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1 1月22副こ鳥取県民体育館において､

中四国ブロック太極拳交準会が開催されまし

た｡高知からも1 3名が参加し､推手､呉式

に分れて受講しました｡参加者の感想を紹介

します｡

呉式の講習会.._仙川.一.叫-一一--I-A･-,i
I

呉式太極拳って? !予備知識0で挑みまL'1

たが､ JlI字弓歩(両爪先正面)とか弓歩で前'-i

傾とか推の虎口が上向きとか､いろいろとま三

どいながらも楽しめました(?)様々な挙式

をしてみるというのも貴重な体験です｡謝々

(中熊いづみ)

今回初受講!

呉式太極拳を紹介します

小架(動きの小さい)楊式を学んだ呉鑑泉は､そ

の中の難易な跳躍動作をとり除くなど改良を加えて

整理した｡これが一般的に普及し､後に｢呉式中架｣

と呼ばれ､現在の呉式太極拳となったo楊式同様柔

を主とした涯派であるが､上体を前傾させた弓歩や､

膝と爪先を開いた馬歩など､特徴的な姿勢と独自の

風格を持っている｡
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鳥取といえば-

砂丘一

因幡のしろうさぎ

熟女の記念撮影

rヰ四国講習会に参加L/て二一一･-一一一

鳥取で開催された､中四国交流会へ参加して

きました｡交流会前日は鳥取砂丘などの観光

やもちろんおいしいカニもたくさん食べてき

ました｡鳥取を満喫した翌日の交流会では､

初心者の推手に参加し､太極拳をしている人
真数の多さに今更ながら驚きました｡そして､

;高知は太極拳の環境に非常に恵まれているこ
iとを実感し､改めて岡EB先生に感謝の気持ち

i,が湧きましたo　今の状況を外側から眺めるこ

二.とはあまりないので､よい機会となりました｡

(中山理恵)

--.1ヽ一一一_._-一･･一一･--　一一一IP-L､ -L　-一　一--t　　　　　-一･･-

r交流会とごほうびの旅　---･{一･--

なんだかわくわくして何度も荷物を点検して､

少し寝不足のまま迎えた朝｡目指すは鳥取､

2泊3日の旅の始まりです｡カニ～!砂丘
～ !　温泉′- !と心密かに夢を膨らませての

旅立ちでした｡

バスに揺られて数時間､さっそ<の砂丘では

これが自然のなせる業!?と感動｡風と大地

が織りなす芸術の上に足跡を描き､冬のおと

ずれを身体の心から実感｡そして鳥取の冬の

味覚王　カニ! !
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岡田先生 中山理恵ちゃん

rヵ二の正しい食べ方はこうです｣　｢カニの正しい食べ方はこうです｣

次々に出される料理を前に､ぜいたくを旅の

せいにして､すっかり心地よくいやされてし

まったのは私だけではないはず- I ｡満腹､

満足のカニ三昧でした｡

そし,て今回のメインイベント　太極拳交流会o

中四国から多くの太極拳愛好者が集まりまし

き　た｡開会式の後､それぞれの場所にわかれて

主　約5時間の講習を受けましたo　私は初めての

推手Qこれって岡田先生が授業の中でやる｢検

証します｣ってヤツの流れかしらね　なんて

独り思いながら様子を伺っている私でした｡

相手の力に逆らわず､さりげなく退け､それJ

と同時に反撃する､言葉にすると簡単だけど

そうはいかないのが太極拳の奥の深さ｡でも､

腰の動きから身体の回転で力が伝わる感覚な

ど､推手を少し身体で感じることができた気.

がしますo ｢志｣を共にする者同士､言葉少な一

<もやさしい声かけや笑顔に包まれてなんだ～

か楽しいひと時でしたo　また真剣に取り組ん1.

だ後のさわやかな疲れに充実感を味わうこと

もできましたo　マンネリのEj常から少し離れ三

て経験する太極拳は､新しい出会いと共に､ .':

わたしにとってはちょっと刺激的な経験になi

りました｡

その後　疲れた身体を再び偉大なカニにいや

されたのはいうまでなく､更にがんばって温

泉まで満喫してしまった今回の旅は忙しかっ
_▼71-一一▼I一､-- I - -一一一■ JIL

石本さん

rまっことカニぽっかりです｣

たこの年の自分へのごほうびの旅にもなりま

した｡交流会に参加したことでたくさんの思

い出ができたこと　本当に良かったですC　そ

して､寒い早朝から大活躍だった鳥取のスタ

ッフの方々にも感謝です｡ありがとうござい

ました｡ (細木増枝)
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･一一一-らくだは選べません･一･棚が　｢
し
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寒風すさぶ砂丘の入り口に､砂丘めぐりのi
l

らくだ三頭を選り好みせず来た順番に乗って

ください､と促す立て看板｡結構､重い言葉

をさらりといったものよ､と苦笑した｡

i　私たちもまた､時､場所､親を選べずに､

:, -頭の｢らくだ｣に乗ったのかもしれないo
I

言しかし､ 50年余り乗っていると､どこまで
≠

;が乗り手の｢自分｣でどこからが｢らくだ｣

;であるのか判らなくなる｡ (推手にからめると

;したら唯一ここしかない!?)そしてらくだI; 1頭丸ごと引き受けるべきは自分しかないこ

ごとに気付き始めるoならば冒頭の言葉は｢ら

;くだの方が乗り手を選べない｣ということに

;tも取れそうであるo
1

｢バッサリイタ｡｣とらくだにいわれぬよう､

㌔太極拳の力も借りながら､精進せねばと思う
このごろであるo (森EE]郁子)
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2月1 3日1 4日､　宿毛市の国民宿舎｢郁子｣で指導員講習会が行われました｡

岡田先生の指導の下､ 1 3日は午後4時から7時まで､ 1 4日は午前1 0時から昼休みをはさん

で午後4時半まで､参加者は非常に有意義な研修を受けることができましたoもちろん1 3日の

夜は大宴会でしっかり交流も深め､実り多い2日間でした｡地元　宿毛市太極拳クラブの皆さん､

お世話になりました｡曇天だったにもかかわうず｢だるま夕陽｣のカケラが奇跡のようにほんの

ちょっと見えたのは皆さんの気合が天に通じたせいかも｡

モデルを務めてくれた5人｡

｢おかげで勉強できました｡

ありがとうございます｡｣

指導員一同

感想(一部)

☆こんなはしっこのはしっこまで高知のみなさんが来てくれていっしょに太極拳ができた

のがとてもうれしかったです｡

☆一人を見ているとほかの人を見落としてしまう｡全体を見るのは本当に難しいです｡

☆知らない用語や難しい言葉にとまどいました｡もっと勉強して覚えんといかんと思いま

した｡

☆今回の講習で　同日先生にご指導いただく中で､自分の抱えていた悩みの解答を体感

することができました｡感動しました｡

威陽島をバックに記念撮影
威陽島の名はその

昔､宿毛に漂着した

唐船の船頭たちが

故郷を偲んでそう

呼んだのが起こり

と言われていま

す｡



9-I-TIJj二宣誓妻4LT'真率:笑壷童空室
2月21日(日)に行われました｡

東京より森田尚先生をお招きし､下は4歳､ 5歳の男の子から上は50歳の大人まで20数名軍長

拳の一日講習を受けました｡全く初めての人や､ 40クラブでカンプ-体操はやったことがあるけ

れど-･という人｡そんな集まりの人達が果たしてどこまで出来るのか!?　結果はいかに･ - ｡

突きや蹴り､画転､銑産など色々な動件を解りやすく 

教えてくれて､楽しくて､あっという間の一日でした○ 

もつとたくさん時間があったらいいのに～!圭 

お尻の麓肉が独立し始め､太もものうちら側にカが入りません､ 

腰をすぼめないと歩けない状態ですo 

明日はえらいことになっていると思われます0-が､ 

その執二はハードな練習をした感はあまりなくて､ 

長拳の持つ立体的な広がりの中で遊んでいたような感覚でしたo 

東京の尚先生の教室には､毎週新幹線で静岡から

通ってくる人や､東北から何日も泊まりで習いにくる人

がいるそうで､私たちはなんて恵まれているんだろうと

思わずにはいられませんでしたo

皆が次臥7月10日･1 1日の講習を楽しみに､

そしてその日まで練習がんばるぞ圭という思いを持って

無事一日を終えました?

阜



Eヨ万十だよりつ　2010　四万十市太極拳協会

即>75ツクかンプ塀方車の者鮎食ら
4DA必御3ケ月左遷まだ四万十虚言の初瀞ク713の`署影"I-石の声をゐE/jL i/まFo

J顎哲のきっか/jLや､宇摩の5窟密ど新鮮家居b I 5,@じTく1ださb Jo

太極拳に.は以前から興味があり､ 1度､

｢働く婦人の家｣での無料講座に参加し

ました｡面白くなった頃に､ 1 0回のコ
ースが終わり､続けたいと思いつつ運動

らしい運動はしていませんでした｡

昨年､春の無料講習に､同じ職場の松

岡さんを誘い参加o　腰痛と運動不足を解

消したいと思い､ 6月から休み休み参加

してきました｡

半年経って､体を動かすと気持ちがい
いってつくづく実感o　参加を思い立って

良かっだ｡これからも続けて行きたいと

思います｡　　　　　(北山　愛)

太極拳を始めるきっかけは､同僚の

北山さんが誘ってくれたからでした｡

私も何か体に良いことをしたいと思っ

ていたので､一緒に始めることにしま

した｡

最初は､難しいな､色々意味がある
んだなあと感心しながらも､なかなか

型を覚えられませんでしたが､先生方
が熱心に教えて下さって､だいぶ型に

なってきました｡

先日､曲に合せて体を動かしてみて､

とても心地良い感じがしました｡嬉し

かったです｡これからも､無理なく､

楽しく続けて行きたいと思いました｡

(松岡　裕子)

第1回四万十市体育協会武道祭で表演.

剣道･柔道･居合道など武道の表渡合に
四万十協会も招待を受け､初級､ 24式､

3 2式剣で_『武術』を披露します｡

●日程　　2月21日(日)

●会場　　安並スポーツセンター

∫

太極拳には以前から興味があり､

四万十市の講座に応募したけれど､

仕事の都合で行けませんでした｡

とても残念に思っていたところ､

友達が､金曜日に中央公民館でやっ

ているとの情報を聞き､見学させて

買って､その日から入れて頂きまし

たo

まだまだ何も分かりませんが､一

生懸命がんばりますのでよろしく
お願いします｡　(坂本　仁美)

私は2 4歳から6年間程､有酸素運動

に興味を持ちやっていました｡が､仕事

上､不規則な為と家事と育児とで運動か

ら離れていましたo

やっと子供も高校生になり､以前か
ら､静の動きのスポーツを健康の為した

いと思っていたので､娘の勧めもあり､

太極拳を始めました｡

始めてから太極拳は武術ということ
を知りました｡　　　ノ

今は練習時間だけ丁生懸命練習をし

ていますが､長く続けられるようにしだ

いと思っています｡

(谷村　真理)

〔先輩の声〕
四万十の『初級クラス』は､ 3人の他に､半年経過し

た阿部久美子さんと共に4名のクラスと､学習歴3ケ月

の谷村さんは1名でのクラスでしたが､ 2月から新人さ

んが2名入り一緒に学習できますo

武道祭用の初級の曲で一緒に練習した3人は楽し

そうでした｡次は『入門』の学習に入りますがまた､曲で

練習して､みんなで｢交流会｣参加を目指しましょう｡



去る1月2 4日､公民館主催の芸能発表会が行われました｡

今年で4匝憎の出場となり､会員一同､心を-つにして､練習を重ね当日に備えましたo

今回は､初めておおとりを務め改めて､日頃の練習の成果を発揮することができました｡

これからも健康維持とレベルアップのため､太極拳を続け､仲間の輪を広げ,T行きたい

と思いますo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　訂
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須崎市太極拳協会

軸持場

健康めためにと始めた太極拳､まさか自分が初段を受験することになるとは思
いもよらぬことでした｡でも思いきって挑戦してみようと自標を持った時､

心の中でふつふつと沸いてくるものがありました｡やるくらいなら精一杯やろ

う!どんな結果になろうとも!それからは練習するのが楽しみになりました｡

次は何を教えていただけるのだろうと､わくわくしていました｡こんな気持ち

になれたのも､休日を返上してご指導してくださった先生方や仲間のおかげで

す｡本当にありがとうございました｡課題はまだまだたくさんありますが､
これからも太極拳を続けていきたいと思っていますので､どうかよろしくお願

いします｡　　　吉岡美智

初段テストは思い出したくない数分です｡何でこんなことにと､終わった後か
らも何回も思い返します｡初心にかえって､ 60の手習いで､これからの太極

拳をやっていきます｡　市川節子

太極拳を始めた動機は何だったのか?今もって定かではありませんが､年数だ

けはプロ級に日そしてこd)度初段を受けることになりi優柔不断な性格が自

分で自分の苗を絞めることになってしまいましたo指導しTくださった須崎協

会の指導員の方々をはじめ､多くの先生方にお世話になりました｡数回にわた

る講習会､その度に初めて理解できたことも数知れず､場違いな自分が一人い

たのを心苦しく思っていましたが､回を重ねる事に顔見知りも増え､皆さんと

緊張感のある時間を共に過ごせたことは､ 2009年の一人イベント凍L/た｡少

しずつですが頭ではなく､体がわかる喜びを味わいながら続けていきますo S

後ともよろしくお願いします｡　　北川真紀



2010年1月31日

佐川町桜座にて I,.i十誹附　き.:追

表演種目: 24式　剣　扇子 にゲスト表潰しました!

扇子出演者:宮尾賀子漬田恵子竹村貴志子 

門脇修子川上恵子 

演用　緊張して周りを感

じる余裕もなくいつも以

上に下手でしたCもっと練

習して緊張に負けないよ

うになりたいです

門脇　ドキドキしまL/たo

でも機会があれば今回の

ようなイベント参加して

ドキドキしだいです

竹村　交流会とは別の緊

張感がありましたが終わ

ってみると楽しかったと

思える一日でした｡

24式出演者

谷口由香　市川ミサ　山崎好　中山理恵

川上　立派な会場でびっく

りしました｡表演は反省点が

多くありましたがまた機会

があればやってみたいとも

思いました

宮尾　舞台でスポットライ

トを浴びると頭の中が真っ

白になりました0号.までにな

い緊張感を体験でき勉強に

なりました



技能検定試鼻合格者(2009_7-2010.1) 

5級_ ��靈9|��ﾄUﾘ.H.�ｩ}�dﾈｧ闔IW�Oﾅ�ｹ5冰H���高知武術太極拳協会 葛目康弘吉永靖夫吉松敦子 

4級 �'(�8ｷiOﾈ���Y$ｩV9Oﾈ自:��-ﾘ+8-亊i�ﾈｷi�9���ｫ����高知武術太極拳協会 

竹内真奈美津野志摩子巴博子寺尾勝利土居和せ 

中EB美子中津美池南部貞子西本由実子漬EB恵子. 

古川ヒデコ松下るみ子松相宏尚松岡美江子吉永さち 

松本忍 ��ｸﾞ育9�霈佶ﾘｺh橙�

3級 �9)69�ﾘｴ倡�ﾚ��儻育�ﾚ��ｩOﾉ'����Ynﾉ����圸69�y-��高知武術太極拳協会 

片岡節子下元すみ子高橋英子竹村貴志子田坂節子 

中山礼子西岡満子松村京子三井利江宮尾買手 

元吉ゆみ子森田晴子山本加代 

竹村喜美子竹本郁福留美恵古谷智恵山崎マス子 ��ｸﾞ育9�霈佶ﾘｺh橙�

2級 �ｸﾟy���9Wi�慰ｹu��凶万十市太極拳協会 

初段 兀��8自�9:�ﾋI�ﾘ��(h�(�ﾉyﾘﾆ(ｶy�ｨ��,8�����高知武術太極拳協会 

国本妙子乗産山本都子山本俊江 俶ﾉiﾈ��9�霈佶ﾘｺh橙�

市川節子北川真紀吉岡美智 ��ｸﾞ育9�霈佶ﾘｺh橙�

市川静子 偬盈��9�霈佶ﾘ4�8�7R�

入交矩子 弍ﾈｷ��霈佶ﾘ4�8�7R�

2段 ��ﾉ�ｨ-ﾘ-�*��高知武術太極拳協窒 
金子智世武内政子谷口博谷口きぬい山本ひろ子 俶ﾉiﾈ��9�霈佶ﾘｺh橙�

3段 �(hﾄh*(,8-ﾒ�高知武術太極拳協会 
乾吉江子 俶ﾉiﾈ��9�霈佶ﾘｺh橙�



2010年度　事業日程

局 �?ｩgｹ��k�hﾅr�剄ｒm県連盟 
日 �*)j�?｢�!事業名 冉��曜日 倬hｼikﾂ�

4 �#2簽#R�a-E] ��ﾏiDi�霈佶ﾔ(ｸ倡y;�什Di.��ﾈｷｲ� 鳴���ｲ�
24.-25 緬7壷f��公認太極拳C級指導員認定福岡 �#R�臼 假9&����鞜B��ﾉ?�耳蕀&��

5 白��ﾓ&ｩ7壷I"���9?ｩgｹY����霈佶ﾘｺ8ｵｨ橙� ��� 

l 1 冤 I t l �� 覆�

8-9 �7停ﾙf��公認太極拳C級指垂員認定西宮 ��I 

l I ��9 �?｢�受験対策②′二.≡段 

l I 15-16土′-日 剏�F太極拳C級指導員認定岡山 �� ��

JOCyユニアオリ北○ツク加フ○大会 ��J ��

l I I ��b�白 佰iDi�霈佶ﾙX�ｷ倡y;�什Di.��

I ! l �#��木 �5h6ｨ4�ﾏ�zﾉ�X橙�

21-23 仞��畠?｢�公認太極拳A級指導員認定東京 �� ��

6 �� ��6 �?｢�技能検定(5-1級)前期 19 �7停ﾙm｢�第43回通常総会 ��I I 白�

20 冕B�受験対策③′二一三段 

7 湯ﾘ�ﾂﾖﾆﾂ�金′-日 ��c#x���9?ｩgｹY����霈佶ﾙ�偃位��X橙� �� 17.-19 俶ﾒﾘ6ﾘﾈ��第4期フ●恥ク講師研修会_ �� ��

18 �?｢�受験対策④/二.≡段 

8 �� ��1 冉��二.三段1次試験 
i 白�22 �?｢�受験対策⑤′二.≡段 

28-9′2 �7停ﾙm��く第1回世界格闘技大会〉 �� ��

9 滴�ﾂﾓR�土～日 �9&假8ﾋ��鞜HﾗX�檍圷�"�未定 ��中四国フ◆ロック交流会/徳島 

17.-18 仞�爾ﾙ7��3段受験対策講習会西宮(争 �� ��

19ノ-20 �?ｨ�ﾂﾘﾈ��▲3段受験対策講習会西宮② ����日 假8ﾋ��鞜HtR�?�耳���B�

26 冕B�県民ス燕〇一ツフエステ拙ル2()10 

10 肪�������3 �?｢�受験対策⑦/初-≡段 

f 10!日 剔�23Ⅰ司全国健康福祉祭ねんりんビック石川 ��I 

16｢-20 �7��ﾂﾙ�R�く第4回世界伝統武術フェスティ11.ル〉 �� ��

17 �?｢�第23匝l全国ス木〇一ツレクリエーション祭富山 白�����

23- 2O11.1/16l �7壷?｢�太極拳初段-3段検定事業 白�ﾂ� ��

I I �24 �?｢�受験対策⑧′初-三段 

1°1 白���ﾂ���7 冉��受験対策⑨′初-≡段 

13,-17 �7停ﾙ���く第16回アシ†ア競技大会広州〉 �#��白 假8ﾋ��鞜Ht��ﾈ�ﾘ蕀&��

23 ���第17回高知県太極拳交流大会 

I � �#r�土 倬i��X���&苓���

】 ��28 冉��技能検定(初段) 

12 �"笂��木-木 �*ﾙ�c8���(､X5h��8h6ｨ4�Y����偃位��X檍�"� �� 

1 ��R�土…第叫国連常総会′都-県-代表-読 � �� 

2 ��I �6 �?｢�疲範検定(5--1級)後期 

3 �� �� �� 


