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鞄恥ピIyク石川2919太極拳交流大会の参加報告

巨二二二義整_ユーん:A
気持ちを一つに､お互いを感じて演技しました｡

宮本会長も視察で合流　　大広間で賑やかに夕食

8日(金)朝4時に四万十市を出発し､高知空港

で高知県選手団124名の団結式､空路大阪へ｡

北陸路へのパスの車窓から見る､雪対策の屋根

瓦や真白に広がるソバ畑が印象的でしたo

バスで砂浜を走る観光を楽しみ､福井県の名勝

『棄尋坊』での昼食は､甘エビ等北陸味たっぷり｡

宿は､和倉温泉｢美湾荘｣｡塩分の強い温泉で､

E]本海を臨む露天風呂がいい感じでした.

大広間での夕食はお膳に満載の海の幸つくし｡

｡､札1　9 E]の開会式は雨で残念｡

大勢の小学生の声援に出迎

えられて､高知県団は､常陸

宮両殿下の御前で鳴子を振

って賑やかに行進しました｡

3世代の夫婦ランナーが

聖火を中継して点火｡郷土芸

能､園児や若者のアトラクションも盛り沢山｡

残念なのは､雨の為にお弁当を倉庫の地べたに

座って食べたこと｡せめて敷物でもあればと思い

ました｡高知大会ではぜひご準備を願いたいです｡

午後は､競技会場で｢監督会議｣や｢立ち位置

確認｣を無事にこなレ-とは行かず､監督は大事

な書類を会議室に落として帰るし､立ち位置確認

の後､コートから1人迷子になったのを誰も気付

かず退場し､皆〝舞い上がって〟いたようです｡

その夜のホテルでも､先生から衣装の朗やゼッ

ケンのチェック｡氏原さんにアイロンかけのお世

話をかけ､全く監督不行き届きの園でした｡

(正しくは､監督も不行き届きでした)
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吉本　友子

●と　き　2010年10月10日(日)

●ところ　金沢市総合体育館

全国から県と政令都市の6 1チームが参加
選手約420名(男20%､女80%)

8:10-開始式

9:10-16:20競技､アトラクション､

マスコットは
クロユリの
｢ゆうりん｣

表彰式､交歓会など

∴う
-､　　蔓

聖竹､叫禦甲照抑　j
】

】　　･チーム名｢清流四万十｣

】　　　･曲　　名　｢琵琶湖周航の歌｣

】　　･順　位　50位(得点8･61)
ヽ__　_　__　　　　　､ ㌔ _　ヽ　　一　､　　　▼一　　　　　　　　　　　　一　一一　　一㌔ -　　　　　　　　---　　---　-　　　　　　　　　　　-　-　一　一一一　一　-▲　　t ､　　~　　　~　　　　~　~　　　　　　　　　　　　　~　　~　~~　　~▲~

大会当日は､開始式で審判長が｢上げた足が落

ちても減点にはならず､チーム全体が整っている

かで判定する｣と聞き､無理をせず練習通りの演

技をしようと話しました｡

最初のチームの丁寧な動きを見て｢やはりこの

レベルが県代表チームだよね- ｣と､我が子-ム

の目標を秘かに6 0位にしたのでした｡

昼前の出番まで､会場内の各所で隙間を見つけ

てはフリー練習､更に｢自由練習場｣で30分間､

続いて本番と同じ状態の｢公式練習場｣で1回練

習してから競技場で待機｡いよいよ出番､しっか

り練習した(!?)抱挙礼をして､いざコートへ｡

音楽が始まっても意外と落ち着き､一列での収

勢もいつもの動きで終えましたo (得点発表を待

つ間が一番ドキドキでした)

退場したら､正面で岡EE)先生が待ち受けて下さ

り､笑顔で｢点の買い過ぎ､良かったよ｣と､皆

と拳でハイタッチ!!この瞬間､感謝･感激で胸

が一杯になり､無事終えた安堵感が広がりました｡

結果は､目標を覆して上出来の50位｡

他チームの演技はとても勉強になり､優勝した

地元石川チームの揃った動きと､大胆な構成は見

せ場があり圧巻でした｡

大会の翌日は､帰着組と､兼六園など市内観光

相と輪島などへの観光組とに別れ､数日後､全員

無事帰着の報を聞き､監督の役目も終りです｡

あれから1ケ月余り､金沢で舞い上がったチー

ムは､ 1 1月23日｢交流会｣の宿毛で舞い降り

ました｡応援ありがとうございました.

I来年は｢2011(ふれ愛)熊本｣〔山鹿市〕10/16(日) l



｢清流四万十｣チーム選手の声-
小柄と年の資格で参加する事になり､皆で気

持ちを一つにして､短期間に練習を重ねましたC

岡田先生を始め高知の先生方､匹万+協会の

皆様の応援と叱曙激励を受け､大会当日を迎え

ましたが､表演服の折じわ､ゼッケンのつけ万

など最後まで先生にお世話をかけました｡

表演が終り､満足できる状態ではないのに､

先生の｢よかっだよ｣の一言に胸がこみ上げてき

ました.

観光は､金沢の加賀百万石の街並の庁まいに

酔い､物産店でお菓子の試食を充分こなし､大

満足ですC　帰りの新幹線等乗り継ぎも､県のジ

ャージ姿のマラソン選手団に付いて行き､無事

帰還できましたo　　　　　　〔青木　智登美〕

T　1 . .. :{

舞姫｢四万十｣

出発の田から､落ち着いていると言われるY

隊長もK隊員も次々と舞い上がって行くのを見

て観念しました｡あの冷静な人達があの様だ｡
一番気の弱い私は､狸が気を失うようにコロ

リとゆ<のではないかと･･--0

当日は､リハーサル･本番と､次々ととても

忙しくて考える事が出来ません｡

あっという間に本番が終わり､全員無事だっ

たようです｡私もあがる余裕さえありませんで

した｡その後の弁当の美味しかったこと､本当

に食べ物の味がしました｡　　〔谷口　博〕

わずか4分間の競技が無事終りました｡
"案ずるより生むが易し"で､出来はともあれ､

思ったより落ち着いて演技ができました｡

練習の中で､色々な気付きがあった事は､太極

拳に又一歩近づいた感じがします｡

仲間との一体感も深まりました｡

今大会で､すごいものを見せて頂き､貴重な体

験を与えて下さった先生に感謝すると共に､指導

に携わって下さった多くの万々に御礼申し上げ

ます｡　　　　　　　　　　　　　〔山本　都子〕

女房殿､気が進まないお前を巻き込んですま

ん｡練習は､思うように体が動かず､ジレンマ

に苛まれたが､陽気な仲間が助けてくれて参加

できました｡

今は､終わって肩の荷がおり､先生を始め､

県のジャージや表演服を貸してくれた人､応援
してくれた全ての人､最後まで一緒に引っ張っ

てくれた仲間に感謝したいです｡ 〔青木　茂男〕

2007年茨城大会に次いでの出場で､未熟な

私かにのような大会に2回も出るとは思って
もないことでしたo　何故か､開会式はいずれも

雨で､今回も大変でした｡

練習期間は約4ケ月でしたが､ 7人が同じ目

的に向かって､心を一つにして練習することは

大変なことだとつくづく思いました｡

でも､又一つ良い思い出が出来ました｡

石川県は､太極拳人口も多くて､ 400人の

集体表演は見応えがありました｡

岡田先生､沢山の万々にお世話になりまし

た.ありがとうございました｡  〔棄　　贋〕

出場が決まってから約4ケ月の練習｡個性派

7人のチームは色々なことがありました｡

初参加の人が多く､当初はどんな練習をすれ

ばよいかも分からず､結局､岡田先生にはお忙

しい中を何度もご指導をして頂き､何とか本番

を迎えることが出来ました｡

そして､緊張の4分間はあっという間に終わ

り､結果を見て反省したり納得したり-････｡

監督兼選手でお世話をかけたリータ-さん､

協力して下さった四万十協会の皆様､本当にあ

りがとうございました｡　　　〔国本　妙子〕

｢私がねんりん?　監督も?｣先生の指令に

耳を疑い､ ｢まだ早いし無理です｣との抵抗も

空しく､力不足の監督兼選手の闘いの日々が続

きました｡振付けもできず､決まってからの揃

わない動き､チームもまとめられず､自分の演

技も｢資格を返上せよ｣と言われるお粗末さ｡

それでも､先生､氏原さん､山本(多)さんの

惜しみないご指導とこ協力を頂き､又､出場経

験メンバーの牽引と先輩方の助言の後押し､四

万十練習場での優遇など協会全員の応援パワ
ーのお陰で､金沢で花咲かせ(?)ました｡

直前にメンバーが腰痛になりヒヤリ｡又､眠

れない白々が-｡どうにか7人が無事出場でき

たのが何より嬉しかったです｡ 〔吉本　友子〕
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第17回

が開催されました!

日時:2010年11月23日(火)

場所:宿毛市総合公園市民体育館

参Z]t)団体

高知武術太極拳協会　四万十市太極拳協会

須崎市太極拳協会　宿毛市太極拳クラブ

各競技部門入寮チームおめでとうございます!

入門太極拳の部門 傀从��霈佶ﾘ,ﾉYInR�24式太極拳の部門 �+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾉYInR�

優勝 俘)�ｸ*胃X.�4�8�7R��,ﾉ�r�かもがわ �4��ｸ4�488�7H8h�ｲ�チームむぽう 

高知武術太極拳協会 俶ﾉiﾈ��9�霈佶ﾘｺh橙�四万十市太極拳協会 俘)&ﾙY����霈佶ﾘｺh橙�

2位 �>ﾈﾙ����hﾉﾘ5H�ｸ4�8ｲ���風まカヽせ 刔ｩ*ﾈ,�.ﾘ,h.�6��ｸ8��鶴山社中 

高知武術太極拳協会 俶ﾉiﾈ��9�霈佶ﾘｺh橙�高知武術太極拳協会 俘)&ﾙY����霈佶ﾘｺh橙�

3位 �7�5H6x8ﾈ6(6��介良書士A �8ﾈ48987ｲﾘuR�韓流気分 

高知武術太極拳協会 俘)&ﾙY����霈佶ﾘｺh橙�高知武術太極拳協会 俶ﾉiﾈ��9�霈佶ﾘｺh橙�
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指　導　者　表　演

岡田淑子先生による

総合太極拳の表演が行われました

l                             l

; 24式　集体演技i　｢北京｣に合わせて24式の集体演技を披露しました

rt.-~~~-.
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アンダー･アンド･アラウンド･フ3-ティ　ウ1,ズ　ジュニア

カン7-体操1. 2

縮化連環有

大権手付隷

カン7-梶紡･細魚歯車



四万十7≡:より) 2010　　　　四万十市太極拳協会
r第7 7虐l交流大金｣の運営を担当して

2月に､交流会は幡多で開催と決まっても､

1 0数年前に中村での開催を知らないメンバー

が9 5%を占める状態で､県連事務局から第16

回交流会の資料を頂いたものの他人事のように

感じていた頃から､当日までの運営のドキュメ

ントを報告します｡

【2月　県連理事会】

交流会の日程は11月23日､主管は宿毛市

太極拳クラブと四万十市太極拳協会で合同運営

することに決定｡会場は宿毛市民体育館を申請d

【5月　第1回打合せ】

宿毛市にて､宿毛､四万十のメンバー1 3人で､

昨年の資料を参考に､担当や内容を確認し､と

りあえずリーダー､サブリーダーを両回体で決

める｡

【6月4日　体育館を下見と宿毛市へ後援依頼】

岡EB先生､氏原さん､青木さんと両団体会員

が現地で施設の利用方法を検討｡

宿毛クラブから宿毛市に後援依頼を行い､体

育館の使用に利便を図って頂く｡ (宿毛市長は大

会の来賓でした)　★両団体の会員に薄っすらと

運営イメージが湧いてきました｡

【6月24日　2回目の打合せ】

10の担当のリーダー､サブリーダー､主幹団

体を確定し､県連に報告｡各リーダーに打合せ

を依頼する｡

【8月28日　3回目の打合せ】

氏原さん､両団体12名で､前日と当日の各

担当の異体的な運営方法と行動を確認.
★その夜はすっきりして､
匹万十市の花火大会を堪

能しましたC

この頃から､進行と設営
ー｣担当が具体的な運営方

法の検討を本格的に開

始､前EiIの担当者に確認した

り､体育館までの道路看板の

設営場所を確認して作成｡

実行委員長　片山　晴文

前日の設営準備に､ 17時より

参加可能な人数の確認等､手探

りながら交流会が当日支障なく

行われる準備を整えていきまし

蕊`tt胤_た･,Rスタ_とチう,の案を作成

し､県連の検証後に四万十市､宿毛市､三原村､土

佐清水市等の量販店､喫茶店､公共施設等にポスタ
ー60枚､チラシ200枚を配布｡幡多の市町村長に

は来賓としてのご案内を通知しましたo

【10月27日　4回目の打合せ】

10月15日の申込〆切後､プログラムを作成し

て校正､各担当の運営確定事項の再確認o

★いよいよ交流会が間近を実感しました｡

【11月　7　日　進行係が現

地で打合せ】

新人も交えて､役目を担

い､交流会成功に向けて両

箇体が一致協力｡

【11月13日　5回目の打合せ】

岡田先生他､県連4

人と各担当リーダーや

主な担当者が､現況を

報告して最終確認｡

競技時間とリハーサ

ル時間の重なりや､進

行担当者が競技時間に

係を担当してたり､予

定外のスケジュールがあり､進行主担当は前田まで

忙しく打合せを行いました｡

卜　･._"

開催地の担当団体は､会員

の協力なくしてはスムーズ

な運営ができないことを実

感しました｡

又､宿毛市の後援､会員の

家族の協力､県連の協力によ

り無事､交流会を終了できまL/たC

この紙面よりお礼申し上げます｡ ｢ありがとうござ

いました｣
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宿毛市太極拳クラブだより
☆　交流会を運営した感想等　☆

受付 �9i?ｨｴ8,�,�,�+ﾘ+�,c｢�

(か男子更衣室がわかりにくく､曲がり角を通り過ぎる人が目立った事 
-案内板の必要性を感じた○ 

②来賓の市長の到毒口が把握できなかった事 
-主要入口2ヶ所で待機するも､職員専用口より入館されていたので､対応 

が遅れた○主要入口のどちらかから入館されるという思い込みが招いた失敗 

だった○ 

接待 僵ﾘ�5�ｻ8ﾅ�｢�

①リハーサルや表演で3名が交代で抜けるため､目が行き届かなかった点○ 

②約100個のお弁当の片付け作業を､当初､宿毛接待係2名で行う予定で 

いたが､予想以上に手間取り､状況を知った宿毛メンバーの協力により､短 

時間で済ませることができたo 
一一担当に囚われず､団体内で互いに協力するという気持ちが､円滑な片付け 

作業につながったo 

進行 亅I�｣ｨ8ｨ6籀5H8ｸ/�ﾗ8*H,�,x駟���OX*ｩiﾉ%ｸ+�,�+ﾘ,ﾈ,ZI9i?ｨ,ﾘ7h8ﾘ4�8�8��に沿って大きな問題もなく進行できたB 

気になった点:スタッフの数が足らなかつたこと○ 

馨偏.駐車場 亅I�｣ｩ)8棈�ｨﾅx.�,h+X,H,ﾚIdi=�,ﾈ暮:靠h��,ﾙ)8棈�ｨ*ｨﾔﾈ*ﾚH棈,ﾉuY;�.�,��
く特に問題はなかった○ 

設営 亅I�｣ｩ�ﾘ�9%99h6��ｸ7H,ﾈ駟���OX*ｩiﾉ�8,X*�,�+ﾘ+ﾘ-ⅹ��?ｨ,ﾉ�ﾘ�:I9iI(,ﾂ�
片付け作業が段取りよくできた○ 

記録集計 亅I�｣｢�

①採点用紙に計算方法が記載されていたので､分かりやすかつたo 

②採点の数字が判読しっらいものがあり､丁寧な記載をお願いしたいo 

提案: 

パソコンで集計を行うと､計算や順位つけが正確力ヽつ迅速に行えるのでは? 

救護 ��陌�>�vSｨﾈﾈ�9�ｩ.�)kﾊI-ﾉ���ﾙu��kﾂ�
報告:けが人や病人がでることもなく､無事に終えることができた｡ 

音響 僵ﾘ�hｫI�｣｢�準備段階では､仕事の為にお手伝いできずに大変申し訳ありませんでした○ 

当日は､時代屋さんと音響係の息がピツタリ合い､特に問題なく進行できた○ 

その他 �ｩ69�i�h.h.芥8ﾘ69|ﾒﾘ4ﾈ�ｸ,ﾉ[H�,�,(*(,H,ﾉ�陌�/�駟��,倡y4X+8.ｪI�X蹴�

が管理するマスターキーは､休日は使用不可であったが､事前にお願いし､ 

当日は休育館警備員に準備してもらっていたところ､こ指摘どおり2名､ 

気ついた点 兌H��(*ｩJﾙ�h+X+ﾒ靫ｸ**H7ﾘ5�5籀4ﾈ�ｸ/�諍w�+x.�+�,h,�*ﾘﾊ�,ﾘﾊ�,(*�,�+ﾒ�

が､｢備えあれば憂い無し｣○鍵を紛失したという声を聞いても､慌てること 

なく対応できた○ 

ー9-
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甥､高知県スポーツレクリエーション大会

i I  (太極拳)を開催しました
201 0年9月26日(日)　高知県武道館3階書式合場にて41名の方が参加して

｢高知県スポーツレクリエーション大会(太極拳)｣が行われました｡
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訴知らせ

シニア委員会主催｢24式レベル

アップ講習会｣は､シニアのレベル

アップをめざし59歳以上を対象に

7月から12月の闇に5回開かれま

した｡毎回たくさんの参加者で､練

習に励みました｡
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遵環霧電簡易嚢路≫
森田久子先生による､連環扇の講習会が､ 8月14日､ 1 5日の二日間で行わ

れました｡

猛暑の中､森田先生のパワフルな講習に､暑さも､時間も忘れて､楽しい授業

となりました｡

太極拳とは､違う動きに､戸惑いながら

も､みんなよく頑張りました｡
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須崎市太極拳協会

私が人合させていただいて1年が過ちました｡

やっと入門と初級の流が少しずっ解って果た感じです｡ 4F-)i

入金の　きっかけは､ストレス解消と　健康のためでもありました｡

今は少しは下半身の筋力もっいてきて､ ｢ウォーキング｣に行っても疲れにくく

なって来たように思いますo　それと練習に行くと先草才が　とても元気で

-ツラツ　としていらっしゃいますo仕事の合間を見っけて　時間を作るのに

苦労する　時もありますが､ 1時間半の時間を無駄にしないように

何か1つ収得して帰りたいとは思っているのですが､今だに学習能力のない

私は､練習に行くたびに悲しい思いばか()しています(汲)

先生方や合のみなさんがいつも　心良く　教えて下さるのに大変申し訳け

なく　思っております｡でも　風邪もひかず､元気でいられるのは､週に1回

でも､体を動かしている　おかげと思って感謝してお1)ます.

練習に行くにつれて､いろんな間轟に　当たりますが､気長に少しずっ､

体得して行こうと思っております｡

藤棚や.W..(.W.,.,/...,In.V.㌔..,H.V.,I.V..i,.,)...W.V...W.W.V.VW.Y.V.V.り;.i,H...,.T.

田部　幸恵

-/4-



東部太極拳クラブNEWS

第7号

去る8月7日､北川奈半利高規格道路の開通記念イベントが開催され

東部太極拳クラブのメンバー約2 0名が参加し､入門太極拳､ 2 4式太極拳
の演舞を披露しました｡演舞終了後､参加者約3 0 0人と一緒に開通前の高

規格道路を約5Kmウオーキングし､美味しいお弁当を頂き､帰りは主催者
からプレゼントされたモネの庭､中岡慎太郎館のチケットを利用して北川村

の観光スポットを見学して帰途に着きました｡

新人紹介

本年1 0月に東部太極拳クラブに5名の新人が入会されました｡これから､皆で

頑張りましょう! !

岡崎さん　　　前田さん

西野さん　　安岡さん　　前田さん

_ ′′5~_



技能検定合格者(2010.7-2010.12) 

5級 俑��ﾉu)Oﾈ��8ygｹ¥Y�x���ﾘｬXｴ亶h釖U969_ｸ��6饐8��ﾆ"�高知武術太極拳協会 

井上千代凡内君子小川文子小田尋子片岡ひとみ 

甲田子藤田敬子松井淑宮崎美代子百Ef]香奈 

岩岡多鶴子 

4級 �ﾉ68更��8�69�ｸ棠Y��-ﾈ.H-ﾒ�高知武術太極拳協会 

北村光子田村京子松本阪子和田敦子 

3級 亊i�ﾈｷi�8ｻIgｹ�ﾈ���ｩ_H���(ﾞ碓ﾈｴﾘ���高知武術太極拳協会 

岡村浩子吉永さら 

2級 �9)69�ﾘｴ倡�ﾚ��儻育�ﾞ)gｹtﾈ��,9�ｩk韈�ﾘ(ｻHﾔｸ���高知武術太極拳協会 
中村春美橋田妙子弘田和子森田晴子 

池上久美子川久保喜代高橋実子竹村貴志子中村利子 

演EEI恵子森EEl郁子 

初段 ��9Ex楨�ﾈﾘ(ｻH蟹nY��8��ﾚ��ｩOﾉ'���ﾘy69�)5H���高知武術太極拳協会 

2段 亊ﾔVﾆﾉ�x���y�(鮖]ｸ���高知武術太極拳協会 

青木智豊実 俶ﾉiﾈ��9�霈佶ﾘｺh橙�

3段 傅ﾈ鉙ﾆｨ���高知武術太極拳協会 

わんLJんぴっく高知20 1 3

2073年70月21日

須崎市立スボーtytzシターにて

飼催決定t

207 7年爽流会惨

2077年70月23E)(E))

高知県文武蕃館にて拘催し手す

｢とんなんしや-ペ｣リニューアル予定!

ただ今､みなさんからのこ意見こ要望を募

集しています｡こ協力お願いします(〈.〈)


