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庭木なる葉の一枚を見て大暑（皆吉爽雨）・・・ 「大暑」（たいしょ） 

昨年、西日本を襲った記録的豪雨は岡山県、広島県を中心に６府県で多大な被害を及ぼし

ました。また、炎天下の被災地では、警察や消防などが捜索・救助や復旧作業に全力を挙げて

います。この時期の豪雨では活発化する前線の影響で、今年も南九州や近畿、四国、関東を中

心に記録的な大雨が続きました。各地で土砂崩れや河川の氾濫が相次ぎ、大きな被害もでま

した。大暑とは、７月２３日頃を言います。次の節気である「立秋（りっしゅう）」（例年８月

７日または８日頃）までの期間も同様に大暑と呼ばれます。大暑とは文字通り一年中で最も

暑さが厳しくなる頃。連日の暑さで大変な時ですが、花火大会や盆踊り、お祭りなど、楽しい

夏の行事が行なわれる時期でもあります。夏バテしないように「天ぷら」を食べ、夏の土用に

「鰻」を食べる風習もあります。この時期の花と言えば、太陽の花である「向日葵（ひまわり）」その他に「日輪草（にちり

んそう）」「天竺葵（てんじくあおい）」「日車（ひぐるま）」などの別名があり、まさに夏を代表する生命力にあふれた花です。

夏の暑さを表す言葉として、他にも「酷暑」「炎暑」「極暑」「猛暑」などがあります。気象用語として、最高気温が２５度以

上の日を表した「夏日」３０度以上の「真夏日」 ３５度以上の「猛暑日」と言われています。 

報告（１）・・第 67回全日本学生剣道選手権大会 松﨑賢士郎（島原高→筑波大） 準優勝  

第 53回全日本女子学生剣道選手権大会 藤﨑薫子（島原高→明治大） 3位入賞 

標記大会が令和元年６月３０日にエディオンアリーナ大阪にて、第６７回全日本学生選手権が開催されました。大学男子・女子個人

では頂点を目指し、全国から予選を勝ち抜いた大学剣士により熱い戦いが繰り広げられました。男子個人では本県出身の松﨑賢士

郎（真崎少年剣道→島原高→筑波大）が準優勝、女子個人では本県出身の藤﨑薫子（島原高→明治大）が見事 3 位入賞を果たしま

した。  

【決勝】 

×松﨑（筑波大）  －ド 星子（筑波大）〇 

【準決勝】 

〇松﨑（筑波大）メ －山崎（中大）× 

【準々決勝】 

〇松﨑（筑波大）コ －本間（中大）× 

【５回戦】 

〇松﨑（筑波大）メメ－山田（国士舘大）× 

【４回戦】 

〇松﨑（筑波大） ド－重黒木（学習院大）× 

【３回戦】 

〇松﨑（筑波大） メメ－ 川崎（順大）× 

【２回戦】 

〇松﨑（筑波大）メメ－  赤阪（日体大）× 

 

写真：男子 準優勝  

松﨑賢士郎（筑波大） 

（真崎少年剣道指導者提供） 

 

写真：男子 準優勝 松﨑賢士郎（筑波大） 

 

（剣道総合サイト LETS 剣道より） 

女子結果 

優勝 小松(明治大) 

２位 山崎(明治大) 

３位 河嶋（立教大）、藤﨑(明治大) 

 

【準決勝】 

×藤﨑（明治大）―メ 山﨑（明治大）〇 

【準々決勝】 

○藤﨑(明治大) （コ 一本勝ち ）渡邊（筑波大）× 

 

 

写真：女子個人 3 位 

藤﨑薫子（明治大） 

 
写真：3 位の藤﨑薫子（島原高→明治大） 

（剣道総合サイト LETS 剣道より） 

 

 

 

写真：ひまわり 

http://www.letskendo.com/wp-content/uploads/2018/07/fujisaki.jpg
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報告（２）・・令和元年度第 66回全九州高校剣道大会 

女子団体 優勝 島原高校 ベスト８ 大村高校 男子団体 3位 島原高校 女子個人 岩本瑚々（島原）優勝 

標記大会が令和元年 7 月 6 日（土）～7 日（日）沖縄県立武道館で開催されました。男女個人は各県ベスト８以上、男子、女子団

体各県優勝、準優勝以上（5 人制）で開催されました。女子個人で岩本瑚々（島原）が見事優勝を果たしました。男子個人では橋本和

馬（西陵）が準々決勝戦で敗れベスト８位と健闘しました。団体戦は女子団体では島原高校が優勝、大村高校が準々決勝まで進出し

てベスト８でした。男子団体では島原高校が 3 位入賞しました。団体女子は島原高校が 2 月の全九州選抜大会に続いて 7 年ぶり 2

度目の優勝を果たしました。予選リーグ 1 勝 1 敗 1 分の苦しい状況から立て直し九州制覇。個人と団体の 2 冠を達した 2 年生の岩

本が原動力となり、予選リーグ 2 位通過で三養基高校（佐賀）と準々決勝で対戦し、２－２の本数勝ちで勝利、準決勝戦では白石高

校（佐賀）と対戦し、３－１で勝利、筑紫台高校（福岡）との決勝戦でも大将戦で勝利して２－１で優勝しました。8 月の熊本県で開催さ

れるインターハイでも十分に全国制覇が狙えるところまでチームの勢いがついてきています。 

【女子団体】優勝 島原高校 

【決勝】〇島原（長崎）２－１筑紫台（福岡）× 

【準決勝】 

〇島原（長崎）３－１白石（佐賀）×  

【準々決勝】 

〇島原（長崎）２－２三養基（佐賀）×  

〇白石（佐賀）３－１大村（長崎）×  

【予選 B リーグ】 

〇島原（長崎）３－１鹿児島女（鹿児島）×  

△島原（長崎）１－１小禄（沖縄）△  

〇高千穂（宮崎）２－１島原（長崎）× 

 

写真：島原高校 女子優勝 男子３位 

（島原高校 保護者提供） 

 

写真：男子３位 下田慎太郎（島原） 

（剣道総合サイト LETS 剣道より） 

【女子個人】 優勝 岩本瑚々（島原・長崎） 

【決勝】〇岩本瑚々（島原・長崎）メメ― 海津ゆきえ（阿蘇中央・熊本）× 

【準決勝】 

〇岩本瑚々（島原・長崎）コメ－ 山田絵梨（佐伯鶴城・大分）× 

【準々決勝】 

〇岩本瑚々（島原・長崎）メメ－メ 野田あゆか（鵬翔・宮崎）× 

【３回戦】 

〇岩本瑚々（島原・長崎）メメ－ 八木優澄（筑紫台・福岡）× 

【２回戦】 

〇岩本瑚々（島原・長崎）メ－ 立花愛莉（三養基・宮崎）× 

【1 回戦】 

〇岩本瑚々（島原・長崎）メメ－ 伊佐杏理（興南・沖縄）×女子結果 

 

写真：優勝 岩本瑚々（島原・長崎） 

（剣道総合サイト LETS 剣道より） 

報告（３）・・令和元年度第 45回西九州学生剣道大会 長崎大学 Aチーム優勝 

標記大会が令和元年 7 月 13 日（土）長崎県立武道館で開催されました。本大会は、長崎県と佐賀県の大学（佐賀大学、西九州大

学（前永原学園佐賀短期大学）、長崎県立大学、長崎国際大学、長崎大学、）による錬成大会です。昨年は西日本豪雨で中止になり

ましたが、今年は長崎県立大学の主管で開催されました。また、試合中も大雨が降る中、熱戦が繰り広げられました。大会には男子

５４名、女子２２名が参加しました。今年の試合は長崎勢が健闘しました。特に男子団体戦は長崎大学Ａチームと長崎県立大学チー

ムの対戦となり、長崎大学 A チームが見事優勝を果たしました。女子団体戦も長崎大学Ａが決勝戦まで進出しました。 

男子団体 

優勝 長崎大学 Aチーム 

２位  長崎県立大学 

３位  佐賀大学Ａチーム 

３位  長崎大学Ｂチーム 

女子団体 

優勝 長崎大学 

２位  西九州大学 

３位  佐賀大 

 

 

写真：長崎大学 Aチーム 男女優勝  

男子個人 

優勝 緑川慧次郎（長崎大学） 

２位  平田大樹 （佐賀大学） 

３位  平山大作（佐賀大学） 

３位  村上敦哉（長崎大学） 

女子個人 

優勝 松尾百華（長崎大学） 

２位  塚本雪乃（佐賀大学） 

３位  北原愛璃沙（西九州大学） 

３位  三坂優依（佐賀大学） 
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報告（４）・・令和元年度第 85回佐世保市内官公庁親善剣道大会 水陸機動団 優勝 

標記大会が令和元年 7 月 6 日（土）長崎県立武道館で開催されました。本大会は、第 85 回という歴史ある剣道大会で佐世保市

内の官公庁に勤務する剣道愛好家の親善を目的に毎年開催されています。佐世保市役所、佐世保教育隊（海上自衛隊）、佐世保消

防署、相浦警察署、水陸機動団（陸上自衛隊）、学校剣道連盟による親善剣道大会です。梅雨時の雨が降る中、熱戦が繰り広げら

れました。今年の試合は佐世保刑務所が縮小されたため刑務所の剣道部がなくなり、少し寂しさが残る試合でしたが、自衛隊勢が健

闘しました。特に団体戦は決勝戦で水陸機動団（陸上自衛隊）と佐世保教育隊（海上自衛隊）Ａチームとの対戦となり、代表戦の結

果、水陸機動団（陸上自衛隊）が見事優勝を果たしました。男子個人戦では昨年の全国自衛隊大会で個人 3 位となった石本健人

（水陸機動団）が圧倒的な強さで優勝しました。女子個人戦では古川茜（佐世保教育隊）が優勝しました。とてもレベルの高い親善剣

道大会となりました。 

団体戦 

優勝 水陸機動団（陸上自衛隊） 

２位 佐世保教育隊Ａ（海上自衛隊）

３位 佐世保市役所 

３位 佐世保教育隊Ｂ（海上自衛隊） 

個人戦 男子 

優勝 石本健人（水陸機動団） 

２位  古賀 空（相浦警察署） 

個人戦 女子 

優勝 古川茜（佐世保教育隊） 

２位  辻恵美香（佐世保市役所） 

写真：優勝 水陸機動団（陸上自衛隊） 

 

 

写真：２位 佐世保教育隊（海上自衛隊）  

道場からの便り「道場紹介」（１）・・・時津鳴鼓会（ときつなづみかい）（西彼杵郡） 

私たち、「時津鳴鼓会」は昭和 49 年「青少年健全育成」を目的に有志が集い、時津町に誕生しました。以来、歴代時津町長や町民の皆様

の暖かいご支援のもと、今年創立 45 周年を迎える事が出来ました。最盛期には 100 名を超える少年・少女剣士が在籍していましたが、少

子化の影響を受け 5 年前には小学生部員が 5 名にまで落ち込み、道場の存続さえ危ぶまれる状況でした。 

しかし、そこから地道な努力が実り、一人また一人と部員が増え、現在では小学生 14 名（未就学児 1 名含む）中学生 6 名・大人 4 名（部

員の保護者 3 名含む）の計 24名と熱血指導者 8 名の総勢 32名で毎週火曜日・木曜日の 17時 30 分〜19 時 30 分と土曜日の 9 時〜12

時の計 3 回「時津町コスモス会館 2 階武道場」にて稽古をしております。年間を通して 10〜12回程度の大会（遠くは福岡県・佐賀県）に出場

し、幾多の大会で優秀な成績を収めています。 

また、私たちはユニークなホームページも開設しており、以前にはそのホームページがきっかけで長崎新聞の「とっとって」や NBC ラジオ

のスキッピーの取材が来て道場の紹介をして頂いた事もあります。現在の部員の中にもホームページを見て入部した部員も数名います。 

他にも、剣道のみならず、四季を通して部員と保護者の友情や親睦を深めるため、春は歓送迎会・夏はキャンプとバーベキュー・秋は合

宿・冬はもちつき大会などレクレーションも充実しております。このような事から「時津鳴鼓会」全体が「 ひとつの大きな家族」とも思えます。 

厳しくも暖かい指導者や影ながら深い愛情を注ぎ続ける保護者に育まれた剣士達はその後、高校・大学の剣道界で活躍後、地元長崎は

もとより全国で飛躍しております。地元を遠く離れた OBから時折、後輩に対して励ましのメールを頂戴する事もしばしばです。「時津鳴鼓会」

は現役中だけでなく、卒業後も交流が絶えない暖かい道場です。 

 剣道の経験がない大人や縁あって来日（来崎）された外国人留学生なども先生方の丁寧な指導のもと、剣道の魅力に取りつかれ、剣道を

始めました。「時津鳴鼓会」は「経験・老若男女・国籍」は一切問いません。「剣道に興味がある」「剣道をやってみたい」人はどなたでも受け

入れをしています。興味のある方は一度道場を覗いてみてはいかがしょう‼（「時津鳴鼓会」保護者からの御便り） 

◇稽古場所：時津町コスモス会館２階武道場  ◇稽古日時：火・木曜日 17:30～19:30 土曜日   9:00 ～12:00 

◇指導者 ：田添 等先生・小野田 稔先生   ◇問い合わせ：田崎志保 ℡090-9074-2543  mail：hananasiho@yahoo.co.jp 

ホームページ：http://tasakisiho1203.wix.com/nadumi 
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剣道協会講習会を訪ねて（１）・・・佐世保剣道協会 「武道家のための居合道セミナー」 

標記の講習会が令和元年 7 月 14 日(日)、長崎県立武道館（佐世保市）において開催されました。本講習会の居合道セミナー「武

道家のための居合道」は佐世保市剣道協会主催で剣道人のための居合道講習会ということで実施されました。佐世保市剣道協会

から居合道部長と全日本居合道大会強化選手が講師として招聘されました。講習会には剣道七段、六段、五段の方々が約 12 名参

加されました。 講習会は午前中、居合道修業の目的、刀の名称と刀の取り扱い、居合道及び剣道の歴史、日本剣道形の歴史と無

双直伝流居合太刀の形についての講話の後に居合道組太刀の実技を行いました。実技では着装、足さばき、納刀、手の内、刀の振

り方など基本的な動作、所作、五業の構えなど日本剣道形と居合道組太刀の形の類似点と違うところを実際に体験しながら行いまし

た。セミナーには自作のテキストを準備してわかりやすいように編集しました。実技では直伝の組太刀の位を実際に体験しました。組

太刀の間合い、太刀裁き、呼吸法を剣道七段の先生方も熱心に取り組んでいました。 本講習会では参加の皆さんが自分の剣道修

業に居合道の良いところを取り入れようとしている姿勢を感じることができました。 最後に本年１０月１９日（土）に開催される全日本

居合道大会高知大会出場選手が演武をしました。講習会参加者が代表選手の息遣いや太刀さばきを見逃さないように観る姿勢に

頭が下がる思いがありました。 これからもこのような剣道と居合道が互いの良いところを認め合う講習会を実施できるようになりた

いと感じました。    

「無双直伝流居合太刀の形」 

一本目 出会い、二本目 拳取り、三本目 絶妙剣、四本目 独妙剣 

五本目 鍔留、六本目 請流、七本目 真方（打ち込み） 

   

集合写真も和気藹々 組太刀：出会 組太刀：拳取り 

   

組太刀：真方 組太刀：鍔留（車の構え） 組太刀：請流 

お知らせ（１）・・令和元年度（7月～8月） （一財）長崎県剣道連盟 主な行事予定 

7 月 

15（月）祝日 第 38回九州高段者研修会  那覇市民体育館 

24（水）～29（月） 令和元年度玉竜旗高校剣道大会 福岡市総合体育館 

27（土） 県中学校総合体育大会剣道競技 諫早市森山スポーツ交流館 

28（日） 九州剣道連盟会議 福岡市総合体育館 

 

 

 

 

 

8月 

  

 

 

2（金）～4（日） 杖道審査会・地区講習会（全国） 諫早市中央体育館 

3(土) 少年剣道基本・強化錬成会 壱岐市立盈科小学校体育館 

3(土)～5(月) 九州中学校総合体育大会 シーハット大村 

3(土)～6(火) 題 66回全国高等学校総合体育大会 熊本県立総合体育館 

11（日） 第 61回全国教職員剣道大会 薩摩川内市サンアリーナせんだい 

17（土）～18（日）  第 39回九州ブロック大会 佐賀県総合体育館 

24(土) 少年剣道基本・強化錬成会 対馬市美津島町民体育館 

24(土） 長崎県中学校強化錬成会 森山スポーツ交流館/佐世保市立中学校  

31(土） 県剣連合同稽古会 大村市武道館 

 

 


