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

5 月 3 日（月） 八段審査会 京都市武道センター 全剣連 受審者なし 

5 月 15 日（土） 第１回居合道委員会・理事会 諫早市小野体育館（会議室） 居合道部 実施 

5 月 16 日（日） 第 51 回県下居合道段別選手権大会 諫早市小野体育館 県剣連 出場 40 名 

6 月 25 日（金） 居合道六・七段審査会 昭和電工体育館 ３名受審査０名 

6 月 26 日（土）・27 日（日） 居合道西日本地区講習会 昭和電工体育館 全剣連  

6 月 26 日（土）・27 日（日） 居合道中央講習会 昭和電工体育館 全剣連 高木、平受講 

9 月 12 日（日） 居合道伝達講習会（級位審査会） 諫早市小野体育館 県剣連延期 

10 月 3 日（日） 秋季段位審査会(秋季講習会） 諫早市中央ふれあい体育館 県剣連４名合格 

10 月 16 日（土） 第 56 回全日本居合道大会 東京武道館 全剣連畑中３位 

11 月 6 日（土） 居合道六・七段審査会 東京都江戸川スポーツセンター 全剣連竹本七段合格 

11 月２８日（日） 全居合道伝達講習会 諫早市小野体育館 県剣連 

◇第七号議案  段位審査会実施（年間春季審査会 1回）の件 

 新型コロナの影響と居合道部の在籍人数及の減少に伴い、年間１回の審査会実施。 

◇第八号議案  居合道委員会からの報告 

※1 昇段審査における学科は事前回答を提出 

1）居合道審査会（初段～五段）段位審査受審学科が変更になった。 

・長崎県剣道連盟 HPの問題をダウンロードする。 

※注 記入漏れ、誤字、脱字がないように道場主が確認する。 

・学科問題は初段～五段まで内容は異なるため間違いがないこと。 

・居合道手帳の特典で段位審査における学科一部免除項目は廃止する。 

・段位審査会時の学科試験時の採点は実技終了後に審査員において採点する。 

◇第 2号議案 令和 4年度事業計画 

※１ 島原・雲仙（2022）→平戸・松浦（2023）→佐世保（2024）→大村(2025)→長崎（2026）→諫早（2027） 

令和 4年度 長崎県剣道連盟 居合道部 年間事業計画及び行事予定 

4 月 3 日（日） 春季段位審査会（春季講習会） 雲仙市愛野小体育館 県剣連 

5 月 2 日（月） 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（火祝） 八段審査会 京都市武道センター 全剣連 

5 月 14 日（土） 第１回居合道委員会・理事会 愛野夢未来センター（会議室） 居合道部 

5 月 15 日（日） 第 52 回県下居合道段別選手権大会 諫早市小野体育館 県剣連 

7 月 22 日（金） 居合道六・七段審査会 岡山県県立総合体育館 全剣連 

7 月 23 日（土）・24 日（日） 居合道西日本地区講習会 岡山県県立総合体育館 全剣連 

8 月 27 日（土）・28 日(日） 居合道中央講習会 京都市武道センター 全剣連 

9 月 11 日（日） 居合道伝達講習会（級位審査会） 雲仙市愛野小体育館 県剣連 

10 月 2 日（日） 長崎県居合道演武大会 雲仙市愛野小体育館 県剣連 

10 月 8 日（土） 第 57 回全日本居合道大会 東京武道館 全剣連 

11 月 12 日（土） 居合道六・七段審査会 東京都江戸川スポーツセンター 全剣連 

11 月 26 日(土)・27 日（日） 全日本剣道連盟後援居合道講習会 雲仙市愛野小体育館 県剣連 

12 月 18 日（日） 県下剣道祭 三菱重工体育館 県剣連 

令和 5 年 1 月 22 日（日） 第２回居合道委員会・理事会 県営野球場（第３会議室） 居合道部 

令和 5 年 3 月 27 日（日） 居合道講習会（級位審査会） 諫早市小野体育館（メイン） 居合道部 

 


