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春は行事がいっぱい！

 
 

春です。いい季節になってきました。暖かくなるにしたがい、せいぶ館ではさまざまな関連行事があ

り、いろいろな方と稽古する機会を得ることが出来ました。他の道場に稽古に行ったり、遠方から先生

がお見えになったり。正に「朋有り遠方より来たる。また楽しからずや」といった感じでしょうか（巻

末の「これまでの行事」参照。２月、３月に行事や来神された方との稽古が盛り沢山！）。 

写真は３月末にあった遠藤先生の講習会の一コマ。休憩を挟んで後半の稽古始まりのときです。実は

前半の稽古では受けは別の人でした。後半の稽古が始まったときには品川さんに受けを交代。稽古の後

で「ほんのちょっとの間に品川さんに受けを取られてしもた。久しぶりに前半も後半もわしが受け全部

とるつもりやったのに～」とのこと。悔しそうでした。さて、この人はだれでしょう（↓それはこの人！）。 

春の行事の締めくくりは恒例となった４月のお花見。日曜の稽

古の後、道場近くの公園にて。参加者一人一品持ち寄り形式で。

いろんな手料理やおつまみが文字通り食べ切れないほど並ぶ中、

皆さん飲んで食べてで大盛り上がり。皆さ～ん花は上ですよ～。

見てますか～？ 

季節ごとの楽しみを見つけながら、さぁ稽古稽古！ 

（文：佐藤彰雄） 
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 平成１８年３月度 昇段・昇級 おめでとうございます  

参段 玉置恵啓 

弐段 神谷貴志 鳴嶋保雄 佐藤彰雄 

初段 山本梅子 エステラ･ディーン 

１級 坂本幸子 松田 毅 

２級 古手川路子 益田和芳 杉浦永治 遠藤綱一 

３級 杉山義隆 阪下愼一 

４級 森田 誠 中島史人 広池正道 

５級 濱野真伸 石浦洋一 高瀬裕規 小坂 優 川島佑之 菊田佳治 森本陽之 豊倉 歩 
田村 清 高田崚介 森田真理子 松本久美子 石田博秀 

６級 和田悠樹 青山祐輝 鵜木義晶 

７級 春名優里 渡辺育未 一宮大起 常峰瑛宏 

８級 田中淳一 ルナ一樹 青山澄香 児玉 悠 金築初音 

９級 黒田大雅 児玉 渉 澤本佳奈 

10級 大口陽向 常峰秀美 岡崎充志 遠藤史憲 児玉 迪 太田葉月 春名保成美 土居星奈 

第５回せいぶ館寒稽古完遂者 ４人   中尾 鳴嶋 エステラ 角田 

２００５年 稽古回数トップ１０ …今年も不動の首位… 

①３７８回 玉置 ②３３４回 角田 ③３０４回 中尾 ④２１１回 明子 ⑤１８５回 鳴嶋 

⑥１８４回 松延 ⑦１７７回 村尾、ﾃﾞｨｰﾏ ⑧１７３回 岡田 ⑨１６６回 坂本幸 ⑩１６５ 河村 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

フィギュアスケート 

 中尾眞吾／六段／支部長 

冬のオリンピックが終った。荒川選手の、用意の出来た表情が良かった。 
春分の日、古手川さん、香山君、菊田君、石浦君、高瀬君、それに品川さん父子と、イナバウワーを

しに、ポートアイランドスポーツセンターに行ってきた。荒川効果か、最近にしては、スケート場は一

杯の人だった。 
２０年ほど前に、一つの商売を止めた時に、時間に余裕が出来、何か、全く合気道とは別の、武道と

はかけ離れたものをしよう、と思い「フィギィアスケート教室」に行った。 
何回かのスケートの経験はあり、滑る事は出来た。しかし、氷の上で、進めるだけ、の事。講師の先

生方のスケーティングは、音もなく、美しく、氷上を進む。かっこええっ！ 動き出すと、全体の空気
がたちまち変わり、風がうなっている。すごいな！ 
その当時「受身」には自信があったので、転ぶのは平気。当然、畳よりも数段氷上は痛いが、そんな

事にはお構い無しに、新しい事に挑戦していた。スリータウン・モフォークタウン・ひょうたん・バッ

ククロス・スネーク…聞きなれない技をする度に地響きをさせて転んでいた。「よくも、まぁっ！ 怪
我をせんことで」と、先生やスケート仲間から飽きれられもし、感心もされていた。  
「背筋を伸ばして」「膝を緩めて」「表情は豊かに」「筋肉は使わず、体重移動を大事に」 「肩の

力は抜いて」「ゴリゴリと音はしないように」「背中に力があるように」「指先、足先に意識を」…。 
出来の悪い生徒に、先生からのアドバイスの数々。何か…どっかで聞いたような…。 
そうだ、合気道！ 
小林先生、成山さん、遠藤先生、横田さん、濱崎さん、山口先生…色んな先生に注意され、指導され

た言葉。 
「達人」への道遠く…もう合気道はあきらめて、筋肉の要らへん、「受け」のない、体重だけを地面

にかければ良いスケートに、「宗旨替え」をしようか！？ 
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～合気道講習会のお知らせ～ 
来る平成１８年６月１日（木）に、フランス在住田村師範、及び、ニューヨーク在住山田師範をお招

きして講習会を開催できる運びになりました。場所は京都市内の旧武徳殿。木造の素晴らしい道場です。

開催日が平日ですので都合をつけるのが大変かとは思いますが、多数の方に参加いただき、梅雨空を吹

き飛ばすような稽古が出来ればと思います。 

稽古の後は懇親会を計画しています（食事のみの方：３５００円、飲まれる方：４５００円）。こち

らにも是非ご参加ください。 
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予期せぬ出来事 

玉置恵啓／参段 

この度、参段に昇段いたしました。これも偏に、

日々相手をしていただく皆様方、先生方のおかげ

と心より感謝しております。特に朝の稽古でよく

相手をしてもらう鳴嶋さんに、１月下旬腰投げで

亜脱臼の負傷を負わせてしまい、本当に申し訳な

く思っております。幸い上手に調整され、審査に

も間に合い、見事弐段に昇段された時には、ホッ

と一安心いたしました。 
私の審査も進み、初めは新阜さんに受けを頼み、

順調に進み基本の投げ技に変わったとき、受けも

変わり野田さんが出てきてくださいました。 
「横面打ち」と叫び、手刀の下をかいくぐり、

入り身投げを首尾良く決めたときは、シミュレー

ション通りでした。この時野田さんの袴のひもが

解け、受けが交代し、「横面」と叫ぶまもなく品

川さんが正面打ちで打ち込んで来られ、思わず一

発食らってしまいました。後は正面打ち入り身投

げを壊れたレコード盤（古いなー）のように繰り

返していました。その時の品川さんの「どうした

んだ？」という目が忘れられません。これではい

けない、兎に角腰投げを首投げをしようと思った

時には、受けが徳山さんに代わっていました。無

謀にも徳山さんに華麗なる腰投げと首投げをド

ッコイショと決めた時には、何故か場内から失笑

が漏れたようなのですが…。 
その間、足は重くなるは、息は上がるは、予期

せぬ出来事に翻弄され、散々な形で私の審査は終

わりました。 
受けをとってくださった皆さん、本当にありが

とうございました。 
今年１月半ば、仕事先で置き引き犯を現行犯逮

捕した事件がありました。詳しいいきさつは省き

ますが、犯人は身長１８０ｃｍ弱、体重８０ｋｇ

ぐらい、４０歳無職の男でした。置き引きを見つ

かり、女性３～４人に取り囲まれ、男性１人が取

り押さえようとしていましたが、逃げようとして

暴れ手がつけられない所へ私が遭遇してしまい

ました。私も五教で取り押さえようとしましたが、

予想外に力が強く、小柄な私など振り払われそう

になりました。もみ合っているとき「こういう時

は手首を狙え」という考えが浮かび、三教で捻り

あげると、悲鳴をあげ大人しくなり何とか逮捕で

きました。後で考えると、まず当身を入れるべき

だったと、反省しております。 
このように多かれ少なかれ予期せぬ出来事

色々起こり、思うようにいかないのが世の中だと

思います。最後の直会で、浜崎道場長が言われま

した。「予期せぬ出来事起きても、それに動ずる

事無く対処出来るよう日々稽古しなければなら

ない」。この言葉を心に留め、加齢と体力の衰え

に抗うことなく受け入れ、それなりに日々稽古し

ていきたいと思います。 
 

和 

神谷貴志／弐段  
 合気道を別の字で例えると、私は「和」という

漢字で表します。 
 「和」とは「皆と同化すること（同じ事をして、

同じ飯を食べる）」だと思われ勝ちですが、本当

の意味は違います。「和」という漢字を分解する

と、収穫物を表す「のぎへん」と食べる行為を表

す「くち」になります。これは収穫物を食べる行

為を表し、生きるという目的の為に異物を受け入

れることを表します。 
 この事から、「和」とは他者を受け入れ、お互

いの個性を尊重し、役割を果たし合い、自分の力

だけではできないことを達成することだと考え

ています。そして、合気道もまた受け・取りがお

互いを受け入れ、その役割を果たし、自分だけで

は表現できないことを目指すものと考えていま

す。だから、私は「和」の精神が合気道の精神に

近いと感じ、合気道を「和」という漢字で例えま

す。 
 私はまだ「和」の精神で表現する合気道が出来

ませんが、いつかそんな風に合気道が出来るよう

に稽古を続けたいと思います。 
 

審査する人される人 

鳴嶋保雄／弐段  
 昇段しました。諸先生、諸先輩、そして皆様に

感謝申し上げます。 
 審査評議の結果は弐段への昇段でした。山道を

登って山門に至り、階段を登り始め、ちょっと疲

れが出て、手摺につかまり、息をぜいぜいと吐き

ながら、必死に堪えている。といったところが、

今の私でしょうか。でも、まだ石段に腰掛け、休

んでいる余裕は私にはありません。呼吸力が足り

ず、息が苦しいのです。 
 今回の審査は、今後の昇級昇段審査を受けよう

とする私たちに、改めてその認識を変えさせたと

思います。道場の空気が変わる。稽古が変わる。
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私も変わらざるを得ない。誤解を恐れずに申し上

げれば、私はせいぶ館を、アスレチッククラブと

同一視してきました。これからも、そうするつも

りでいました。自分を鍛える、肉体も精神も鍛え

る。そのためには、肉体には苦痛を与え、社会で

は揉むに揉まれてきました。それが、オジサンと

なった姿なのです。今更変化を求めることは、出

来れば避けて通りたいのが本音です。でも、この

年齢になって始めたものは武道だったのです。あ

あ。本当に、ああ。Ｓさん、二人でお酒の同好会

でも作って、東門に入門しましょうよ（とっくに

してる）。 
 審査という評価には、審査される方々の期待と、

当然それに応える、審査される側の自覚がなけれ

ばなりません。敢えてそれを、せいぶ館での「役

割」と申し上げれば、評価する側のそれと、され

る側のそれとが噛み合うことが一番です。どちら

も時として、大変悩ましい。Ｎ先生、さぞかし逡

巡し、葛藤もし、ご苦労なさったことでしょう。

不出来な弟子を、よくぞここまで鍛えて下さいま

した。感涙の気持ちで一杯です。今後は、手摺な

ど不要にし、這ってでも石段を登る覚悟です。役

割を果たします。しかし、大丈夫かな。奈落の底

へと、転がり落ちていくのではないでしょうか。 
 

きちんと稽古 

佐藤彰雄／弐段  
 この度は弐段をいただきましてありがとうご

ざいました。審査ではみっともない所をお見せし

ました。反省しきりです。 
「稽古とは 一より習い 十を知り 

   十よりかえる もとのその一 (千利休）」 
なのだそうです。はたして私は一を習った時いく

つ知り得ているのか。その前にきちんと一を習う

ことができているのか。前でやっている手本の技

をきちんと再現できているか。しようとしている

か。少し出来ない技がある時に「○○先生はこう

やっていた」と似た他の技で誤魔化していないだ

ろうか…。 
最近特に思います。大事なことは白帯のころに

習っているなぁと。手はからだの中心で合わせる、

足を動かせ、立っても座っても姿勢よく、などな

ど。一度ならず言われていることばかり。指導さ

れるたびに「ふむふむなるほど」と思っていては

だめだなぁと。前にも聞いたことあるなぁと…。 
受け身がヘタクソです。短刀取りが苦手です。

二人掛けが得意じゃないです。腰投げに自信があ

りません。他にもいろいろできないことばかり。

でも、きっと今までに習ったことがきちんと活か

されれば、今よりも少しは小マシになると信じて、

まずは今までに習ったことの消化からやり直そ

うと思います。合気道を始めたころに習った「一」

から、十とは言いませんが五でも六でも引き出せ

るように。もちろん十を目指して。 
これからもよろしくお願いします。 

 

謙虚に 

山本梅子／初段  
 初段をいただき、ありがとうございました。今

回受けをしていただいた方々、審査前に教え、そ

して稽古に付き合ってくださった皆様に心から

感謝しています。審査では思ったようにはできず、

ミスを重ねてしまい、しばらくは後悔ばかりして

いましたが、これが実力、と素直に結果を認めて

今後とも稽古を重ねていこうと思えるようにな

りました。 
 以前は何故か、根拠のない自信（過信）をいく

つか持って自分を窮屈にしていたような気がし

ます。それが年を重ねるとともに、また合気道を

始めて更 に、謙虚に素直に現実を受け止めるこ
とが出来るようになってきたように思えます。謙

虚になれると肩の力が抜けて楽になれる。それは

合気道にも通じるものがあるのでしょうか。こん

なに楽しく年を重ねさせてくれるものと、人たち

に出会えて幸せです。今後ともよろしくお願いし

ます。 
 

快適空間から抜け出して 

エステラ・ディーン／初段  
 ここせいぶ館で合気道を始めたのがおよそ５

年半前。この度幸運にも初段になることが出来ま

した。 
 毎回の稽古の度に相手を替え、色々な人と稽古

をするというせいぶ館の稽古方針のおかげで、私

は幸運にも現在せいぶ館に在籍するほとんどの

人と稽古をするという機会を得ました（朝７時に

私なんかよりずっと活き活きしている何人かの

朝稽古組の人達とは稽古していないかもしれま

せんが）。私が上達することができたのも皆様の

おかげと感謝申し上げます。 
 稽古をしていると、上段者の方とはわたしはま

だまだだと感じ、新しい人にはとても技を教える

ことができるほどの自信がなく、また、自分が怪



 
 
せいぶ館通信・第28号                                                    ２００６年(平成１８年)５月 

 
- 6 - 

 

我をしたりうっかり誰かを怪我させてしまった

りということに恐れを感じたりします。 
 ひとつ気がついたこと、それは、私たちはみん

な基本的に同じことをしようとしているのに、み

んなが個々の癖を持っているので、違って「感じ

る」ということです！ 以前はこのことが問題と
思っていました。時に私を混乱させ、やりたい技

の邪魔になり、不十分な「受け」を取ってしまっ

たと感じていました。しかし今では稽古相手のス

タイルに合わせて稽古することが、稽古の重要な

位置を占めていると思うようになりました。また、

合気道においては、私よりも上級の方から学ぶだ

けではなく、完全な初心者を含むすべてのレベル

の人からも大いに学ぶことができることもわか

りました。 
 日本の他道場からおいでになる先生の稽古は

私たちを「せいぶ館という名の快適空間」からひ

っぱりだしてくれますし、なじみのない稽古相手

やせいぶ館スタイルとは違う技の稽古をする機

会を与えてくれます。こういう稽古は楽しいと同

時に、合気道における柔軟性・適応力を高める非

常によい方法であることがわかりました。 
 しかし、もし本当にもっと柔軟な合気道が出来

るようになりたいなら、次の段階として私たちの

この「快適な空間」から出て、せいぶ館とは違う

稽古をしている道場を訪れるのも有益ではない

かと思うのです。 
 昨年私は、タイやイギリスやマレーシアなど他

国の道場を訪問する機会がありました。そのとき

私は自信を失って、再びまったくの初心者に戻っ

てしまったように感じました。(畳ではなく)マッ
トや、稽古の手順や、言語や技自体さえ多くのも

のになじみがありません。事実上、時折唯一の身

近なものが壁の開祖の写真だけだったのです！ 
 そんなことがあった後、心地良い「家」である

せいぶ館に帰るととても嬉しいのです。しかし、

別の道場で練習する機会を得た時の私には、そう

した戸惑いがとても重要な学習ステップである

ことにも気付きます。 
 多くの異なった国の人々と合気道の稽古をす

ることは、私が合気道についてより柔軟に考えや

すくなっただけではなく、他国にうまが合う友達

を作り、さらに旅行と合気道という二つの趣味を

うまく両立するとても良い方法でもあります。 
 私はずっと合気道の稽古を続けて行きたいと

思います。ここせいぶ館で。日本の他の道場で。

海外を訪れたときにも。ありがとうございます。

皆と共に数カ月と何年も先にも練習するのを楽

しみにしています！ よろしくおねがいします！ 
STEPPING OUT OF THE COMFORT ZONE  Eella Dean 

 I began training in aikido here at Seibukan about 

five-and-a-half years ago and am now very happy to have 

been graded as ‘shodan’. 

 Thanks to the Seibukan policy of changing partners many 

times during every training session, I have been lucky to 

have had the opportunity to practise with almost everyone 

(except possibly some early-birds who are more lively than 

I am at 7:00 o’clock in the morning!) who has been a 

member of Seibukan during this time. I’d like to thank 

everyone for helping me to make progress in my aikido. 

 There have been times when I have felt that I wasn’t good 

enough to be training with some of the advanced members, 

times when I haven’t felt confident enough to be able to 

help newer members do the techniques and times and when 

I have been afraid of being injured or accidentally injuring 

someone else. 

 One thing that I have noticed is that although we are all 

basically trying to do the same thing, everyone has their 

own individual habits and ‘feels’ different! Sometimes 

I used to see this as a problem, confusing me, preventing 

me from doing the technique the way that I wanted to do it 

or making me feel like I was an inadequate ‘uke’. Now, 

however, I think that being able to adapt and work with my  

partner’s style is a very important part of training. I also 

know that I can learn a lot not only from partners who are 

more advanced in aikido than I am, but from those of all 

levels, including complete beginners. 

 Attending training seminars lead by teachers from other 

dojos in Japan takes us one step out of the ‘Seibukan 

comfort zone’ and gives us the opportunity to practise 

with many more unfamiliar partners and sometimes attempt 

techniques that are different from Seibukan style. As well 

as being fun, I have found this a great way to increase 

flexibility in aikido. 

 However, if we really want to become more flexible in 

our use of aikido, I think that occasionally taking a second 

step away from our ‘comfort zone’ and visiting dojos 

with a different approach can also be useful. 

 During the past year I have had the opportunity to visit 

dojos in other countries such as Thailand, England and 

Malaysia. On these occasions I have tended to lose 

confidence and feel like a total beginner again. Many 

things such as the mats, the protocol, the language and 

even the techniques themselves are sometimes unfamiliar. 

In fact, occasionally the only familiar thing is the photo of 

Morihei Ueshiba on the wall! 
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 Afterwards I am very happy to return to the comfort of 

‘home’ at Seibukan, but I also realise that each time I 

have an opportunity to practise at another dojo, it is a very 

important learning step for me. 

 Not only has practising aikido with people from many 

different countries helped me to think more flexibly about 

aikido, but it has been a great way to make friends with 

like-minded people from other countries and combine my 

interest in travelling with practising aikido! 

 I look forward to many more years of practising aikido 

here at Seibukan, at other dojos in Japan and also on visits 

overseas.Thank you very much and I look forward to 

practising with everyone in the months and years ahead! 

Yoroshiku onegaishimasu! 

 

まだまだ稽古がたらん 

坂本幸子／１級 
 とうとう１級まで来ちまった。どうしょう。 
２、３級になった頃から、持っている級と実際

の現状をあわせるとギャップを感じるようにな

った。受けももっともっとできないかんなあとと

っても気になる。みんな、上級者になると自由に

技を楽しんでいるように見え、とってもうらやま

しい。 
と、いくら思っていても、実際には稽古量次第

であることにはかわりないので、ひたすらせいぶ

館に通えるよう努力したい。 
ひとつの武道に専念してきたが、でも他の武道

に浮気して(？) それぞれの良さを感じ、自分のも
のとして磨きをさらにかけるのもよいのではな

いかと最近思う。杖道にも浮気しちまったし。ど

れが浮気か本命だか？知らないけど、始めてよか

ったと喜んでいる。 
２年前に、日本体育協会公認スポーツ指導者の

講習で、空手道各流派の有名な先生方の指導を受

ける機会を得た。とある流派では柔術と深くかか

わってきた歴史があるので、技も直線的ではなく

円を描くような技がなされ、合気道での経験が理

解を助けた。 
武道の達人は、無駄なうごきをしない。力は最

小限度に使い技を難なくこなす。すごいなあと感

心し、武道はひとつと実感した講習だった。 
以前の空手の流派は、たまに他の道場に行った

りしていろいろ教えていただき、そこでの女性と

仲良くなったりして一晩中空手の話に明け暮れ

ていた若き時代もあったが、師範に黙っていった

こともあるので、後で怒られてしまった。せいぶ

館は、東京からとか名古屋とか他の先生方のすば

らしい稽古が受けられる特典が、もれなくついて

くることがすごい。 
これからも、もっともっと稽古して諸先輩、先

生方に近づけるよう努力していきたい 
 

最近感じること 

松田 毅／１級  
水草を 掻き分けみれば 底の月 

      ここにありとは 誰が知らなむ 
 この道歌は、水草で隠されていた月の影が、水

草を掻き分けてみると美しい姿が現れはっとし

た、というほどの意味だと思います。私はこのご

ろ、合気道をやっていて、ああ、そうだったのか、

ということがちょこちょこあります。いつまでた

っても修行です。お相手していただく皆さん、今

後ともよろしくお願いします。 
 

日々鍛錬 

益田和芳／２級  
 この度、２級を頂き有難うございました。自分

の準備不足で審査当日になって受け相手をお願

いしたにも関わらず、快く引き受けて頂いた松本

さん、そして交代の指示で飛び込んで入ってくれ

た新阜さん、どうも有難うございました。 
 同じ目的を持ち、老若男女が楽しく、真剣に稽

古をする「せいぶ館」が私は好きです。そして、

審査になると真剣さながら気迫のこもった受け

に打って変わる面々、惚れ惚れする動きをする諸

先輩方、理想を追求する先生方、その先生方の生

きた技を学びたい時に学べる環境、そういう「せ

いぶ館」が今回益々好きになりました。 
 土、日曜日は勿論、いつでも道場に通えるよう、

家も仕事も変わりたいのですが、そうもいきませ

ん。早く袴姿になりたいので、その為にはこれか

らも、体力、呼吸力をつけ、怪我をしない柔軟な

体を作っていこうと思いますので、これからも皆

さん宜しくお願いいたします。 
 

審査を振り返って 

古手川路子／２級  
 この度は２級をいただきましてありがとうご

ざいます。 
今回はパニックという言葉が審査後のスピー

チで何度も出ていましたが、私も審査ではいつも
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以上に緊張し、ぶざまな動きをしてしまいました。

ふと、少し前に聞いたＮ先生の言葉を思い出しま

した。「技がなんぼ上手くなってもそれだけでは

意味がない。武道はちょっとでも小ましな人間に

なるためにするもんや」。 
私が合気道をしているのは、もちろん技の上達

のためでもありますが、精神的に強くなるためで

もあります。もっと小ましな人間になりたい、何

事にも動じないような平常心を持ちたいと常々

思っています。でもなかなか難しいですね。今回

の審査では、その精神面の弱いところと技の未熟

なところが現れたのだと思います。しかし反省は

しても後悔はしないのが私のモットーです、ヘコ

んでる暇があったらとにかく稽古だ稽古！ とい
うことで皆さんこれからも稽古の相手をして下

さいね。 
 最後に今回の審査の受けを取っていただいた

山本さん、何度もお相手いただいてありがとうご

ざいました。 
 

これからの課題 

杉浦永治／２級  
 ２級の審査は、演武する技も多く、動作を覚え

ることも一苦労でしたが、諸先輩方から丁寧にご

指導をいただき、なんとか合格することができま

した。誠にありがとうございます。 
 さて、審査の本番は、残念ながら規定の技の型

を演じるのが精一杯で、心ここにあらずという何

とも寂しい状態でした。 
 そういう状態に陥らないために、合気道の稽古

があるとの審査後の先生方からのご講評ですが、

まさしくそのとおりだと思います。次回の審査こ

そ、しっかりした気持ちで臨めるよう稽古を重ね

ることを心がけます。 
 具体的には、① 技を曖昧なままにせず、正確
に覚えるよう努める、② スピード感のある動作
を心がける、③ 緊張感を持って稽古に臨む、④ 
楽しく稽古に参加する等、当面これらの点を意識

して道場に参ります。 
 今後ともご指導・ご鞭撻よろしくお願い申し上

げます。 
 

２級いただきました 

遠藤綱一／２級  
 この度は２級ありがとうございました。 
 私はもう審査が苦手で苦手で、特に今回審査項

目も多いしとても不安でしたが、たくさんの方か

らアドバイスを頂けたり、練習に付き合って頂い

たり、本当に皆様のおかげで合格させてもらいま

した。 
 頂いた級にふさわしくなれるようガンバリま

す。これからも宜しくお願いします。 
 

不安な気持ちを乗り越えて 

杉山義隆／３級 
 この度は、合気道３級をいただき、誠にありが

とうございました。 
 今回の審査では、数日前まで自分の技に自信が

持てず、その上今回から審査基準が厳しくなると

の話を聞き、大変不安な気持ちを抱いておりまし

た。正直、落とされても仕方がないと覚悟してい

たのですが、当日には今出来ることをするしかな

いと気持ちを切り替えることが出来ました。なお

且つ自分の審査の前に２回程人の受けを取らせ

ていただいたため体が温まり、自分の審査では体

が非常に良く動き、思い切った演武をすることが

できたと思います。 
 今回３級をいただけたことは、私が合気道を続

けていく上で大きな自信になりました。これを期

により真摯に、より謙虚に、より前向きに合気道

に取り組んでいきたいと思います。今後とも何卒

よろしくお願い申し上げます。 
 

やっと３級です 

阪下愼一／３級 
 合気道を始めて、はや５年目となり稽古日数が

少ないことと試験アレルギーもあって、この度、

やっと３級を受けることになりました。結構な年

になっても、又、何度か試験の経験があっても緊

張するもので、順番をドキドキしながら待って、

力が入り過ぎた技をしてしまいました。試験終了

後のＨ先生のお話は、緊張する私にとって身につ

まされるものがありました。又、終了後のＦ先生

から隙のない握手の方法も伝授して戴き、有意義

な一日になりました。 
稽古不足の私の相手をしていただいた方々に

お礼申し上げます。 
 

復帰 

森田 誠／４級  
 この度、４級を頂きましてありがとうございま
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した。 
私が、せいぶ館に入会したのは、平成１７年２

月。意気揚々、稽古に励んでいたところ、３月に

入ってすぐに左足小指をひねって骨折。その後の

検査で当該部位に腫瘍（良性）が発見されました。

結局、手術、経過観察等を経て、１１月に復帰す

ることができましたが、その間、ギブスに杖をつ

いての生活は、不便なものでした。今回の審査は、

このような事情を踏まえて臨んだものであり、無

事昇級できたことに近年忘れていたうれしさを

感じております。 
これからも、健康に留意して、稽古していきた

いと思います。夫婦ともども、ご指導のほどよろ

しくお願いします。 
 

今後の目標は 

中島史人／４級  
 この度は４級を頂きまして、ありがとうござい

ます。 
 やはり、技の上手は練習量と比例するのだとい

うことを実感しています。試験以来、いろいろな

意味で恥ずかしい気持ちでいっぱいです。道端で

不意に打ちかかられたら終わりだなとか、そんな

ことばかり考えて。 
 ゆっくりですが、続けて進んで行こうと思いま

す。とりあえずの目標は「息を詰めない」「力ま

ない」。難しいとは思いますが。皆様、今後とも

よろしくお願いいたします。 
 

朝の自分との… 

広池正道／４級  
 この度は４級を頂きまして有り難うございま

した。 
 稽古は週末に１回、月、水、金の朝稽古のどこ

かで一回という週二ペースを目標にしているの

ですが、特に朝稽古は、起床の際の自分との戦い

に２勝３敗くらいの勝率になってしまっていて、

結局月に５、６回程度の稽古量という体たらくで

す。合気道の技うんぬん以前の問題です。 
とは言え、こんなペースでも、物事に熱し難く

冷めやすい性格の自分が、２年も続けて来られた

のは、やはり合気道の面白さ不思議さと、高段者

はじめ先輩方の親切なご指導のお陰だと感謝し

ています。また、白帯なんかでは、洗濯でベラン

ダに干しても空き巣へのこけおどしにもならな

い、と嫁さんに言われて困惑していたところに、

衛藤さんに、それじゃ、帯だけ洗濯しなければ良

いとのアドバイスを頂きまして（経験者か？）、

これにも感謝といいたいところですが、これは道

着に大胆なまでに下手くそな手書きで名前を大

きく書いてしまっているので、どうにもならない

ようです。 
ということで、今後は何とか朝の自分との戦い

の勝率を上げ、稽古日数も増やし、早く上達して

黒帯を目指したいと思いますが、一方で、昇段試

験にたどり着くのは、短刀を持つと道場内にただ

ならぬ緊張が走る岡田さんや、四教しようにも腕

に手が回りそうにない徳山さん達がもう少し歳

を経られてからの方がいいな、と、正直思ってい

ます。それと、今回昇級試験でお相手いただいた

中島さんにも指摘されましたが、常々、特に受け

をとっているときにすごく恐い顔をしているよ

うです。しかし、怒っているわけではありません。

仕事も営業職でお客さんとの電話では結構猫な

で声などで話をしたりもしています。 
というわけで、今後とも宜しくお願いします。 

 

合気道と出会って 

石浦洋一／５級  
 この度は５級を頂きましてありがとうござい

ます。僕の不細工な技をみなさんの前で披露させ

ていただきまして感謝しています。 
 半年前、せいぶ館の門を叩き、合気道に出会い、

かけがえのない仲間・先輩・師に出会いました。

そして、初めての級をせいぶ館にて、皆さんの前

でいただけました。 
 ここで、一旦せいぶ館を離れることになります

が、第一歩をこの道場で刻むことが出来たことを

嬉しく思います。 
 始めたばっかりのある稽古中、「相手の力を腹

にためて爆発させる感じで…」とのご指導をいた

だきました。３２年間生きてきて全く味わったこ

とのない、実感のわかない「感じ」でした。ゾク

ゾクしました。合気道って不思議ですね。「わか

らないんです」と質問すると、びっくりするよう

な高段者の方に「わしもわからへん」って普通に

言われます。でも、皆さん合気道を愛している…

う～ん、不思議。体の転換をしようとすると、自

分が技を掛けられたかのように持たれている部

分に激痛が走ります。摩訶不思議…か？ 
 たくさんの方々に親しくしていただいて、懇切

丁寧に指導してくださっているにもかかわらず、

まだまだ、頭で考えながらでなければ動けない自
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分がじれったいですが、この不思議な「和」の武

道に細く長く取り組んでいきたいと思います。 
帰神の際にはまた、せいぶ館の門をくぐり稽古

に参加し、灘屋で一杯飲みたい（笑）と思ってい

ますので、皆様よろしくお願いします。 
 最後に、大変短い間でありましたが、ここでの

半年間は僕にとって大きくて切ない大切な思い

出です。（手前味噌ですが）自分の人生の転機と

なりましたこの時期に、濃密な時間をすごさせて

いただいた皆様に再度感謝の意を述べさせてい

ただいて、拙文をとめさせていただきます。 
どうも、ありがとうございました。 

 

スタートに立ちました 

濱野真伸／５級  
 このたびの昇級試験にて、５級を頂き有り難う

ございました。これもみなさま諸先輩方のお陰で

ございます。 
 今から半年ほど前、初めてせいぶ館に見学に訪

れ、性別、年齢に関係なく、行っている稽古の様

子を見て、すごいなぁと感動し、有段者の方の優

雅な技を見て、自分にも出来るようになれたらい

いなぁと思い、入会しました。しかし、実際に始

めてみると、見るのとやるのとでは全く違って、

非常に難しく、技を教えてもらって理解したつも

りでも、手足をどう動かせばいいのかわからず、

戸惑っていたのを覚えています。 
 今回５級を頂き、ようやく私の合気道人生は、

スタート台に立ったところです。ある先輩で、

「合気道は、引退がないから、続けている限り、

いつまでも現役だよ」と、話してくれた方がいま

した。私も出来るだけ、長く現役でいられるよう

に頑張って続けて行きたいと思います。これから

も、皆様よろしくお願いします。 
 

愛（合）してます？ 

高瀬裕規／５級  
 どうも。せいぶ館に通うみんなの弟子。高瀬で

す。このたびは５級をいただきありがとうござい

ました。 
初めて合気道に通い始めて受けた不思議な感

覚。自分の軽い力で大男が倒れる。そして道場の

帰り道。飲み干したコーヒーのスチール缶をぐぐ

っとにぎりしめて…そこで魔法が解ける。そこか

ら道場に頑張って通い続けています。正座もだい

ぶなれてきたし、そのうちどっかのおばあちゃん

みたいに何時間座っても平気になるのかなぁと。 
合気道を始めようと思ったきっかけは元々投

げ技が好きだったのもありますが、やっぱりさみ

しがり屋だってことですかね。黙々と仕事をして

いると、道場でみんなの顔がみたいなぁとついつ

い通ってしまいます。 
最近Ｓ先生が「合気道は気持ちで技をかけるの

だ」とおっしゃられていたので、とりあえず気持

ちから入ってみる事にしてみました（技は全然ダ

メなので）。 
愛の力で技をかける『愛』気道。精神を集中し、

静かな心で技をかける合『気』道。相手の一瞬の

スキを突き、鬼のココロで技をかける合『鬼』道。 
今、得にハマっているのが『愛』気道です。や

はり基本は技をかける相手を愛すること。そうす

れば自然と無駄な力が抜け、動きがなめらかにな

り、技が美しくかかる（と信じています）(過去の
せいぶ館通信「Ｎ先生いわく『合気道は愛です』」

より拝借）。 
それでは日々お世話になっている先輩方。同時

期入会の仲間の方々。ありがとうございました。

これからもよろしくお願い致します。 
 

日々の積み重ね 

小坂 優／５級  
 私は、昇級審査を受けるに当たり、絶対合格し

たいと言う気持ちが強くありました。なので練習

では、出来るだけ上級者の人と組み、注意された

事は、出来るようになるよう頑張っていました。

そして審査の前日、型がきれいに見えるよう作戦

を練っていました。   
 審査終了後、自分がちゃんと出来ていたか振り

返ってみました。普段からよく注意されていた所

は、きちんと出来ていたけど、前日に練っていた

作戦はボロボロでした。直前にだけやっても、体

が覚えてないから出来なかったんや、と思い、

日々の積み重ねがやっぱ大切だと分りました。 
 今回学んだ事を忘れず、次の昇級審査に向けて

頑張ろうと思いました。 
 

目標たててがんばります 

川島佑之／５級  
 この度は５級をいただきありがとうございま

した。 
 合気道を始めて半年以上がたちました。この間

の昇級試験まで、週何回か行くジム感覚でいまし
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た。でも、試験のときに見た有段者の人の技の力

強さや、見たこともない技をすばやくするのを見

て、全然まだまだだなと感じました。最近は、前

に注意された、技が終わってから次の技を始める

までの間を空けすぎないよう気をつけたりして

います。 
 まず今は技を正確にやって、正確にひとつずつ

覚えることを目標にします。昇級試験で見て思い、

感じたことを忘れずに、毎回の練習のときに頭に

おいてがんばります。 
 

受身を取る 

菊田佳治／５級 
 今回の試験で５級を頂いて、たくさんの人の中

で合気道の技をする事がどんな感じなのか、勉強

になりました。初めての合気道の試験でたくさん

の人の前で、迷わずに「どの技をしようかな」と

思わないように、これからは頭で覚えず、体で覚

えることを意識して稽古に励みたいと思いまし

た。黒帯の方は、すぐに技が出るだけではなく、

技をかけた後の敵の位置などを考えているよう

に見えて「自分も早くうまくなりたい」と思いま

した。 
試験が終った後に、濱崎先生が、「受身は自分

から取るのではなく、技がかかったら取る。自分

から取ったら、逃げてるのと一緒」だと言われて、

今までの僕の受身は、その典型だと気づきました。 
 これからは、相手を攻めて、技がかかる前に受

身を取らず、技がかかってから受身を取るように

練習したいです。 
 

縁 

森本陽之／５級  
 この度は、５級を頂きましてありがとうござい

ます。 
 去年の初夏、これまで運動経験がゼロの私がせ

いぶ館に入会させてもらった時、周囲は口をそろ

えて「すぐやめる」といっていました。事実、最

初の１ヶ月は腰は痛いわ、息はあがるわ（息は未

だにすぐあがりますが…）、翌日は全身筋肉痛だ

わで、自分自身もう無理かもと思ったこともあり

ました。でも、佐治先生の「１ヶ月やったら痛く

なくなる」の言葉と受け身の指導を信じてまずは

1ヶ月、次は半年を目標に続けてみたところ、本
当に１ヶ月を越えたところから体の痛みはなく

なり、稽古が楽しくてしょうがなくなりました。 

 大の運動嫌いだった私が、ただ漠然と続けるだ

けでなく、ここまで合気道にはまることが出来た

のは、せいぶ館で素晴らしい先生方、先輩方、同

期の方々との出会いがあったからだと思います。 
 合気道を始めようと思ったあの日、ネットで調

べてたまたま家から一番近かったという理由で

選んだせいぶ館。そんな偶然からこのように素晴

らしい道場と出会えた縁。この「縁」を大切にし、

さらなる精進が出来るよう、今後も稽古に励みた

いと思います。 
 最後に、頻繁に稽古に行くことに理解をしてく

れ、また道着の洗濯をしてくれるなど様々な面で

協力してくれた妻へ、ありがとう。次回の昇級審

査は夫婦で参加できるようにがんばろう。 
  

稽古の時間 

豊倉 歩／５級  
 はじめまして、昨年５月に入会した豊倉歩とい

います。 
稽古の時間は「ある」ものじゃなく「つくる」

ものだなと実感しています。稽古で教わってもす

ぐ忘れ  何回同じ事教わってるんやろ？  といつ
も自分で嫌になります。それでもせいぶ館のみな

さんが根気よく相手になって教えてくださるお

かげでなんとかこのたび５級をいただくことが

出来ました。これからも年齢、性別に関係なくで

きる合気道を楽しく長く続けていきたいです。 
 

まずは、感謝 

田村 清／５級  
 ほとんど毎日、ランニングし、体力・体調維持

をしていたつもりですが、筋力の衰退と体重の増

加はどうしようもありませんでした。このため、

４０歳後半になってから入門し、稽古回数は少な

いものの、なんとか継続しております。家でも生

活のパターンのひとつになってきた感じがしま

す。 
 道場に来られている先生方、黒帯、白帯の方に

かなりご迷惑をかけながらですが、自分なりによ

く続くと思っておりますし、皆様に感謝致します。 
 最近の社会では、人間のつきあいは挨拶からと

いうことで挨拶が重視されていますが、道場では

それはあたりまえで、また、終了後の掃除にして

も全員で行い、また、挨拶して帰るというのは、

本来の日本の生活様式、常識だと思います。この

ようなことを知っただけでもうれしいと感じら
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れ、会社の中でもまずは挨拶だと自慢げにしゃべ

っています。 
 もう少し稽古に通い、自分なりにちょっとは向

上して行きたいと思っておりますので、稽古に付

き合って頂ける様にお願いします。 
 

スタートです 

高田崚介／５級  
 今回は、僕を５級に認めてもらい、誠に有り難

うございました。 
 今思うと、合気道と出会い始めてから、早１年

が過ぎようとしています。 
 今まで老若男女、無級から段位の人まで、さま

ざまな人に受けをしたり、取りをしてもらったり、

とてもお世話になりました。その人達のご恩の

数々のお陰で、今回見事に５級になりました。今

となっては、あの一教の取りも出来なかった日々

を懐かしく思います。 
 そして、僕はこれをスタートとし、これからど

んどん腕を上げ、早く子供の進級試験の後に出ら

れることを夢見ています。まだまだ作法もままな

らないほどの未熟者ですが、これからも、末永く

付き合ってください。 
 よろしくお願いします。 
 

始めて良かった 

森田真理子／５級  
 「合気道を習いたいから、道場に見学に行く」

という主人についてやってきたのが『せいぶ館』

でした。その時は、「合気道？？？ 名前だけは
聞いたことがあるけど、どんなのかなぁ…」程度

の気持ちだったので、まさか運動オンチの私がせ

いぶ館に通うことになろうとは自分でも予測し

ていませんでした。 
ところが皆さんの稽古を拝見し、少しだけ体験

もさせてもらって帰る頃には「難しそうで、痛そ

うだけど私もやってみたい！ やらなければきっ
と一生後悔するだろうな…」という気持ちになっ

ていたのが不思議です。きっと道場内にあふれる

熱気が、私を魅了してしまったのでしょう。 
それから１年余り。ゆっくりペースの私でした

が、なんとか５級を頂くことができました。いつ

も辛抱強く指導して下さる先生方、皆さま、本当

にありがとうございました。 
 

 

～～～～～～～これより子供クラス～～～～～ 

和田悠樹／６級 

 ぼくは小学１年から合気道をやってきました。 
 始めのころは左の前受け身ができなかったけ

ど、うまくなっていると実感できるようになりま

した。６年間で６級になれてとれもうれしかった

です。初段にもなりたいです。 
 

鵜木義晶／６級 

 ぼくは今年でしんさを受けるのが５回目です。

だから少しなれていてきんちょうはあまりしま

せんでした。そして６級に受かったときはうれし

かったです。中学でもがんばって続けていきたい

です。 
 

 渡辺育未／７級 

 私は７級になりました。 
 後ろ受身のときにいつも手をついてしまって

いたので、今年はそれに気をつけてやりました。 
 大人クラスの人がわざをやるととっても迫力

があって私もあんなふうになりたいと思いまし

た。 

 
 

春名優里／７級 

 うけみをしてるとき、階だんから落ちたので、

うしろうけみは失敗したなと思いました。前うけ
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みは、目が回ってまっすぐにいけませんでした。

しっこうは自信がありました。技をする時「入り

み投げ」を言われて、とまどっていました。失敗

だなと思いました。 
 去年はすごくきんちょうしていたのに、今回は

きんちょうどころかワクワクしていました。試験、

自信有り。 
 大人のクラスの試験をみていたのですが、少し

ひまでした。まわりの人が笑っていたので、気に

なってみようとしましたが、前の人が身長が高か

ったので見えませんでした。 
 

 一宮大起／７級 

 ぼくはしけんの時あまりきんちょうはしなか

った。家を出る時は、きんちょうしていたけれど、

きんちょうしたら力がはっきできないからきん

ちょうしないようにがんばりました。７級うかっ

た時はうれしかったです。 
 

 常峰瑛宏／７級 

 ４年間でやっと７級です。飛び級はいないけど

みんながんばったと思いました。大人の方々は木

刀を使っていました。ぼくもあんなふうに成長し

ていきたいです。 
 次の試験は６級をかけた戦いです。もっと練習

してがんばりたいです。 
 先生方これからもよろしくお願いします。 
 

田中淳一／８級 

 ぼくは合気道のしけんのときにすごくきんち

ょうしました。なぜかというと、ぼくは前うけみ

が苦手だからです。「がんばるぞ」と思ったけれ

ど失敗してしまいました。だけど、なげやわざは

自分ではよくできたと思います。 
 

 ルナ一樹／８級 

 ぼくは３年生の時試験に出れなかったけど「４

年生でがんばる」と心の中で言いました。そして

試験の日不安ながら家をでました。幸いなことに

ちょっと雨がふり野球が中止になりました。「あ

ーよかった」。そして中に入るといっぱいの人で

暑かったです。そして始まりました。ぼくの相手

はつねみね君です。いっしょにできてよかったで

す。大人のみなさんもすごくうまかったです。ぼ

くもあんなにうまくなりたいです。 
 

青山澄香／８級 

 先週の日曜日にあいきどうのしけんがありま

した。しけんが始まったとき、ちょっとだけドキ

ドキしました。でも友達のをみているうちにドキ

ドキがなくなりました。しけんでよばれたとき

「ドキッ」としました。１度技をわすれてしまい

ました。でも土居さんのおかげでたすかりました。

土居さんがさきに技をしてくれてたすかりまし

た。本当に土居さんにかんしゃしています。技を

しているとき、ドキドキしませんでした。大人の

人を見ているときにお母さんがきてくれてとー

ってもうれしかったです。お母さんが来たときに

は子供のしけんがおわっていたのでわたしはと

てもしょんぼりしました。しけんがおわってから

ドキドキしました。 
 

 児玉 悠／８級 

 私は３回目のしょうきゅう試験でした。少々ド

ギマギでした。いっしょにやる春名ゆりちゃんも

「少しドキドキしている」というような感じでし

た。最初に体そうをしました。ちょっとはずかし

かったです。わざを出す時にちょっとまよいまし

た。でもせいこうしました。また来年もうけたい

です。 
 

 金築初音／８級 

 わたしはしけんのときあまりきんちょうしま

せんでした。いくみちゃんと技をしました。わた

しが技をわすれていてもいくみちゃんがおぼえ

ていたのでよかったと思います。しけんに合格で

きてよかったです。 
 

黒田大雅／９級 

 ぼくはしけんをうけるのがとても不安でした。

ぼくはしけんをうけるのが２度目でしたが、道場

には大人の人がいっぱいいるし、小手返しが苦手

なのでとても不安でした。だから次の木曜日にぼ

くの名札が９級に上がっていたのでともてうれ

しかったです。合気道はおもしろいので来年もや

ろうと思います。 
 

 児玉 渉／９級 

 あいきどうのしけんがたのしかったです。２回

目だったのでドキドキしました。いっぱいおくれ

たりさぼったりしました。これからはおくれずに

来ます。 
 

 澤本佳奈／９級 

 今回の試験は子供クラス最後の試験でした。 
 ９級受かってうれしかったです。失敗したこと
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もあったので少し心配でした。 
 来年の４月から中学生なので大人クラスに入

ろうと思います。子供クラスの稽古、子供クラス

での最後の試験を大人クラスでも活かしたいで

す。 
 

大口陽向／１０級 

 ぼくはしけんの前、家で心ぞうがバクバクしす

ぎて「大じょうぶかな？」と思っていました。で

もどうじょうに行っているときんちょうしなか

ったです。今日行ってみると１０きゅうに札があ

ってうれしかったです。 
 

 常峰秀美／１０級 

 今回初めて試験をうけました。自分が終わった

ときは「まちがってたかな」と心配で、うからな

かったかなと思ってたけど受かってうれしかっ

たです。 
 

 岡崎充志／１０級 

 さいしょは「ワクワク」したけど、しけんでが

んばったら１０きゅうになりました。おとなの人

はすごいです。１０きゅうになれてよかったです。

来年は９きゅうになりたいので、れんしゅうをが

んばります。 
 

 遠藤史憲／１０級 

 今日はじめてしんさにいきました。ぜんぜんき

んちょうしないで楽しくうけれました。ごうかく

できてうれしかったです。 

 児玉 迪／１０級 

 ぼくは３月１２日にはじめてあいきどうのど

うじょうでしけんをうけました。 はじめてのし

けんだからドキドキしました。はじめてのしけん

でもうまくできました。この１年たくさんあいき

どうにおくれました。これからはおくれずに来ま

す。 
 

 太田葉月／１０級 

 わたしは初めてしけんを受けたので、きんちょ

うするとおもったけど少ししかきんちょうしま

せんでした。でも１０級をとれたのでうれしかっ

たです。わたしは本番では大人の人としたのです

が、あまりきんちょうしませんでした。 
 

 春名保成美／１０級 

 １年間ありがとうございます。 
 ６年生だけそつぎょうして大人クラスになっ

たらなにするの？ １きゅうと１０きゅうどっち
が上なの？  おもったこと。しけんなんのため
に？ うまくなるためなん？ 
 

 土居星奈／１０級 

 しんさの日、自分の心がドキドキしました。し

んさがおわったら大ぜいの人がはく手しました。

私はホッとしました。 
 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

－これまでの行事－ 

11/3(祝) 兵庫武道祭（県武道館） 
12/4(日) 横田初代道場長追悼演武会･総会･忘年会 
12/18(日) 大掃除 
12/24(土) 遠藤先生講習会（せいぶ館） 
    松村館長杖道講習会（王子体育館） 
12/25(日) 遠藤先生講習会・稽古納め（甲南大学） 
    松村館長杖道講習会（西代体育館） 
12/30(金) 餅つき 
1/4(水)  初稽古 
1/8(日)  新年会 
1/20(金)～2/2(木) 寒稽古 
1/21(土) 栗林師範講習会（せいぶ館） 
1/22(日) 栗林師範講習会（神戸大学医学部） 
2/1(水)  野倉夫婦（上海国際合気道クラブ） 
2/12(日) 寒稽古完遂者を称える会（燕京） 
2/26(日) 県連合同研鑽会（横田師範・県武道館） 

3/12(日) 昇級昇段審査･演武会･懇親会･壮行会 
3/15(水)～16(木) ロシア一行(５人)荒川さん夫婦 
3/15(木)～18(土) ﾚｲﾓﾝﾄﾞ一行(３人・ﾏﾚｰｼｱYMCA) 
3/19(日) 三田道場10周年（濱崎･藤井･松平演武） 
3/22(水) ﾏｰｶｽ一行（11人・ﾏﾚｰｼｱ、ﾊﾞﾝｸﾞｻ道場） 
3/25(土) 遠藤先生講習会（せいぶ館） 
3/26(日) 遠藤先生講習会（甲南大学） 
4/9(日)  お花見（大倉山公園） 

－これからの予定－ 
5/21(日) 兵庫県杖道選手権 
5/27(土) 全日本合気道演武大会（日本武道館） 
6/1(木)  田村先生・山田先生講習会（京都武徳殿） 
6/24(土)～25(日) 遠藤先生講習会 
7/20(木)～8/2(水) 土用稽古 
9/10(日) 昇級昇段審査 
10/1(日) 関西地区研鑽会 
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せいぶ館写真部（お花見編） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記： 

新しい級・段になったときにちょっと気恥ずかしくないですか？ 私は眼鏡や髪型を変えたあとに初めて知り合いに会うときの

気恥ずかしさににてるかなぁと思いました。「ちょっと変えてみたんだけど、どぉ？ 似合う？」っていう感じです。似合うって言

われても恥ずかしいし、似合わないと言われても恥ずかしい…。でも髪の毛や眼鏡に向かって話しかけるのではなく、その人

自身と話すんですからねぇ。所詮飾り。同じく段位と稽古するのではなく。自分自身を磨こうと思います。(佐藤彰雄) 

飲めや

七分咲き 

歌えや 

笑えや、で… 

食えや

また来年

おつかれさまでした…
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［せいぶ館道場 入会案内］ 

■会費 

・入会金 5000円 

・会費 <なるべく３ヵ月分以上を前納してください> 

一般 5000円／月（一括払いの場合：28000円／半年   50000円／年） 

小～大学(24歳以下)・65歳以上 3000円／月 

ビジター料金 <1週間有効>   1500円／一般   1000円／小・中・高・大学生(24歳以下)・65歳以上 

・休会時は事前に届を出すと、500円/月になります 会費の滞納が６ヵ月以上続いた場合は退会とみなします 

・ 会費を銀行振込する場合：日新信用金庫･宇治川支店 普通No.340076 せいぶ館佐治孝雄(ｾｲﾌﾞｶﾝ ｻｼﾞﾀｶｵ) 

・ 会費を郵便振替する場合：口座番号：14340-56119711 加入者名：せいぶ館佐治孝雄(ｾｲﾌﾞｶﾝ ｻｼﾞﾀｶｵ) 

■稽古中のケガ、その他事故については会員個人の責任とします 

  ・紛争は当事者同士で解決してください 

  ・スポーツ安全保険に加入してください <団体保険は毎年３月末切換えです  掲示にご注意ください> 

     (財)スポーツ安全協会 兵庫県支部  

〒650-0011神戸市中央区下山手通4-16-3 兵庫県民会館8階 (財)兵庫県体育協会内 ℡(078)332-2380 

■気持ちよく稽古ができるように 

・道場内外は来た時よりも美しくしましょう  ・道場内は禁煙・禁酒・禁飲食・禁携帯電話です 

・道場内には私物を置かないでください  もし私物を１週間以上放置している場合は道場で処分します 

■稽古時間  ＜2006年4月現在／祝祭日・年末年始等は掲示にご注意ください／★マークのクラスに一般も参加できます＞ 
 朝のクラス 昼のクラス 夜のクラス 

月  7:00～8:00 中尾 ←(初心者クラス)★ 18:30～20:00  久美

火    18:00～20:00 (初心者クラス)★ 佐伯

水  7:00～8:00 中尾 14:00～15:30 (レディース) ★ 明子 18:30～20:00  山崎

木   16:45～18:00 (子供クラス) ★ 河村 18:30～20:00  佐治

金  7:00～8:00 中尾  18:30～20:00 (初心者クラス)★ 澤辺

土   9:30～11:00 中尾 14:00～15:30 (子供クラス) ★ 佐藤 18:30～20:00  松平

  9:30～11:00 中尾     ↑[毎月第2日曜前日：藤井] 日 

 11:10～12:10 濱崎 ←［毎月第2日曜：藤井］   

明石道場      水：18:30～20:30(草野) 

杖道部 <神道夢想流> 水:13:00～13:50(明子) 土：11:30～13:30(小畑) 毎月第１日曜(古流＆自主稽古)：13:00～15:00(小畑) 

会費：1000円／月 

■道場への最寄り駅（徒歩時間） 

    地下鉄 大倉山駅から3分 

    地下鉄 県庁前駅から5分 

    阪急 花隈駅から5分 

    阪神 西元町駅から7分 

    ＪＲ 神戸駅から12分 

    高速 神戸駅から12分 

 

 

 

 

(財)合気会神戸支部 せいぶ館 支部長:中尾眞吾／道場長:浜崎正司／副道場長:打越明夫 

〒650-0011 神戸市中央区下山手通８丁目20-17 えぬビル３階 白蘆林内   ℡(078)382-1659 / FAX(078)341-3980 

<インターネットにせいぶ館のホームページがあります... http://www.ne.jp/asahi/aikido/seibukan/> 

   白蘆林(はくろりん)のこと  
 少年や若者が合気道を通じて強く逞しく、優しい思いやりのある人間になれるように。また、大人もそうあり続けられる、 

 そんな青少年健全育成の場でありたい。そういう思いから、下村湖人の「次郎物語」を基に「白蘆林」と名付けました。 

 2006-5 500冊 


