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少年部夏合宿特集　　
　合宿地：栃木県足利市／日程：2009.7.24〜26
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合宿の感想　鶴岡八まん宮道場／岳山 友大

　　　ぼくは7/24〜26の合宿に参加しました。５年で始めてめての参加ですごく
楽しみでした。

足利市駅に着きました。のりかえがめんどうくさかったです。そして、宿はくするとこ
ろにつくと、べんとうを食べて、さっそくけい古がありました。そうじをしたり、休

けい時間にキックベースをしたりして、とっても楽しかったです。ほかにも受身をグルー
プにわかれてやったりしました。

そして、２日目になりました。朝は６時に先生におこされて、顔を洗いましたが、まだ
すごくねむかったです。そして、少し部屋で遊んでから、朝食をとりました。鮭の塩

焼きやバナナ、みそ汁がおいしかったので、完食しました。その後にけい古がありました
が、つかれていて、やる気がでませんでした。　　

それから、昼食にカツカレーを食　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
べました。でも、残してしまい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ました。そして、ぼくやほかのみんな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
が楽しみにしていたプールの時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
がやってきました。7/24は、水温が　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
低くて入れなくて残念だったけど、入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
れそうでうれしかったです。　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

この文を書いているとき、ぼくは、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
合宿で時間がたつのが早いなぁー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

と思いました。また、来年や来れる時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
に来たいです。　　

初めての合宿　ふじさわ道場／横田 有咲

　　合宿に初めて行きました。一日目は電車に２時間ものって、す
ごくつらかったです。八まん宮と大船でまち合わせをしていっしょ
に行きました。八まん宮は、男の子しかいなかったのでびっくりし
ました。男の子たちは、電車でずっとしゃべってました。電車の中で
はずっとひまでした。ついたら、ごはんを食べました。たべたらおい
しかったです。その次に、どうぎにきがえてどう場に行きました。な
わとびやしっぽとりなどをしました。とてもおもしろかったです。
　　7/25に、朝６時におきろといわれたけど、４時半におきてしま
いました。その次にけい古をしました。けい古では、木刀をふりあ
げるのをよけたりしました。つぎのこてがえしをしました。つぎのこ
てがえしはとてもおもしろかったです。次にプールにいきました。プ
ールで、キム先生といっしょに遊びました。とても楽しかったです。

夏合宿感想　館林道場／岡崎 夏実

　　合宿に初めて参加しました。本当は7/24からの参加だった
けど、7/25から合宿地に合流し、ほかの道場の人とけい古を始め
ました。わたしは合気道を初めてから５、６ヶ月ぐらいで、まだ白お
びです。でも、先生や友だちがやさしく教えてくれて、だんだん分か
ってきました。
　　そして、プールの時間では、ありさちゃんにクロール（息つぎ）
、平およびのアドバイスをもらい、泳げるようになりました。スイミ
ングを習っているので、とても教え方、泳ぎ両方とも分かりやすく
上手でした。
　　今回、足かがの初合宿は、友だち、先生に、たくさんのことを教
えてもらい、楽しかったです。合気道に入って、始めていい思いでが
できてよかったと思います。
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夏合宿'09 感想　東戸塚道場／稲村 有希

　　　私達、東戸塚道場は、学校の都合で他の道場より遅
く行きました。ついたのはなんと４時！！遅く行ってもつ

まんない！という自分の中にも、けいこサボれて”ラッキー♪”と
かも思ったりしました。

２日目は、午前：けいこ、午後：遊びっていう感じで”プール”
はとっても楽しかったデス！！同じ道場のこころに背泳ぎ

を教えてもらって多少できるようになりました⤴⤴｟うれしい
デス♪｠。今日入ったプールは冷たくて気持ちが良かったデス
♪泳ぎが苦手な私にも、こころとまのは優しくしてくれたので、
楽しめました！！

今年の合宿は先生も子供も少ししかいなくて、ちょっとさ
みしかったし、けいこの時は静かな気がしたけれど、やっ

ぱり夏合宿は楽しい⤴⤴⤴　ニコニコ ¥^_^]@

明日は最終日で、ぶどう狩りがあります。沢山ブドウ食べれ
たらいいな〜（笑）。今日帰ってしまった百瀬先生、金先

生の分も『いっぱい』ブドウ食べたデス！！とにかく！！夏合宿
は、と〜〜〜っても楽しかったデス！！これからも、合気道を続
けて頑張っていきたいと思います♪

体そうがちがった　館林道場／岩瀬 綜良

　　　ぼくは、１日目の合宿でほかの道場の体そうにびっ
くりした。ぼくたちの道場の体操とはちがいました。あと

は、ほかの道場の人たちは仲間が少なかったです。

２日目は、けいこのびぎん、なかあて、ドッチボールがたの
しかったです。あとはプールです。ともよし先生にのっか

ってあそびました。プールがらでたあとになおゆき君がドアに
頭をぶつけました。かわいそうでした。明日はぶどうがりがた
のしみです。

無題　ふじさわの小松　　　　　　　　　　　　

きょうたのしかったけど、さみしかったです。きのう
　　よるはねぬれなかったです。

たのしかた　たけだどうじょう。わたなべ ぜん

でんしゃでやすひろくんといずかせんぱいにおれ　
　でおもしろいことをはなしたのでたのしかたです。こうえん
にいったのがたのしかたです。

いろいろ　館林道場／須永 海斗　　　　　　

　きのうは、30分くらいしてここについて、すぐにけ
いこが始まった。ふつうのけいこと同じで、うけみ、わざ、あそ
び、やや楽しかった。部屋はベットがある、ややおもしろそうな
へやだった。夜は楽しかった。

次の日、あさははやく起きて、あさごはん、そしてけいこ。プ
ールに行っておよいだり、おにごっこをしたり、いろいろ。

あんまり目を開けてたからいたかった。楽しかった。

夏合宿　東戸塚道場／蒲地 舞乃

　　２日目の今日は午前中けいこでした。けいこの終わり
に、うけみ大会をやりました。私は100回で、３位でした。で
も、１位の人はむらさき帯だったけど、220回も短時間でや
っていてすごいと思いました。
　　午後は、プールに入りました。うきわに乗ってカヌーに
したりした、とても楽しく遊びました。先生を２人、有希とこ
ころと舞乃で、しずめました。うきわカヌーは５回くらいて
んぷくしました。水中ででんぐり返しをしました。でも、ここ
ろは、逆立ちをしていました。水中逆立ちはこころしかでき
ませんでした。大野先生（大熊プーちゃん）とハンデ10秒で
まのはうきわカヌー先生は泳ぎで競争しました。ハンデ有
りでさきに行ったのに負けました。くやしかったカモネ♡
　　明日はぶどうがりをやるそうです。舞乃はぶどうがす
きなので、はりきってやると思います。百瀬先生は今日帰っ
てしまったけど、『百瀬先生の分も食べて』と言っていまし
た。今年の合宿は、プールがとても楽しかったです。

合宿のかんそう　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　はちまんぐう道場／わたなべ まさと

　　１日目はついてこうえんえいきました。みんなとおにご
っこをしてあそびました。たのしかったです。２日目はプール
に行きました。おにごっこをしてあそびました。かえってきた
らこえんであそびました。たのしかったです。

たのしかった　東戸塚道場／松瀬 航大

　　まず、東戸塚で合流しました。そして電車にのりました。
だいたい２じかんくらいのりました。そして、やどにつきまし
た。そして、一日目は遊んでねました。１１時くらいにねて６
時におきました。そしてどうぎにきがえて１かいにいきままし
た。どうじょうにむかい、そしてそうじをしました。そのあとに
けいこをしました。長かったけど楽しかったです。けいこがお
わったあとプールにいきました。とてもたのしかったです。そ
のあとやどにかえってすこし休んだあと公園に行っておにご
っこをしましたとてもたのしかったです。そのあとまたへやに
もどってこのさくぶんをかきました。

楽しかった　　　　　　　　　　　
　　　　鎌倉鶴岡八幡宮道場の広石 貴昭

　　ぼくは、学宿で二回行きました。昨年の
宿泊風呂の所と今年の風呂の所とほとんど
同じなのでびっくりしました。
　　次の日、プールに行きました。はじめてい
きました。最初は入りたくなかったけどみん
なが入っているので入りました。今まで一番
おもしろい合宿に行って、いろいろな思い出
がつくれたと思います。
　　（『楽しかった』と言いたかっただけ）

合宿の感想　　　　　　　　　　
　　　　　鶴岡八幡宮道場／五十嵐 まお

　　昨年の宿泊室はあまんまりよくなかった
けど今年はよかったです。とまるところには
陸上競技部やプールがあったりぶどう館など
の近くにあるなんてかんげき〜！！と思いまし
た。一番思い出に残ったのはプールです。

感想　館林道場／勘崎 涼太

　　今日は他の道場の人とけいこができて
よかったです。プールに入ったりして楽しか
ったです。

合気道友達　館林道場／戸部 翔太

　　１日目は東戸塚道場が来ていなかったけれど、楽しくけ
いこが出来てよかったです。新しい友達ができたりして、ほか
の道場と交流ができました。
　　２日目は東戸塚が来て、東戸塚の道場の人とも交流を
深めました。けいこの内容は、とても楽しく、多くのけいこを
やりました。ほかの道場での体そうはおどろきました。学校
の体そうの一倍も入っており、館林の体そうとは、順番やや
る事が少しちがっていたので、おどろきました。とにかくい
つもとはちがう楽しく、ほかの道場の良い所をまなべたと
思います。
　　これからももっと多くの合宿やイベントにさんかして、も
っともっと多くの合気道友達を作っていきたいと思います。
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無題　館林道場／山中 悠理

　　合気道の合宿に行きました。24日はけいこをして、音楽な
どをきいて自由に過ごしていました。けい古では技やしっぽ取り
などをやりました。
　　25日は朝は木刀をふるはずだったけれどできなかったの
でへやに戻って、自由にすごしていました。けい古では技やビギ
ンなどをやったのでとても楽しくけい古ができました。　

合宿の思い出　東戸塚道場／飯塚 隆広

　　きのうのおもいで　きのう、りょかんに行くまででんしゃの
なかでぜんくんのポケモンの本をかりてよんでやすくんといっ
しょにでんしゃのなかでいっしょにわらったり、してとてもおも
しろかった。りょかんについてへやにはいったらねるよういとふ
ろのよういをして、それからトランプをしてあそんだのがおもし
ろかった7/24
　　きょうのおもいで　あさ5:59におきてみんなをおこしてた
とき、ぜんくんがなかなかおきないのでマクラを下からとってま
だおきなかったのでやすくんにぜんくんの上にのるようにしじし
て、やすくんがのったらおきて、まだねむいといっていてねぼけて
んのかとおもってたらねぼけてませんでした7/25

7/24〜26　館林道場／山中 琴音

　　今日はけい古が終わった後に、プールに行ってクロールや
平泳ぎをやりました。もどってからは、テレビを見たりトランプを
やったりしました。それで、少しの間、宿題をやりました。明日は
何をやったり行ったりするのか、とても楽しみです。

たのしかた　たけだどうじょう／たけい そうご

　　でんしゃにのたのがたのしかたです。こうえんにいたのがた
のしかたです。

来てよかったなあ　東戸塚道場／浅見 隆介

　　7/24、ぼくはみんなと東戸塚で合流したときは1:15で
した。なぜかというと、他の学校の人が、学校が24日まででし
た。のったら先生に何分のるのかをきいて『2時間ぐらい』（の
りかえ有り）といわれてびっくりしました。それでもついて足利
市についたときはすごい時間がたっていて、4:30になっていま
した。ながかったけどそれまでに遊んだのが楽しかったので
良かったです。
　　7/25、おきたときにれんくん（１こ）、とうご（１こ）、隆（２
こ）のアラームがいっせいになってびっくりしました。６時に起
きてから木刀をふりにいこうとしたら雨がふっていて出られ
ませんでした。午後プールであそんで、おにごっこをしたり、２
５mクロール、けのびどこまでのびるかなどのあそびをして。
とても楽しかったです。やっぱり夏合宿に来てよかったなあと
思いました。

がしゅくのかんそう　　　　　　　
　　　　はちまんぐうどうじょう／古谷 まもる
　
　　7/25プールにはいりました。プールでおにご
っこをしました。すごくたのしかたです。

がしゅくの感そう　　　　　　　　
　　　　　　八まんぐうどう場／小川 ロベルト

　　今日はプールで水おにごっこをしました。はっ
たしとは八まんとう場ほとんどでした。たのしかっ
たです。きのうひるにおにごっこしました。たちして
またちがう人にこれがぼくのおもいでです。

かんそう　はちまんぐうどう場／森岡 建

　　ぼくはあいきどうのがしゅくにいきました。一
ばんたのしかったのは、７月の日よう日がたのしか
ったです。なにがたのしかったのかは、４にんづつ
先生にかかるときにうしろうけみとまえうけみがた
のしかったです。

かんそう　館林／木村 有志

　　きのうは、プールはできなかったけど、きょう
はできました。けいこはおもしろかったです。また
みんなとけいこしたいです。

無題　東戸塚道場？／高橋 靖拓？　　　　
　　　　　（無記名のため推測です）

　　きのうあしかがでやどにとまりました。たのし
かったです。なぜかというとじかんがあってたくさ
んあそべたからです。きょうもたのしかったです。り
ゆうはプールであそべたからです。

無題　ひがしとつか道場／いなむら とうご

　　ぼくは学校がおわってから来ました。はじめ
は、とおくてたいへんでした。だけど、あとからた
くさんたのしくなりました。今日、プールに行きま
した。はじめはさむかったけど、たのしかったで
す。ちょっとおよげるようになりました。たのしか
ったです。

がしゅくのかんそう　館林／たつや

　　たからさがしをした。
　　よるにした。
　　たのしかった。
　　あそんだ。
　　けいこをした。
　　つかれた。
　　プールに行った
　　およいだ
　　かえってあそんだ。
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がしゅくのかんそう　かまくらはちまぐうどうじょう／松田 真之介

　　7/25にプールにはいりました。プールでおにごっことこうりおにをしました。タッチされました。ぼくは２回タッチされました。ぼくはがんばったと思いました。

今年の夏合宿は・・・　

　　子ども３２名、引率指導員９名の総勢４１名で行われまし
た。ゆとり教育撤廃後の方策なのか、一部の東戸塚の小学校で、
１週間の『補講』が行われ、やむなく東戸塚道場のみ後追い参加
となってしまいました。

　　しかしながら、子どもたちはその場その場で楽しみをみつ
けるもので、先発組も後追い組も、みなが楽しみ、とても充実し
た楽しい合宿になったと思います。

　　例年、夏の最高気温を更新する館林の隣まち、足利市で行
われた合宿ですが、３日目のフィールドアスレチックやぶどう狩
りの際には、３７℃の猛暑の中、子どもたちは目を輝かせながら
走り回っていました。引率陣はやや省エネモードです。

夏合宿　館林道場／木村 貴紀

　　一日目、ひがしとつか道場は、来ていなかったけど、ほかの
道場は来ていた。ほかのどうじょうのすごいと思ったところは、
八幡宮道場のみんなは体が柔らかい。なぜ？柔らかいのか教え
てほしい。東戸塚のすごいところはテキパキとしている所。夜は
いつもよりおそくねた。夜かいとくんとりょうたくんでろうかをプ
ラプラ歩いていたらおこられました。ねたのは夜一時。

　　次の日、朝とべしょうたくんに５時１０分くらいにおこされ
た。もっとねたかった（怒）そうじがめんどうだと言ってた人がい
たけど、ぼくはけいこの前にそうじをするのがあたりまえに思え
る。その後は、もちろんけい古、ドッチボールはかなり楽しかっ
た。夜テレビがあるへやでテレビを見ていると、先生が『おまつり
のおんがくがきこえるね』といって『やってるかわからないけど行
ってみる？』て言ったから行くと言って行った。なんとおまつりは
やっていた。ぼくはフランクフルトとかきごおりを食べた。

　　今回感じた事は、子どもたちの間に大きな諍いもなく、互いの様子をよく見ながら、他の道場の友達からなにか面
白いところ／良いところを発見しようとしてしたのではないかということです。面白いことや新しいことに魅かれること
は当然ながら、今回集まった子ども達には相手の行動を尊重しながら、互いに受け入れあう心が見受けられました。こ
れも合気道を指導する立場としては目指すところであり、誠にうれしい限りです。

　　最後に、車で送迎をしてくださった館林の父兄の方々および指導員、遠方多くの子どもをまとめて引率してくださっ
た鎌倉／横浜の指導員、各道場の引率者を信頼して大切なお子さまを参加させてくださった保護者の皆様、心より感
謝を申し上げますとともに、一部ではありますが、ここにご報告とさせていたきます。

　　　　　　　　　　きっずコネクション プロジェクト （合気道研究会インターナショナル）　　主宰： 武田 大雄

夏合宿感想文　東戸塚道場／松田 こころ

　　私達、東戸塚道場は、わけ有りで１日目の４ごろに宿にと
うちゃくしました。１日目のけいこは、そのせいでできませんで
した。このセンターは、１部屋が大きく３人では広すぎるぐらい
でした。晩ごはんは弁当でおかずには魚とからあげがありまし
た。けっこう残す人が多くて生ゴミがさんらんしていました。片
付けは女子６人でやりました。
　　２日目はけいこがあり、ビギンをやったり、大人部に似た
ものをやりました。今年の夏合宿は先生の人数も子供の人数
も少なくて、どちらかというとつまらなかったです。けいこは、
ほかにも中当てをやり3だんかいにわかれていて、走りとしっ
こうとほふくぜんしんをやりました。けいこの後、お昼ごはんを
食べて（カツカレーでした！）１時間くらいやすんでから、近くの
プールに入りました。せ泳ぎやクロールなどで泳いだり、だる
まをやったり、前転、後転、逆立ちなどをやりました。（どれも水
のなかです）逆立ちは後ろの方でやるとつかれてなかなかでき
ませんでした。
　　プールから出てセンターに帰ったら30分後くらいで公園
で遊びました。公園はゆうぐがおさなくて、ブランコはやってい
ると顔がぶつかりそうでヒヤヒヤとしました。そんなかんじで
はちゃめちゃな夏合宿でした。さあ、３日目はどんなけいかくが
たってるのかな？

がっしゅく　東とつかどうじょう／池淵 蓮
　
　　7/24がっしゅくの日にえきにいって電車にのりました。の
る時間が２時間ぐらいかかってたいへんでした。やどについて
けいこがなかったからラッキーでした。よるごはんをたべてそ
れでへやにかえってゲームいっぱいしました。そしてねる時間
になってなかなかねむれなくてたいへんだったです。楽しかっ
た１日でした。
　　7/25あさおきてあさごはんたべてけいこをしました。い
ろいろなわざをしました。さいごにうけみをしてつかれまし
た。プールにいっていっぱいあそびました。あそぶのがたのし
かったです。

きんちょうした　館林道場／長谷川 直生
　
　　一日目はとてもきんちょうしました。とくにどんなけい古
をやるのかが楽しみでした。そして、初めは他の道場の人がと
うばんで、準備運動をしました。なんと後ろ受け身の回数が館
林は30回なのに他の道場は20回でした。けいこはボールを使
ったけい古が楽しかったです。そして、受け身大会が最後にや
りました。ぼくは40回だったけど、とべしょうた君が220回で
トップでした。とてもすごかったです。



6

合宿のスケジュール

7/24（金）
　13:00 八幡／藤沢道場 昼食

　　　　 　館林道場と合流

　13:30 清掃
　14:00 稽古
　16:00 研修センターチェックイン

　　　　 　東戸塚道場到着

　17:00 入浴
　18:00 夕食

　　　　　配膳片付はセルフサービス
　　　　　片付けは東戸塚と藤沢の
　　　　　　　女の子が大活躍！！

　　　　 自由時間

7/25（土）
　06:00 起床
　06:20 木刀振り（の予定でしたが雨で中止）
　07:30 朝食

　　　　　いただきますの挨拶は毎回八幡の
　　　　　子ども達が率先してやってくれました

　09:00 稽古
　11:30 稽古終了
　12:00 昼食（カツカレー）
　13:30 プール

　　　　　今回の合宿で一番楽しかった
　　　　　時間のようです

　16:00 公園であそぶ
　18:00 夕食
　19:30 近隣の夜祭りへ

　　　　　じゃんけんで勝つとスーパーボールが
　　　　　たくさんもらえる

　　　　 自由時間

7/26（日）
　06:00 起床
　06:20 木刀振り／ランニング

　　　　　公式スタジアムの周囲600mを
　　　　　みな猛ダッシュ
　　　　　勢いあまって２週する子も・・・

　07:30 朝食
　08:00 部屋の清掃
　09:00 チェックアウト

　　　　　 館林父兄および指導員車へ分乗

　10:00 足利サンフィールドアスレチック

　　　　　すでに衣服がまとわりつくほどの
　　　　　暑さで、汗だく。。。

　　　　以降、別ページに記載
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10:00 足利サンフィールドアスレチック。山の斜面にある、1.4kmの結構ハードなコースです。
11:30 昼食。日本一の麺消費量を誇る、麺処・両毛地域のうどん弁当です。
　　　　　（両毛・・・足利そば、館林うどん、佐野ラーメン、桐生そば、太田やきそばといわれる群馬栃木の５市）
13:00 佐野市にある『ぶどう団地』にてぶどう狩り。足利／佐野のフルーツ各種、都心からも近い穴場です。
15:30 館林駅にて解散。鎌倉／横浜組は東武伊勢崎線に乗車。横浜まで２時間ちょっと。

子どもたちの感想文は２日目の夜に書いたものです。３日目の行動は写真でお楽しみください。

K

  Kidsconnection
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少年奉納錬成大会
　　　開催地 ： 鶴岡八幡宮研修道場（鎌倉）／日程：2009.6.6　
　　　参加団体 ： A.K.I.各道場 少年部（8団体）

『 錬成 』 とは、心身・技を鍛えて、立派なものにすること・・・
合気道の理念のもと、仲良く楽しく、互いに鍛えあうことをテーマとします。



A.K.I.高輪

「錬成大会参加の意義」 小3/ショーベリー オスカル/真（父兄）
二つの異なる母国をもつ息子にとって、それぞれの文化を理解
し、それらを自分自身の中で融和させるということは、とても大
切なことだと思っております。その中のひとつを合気道を通して
心身共々に習得していくことができればよいと思っております。
息子は普段の稽古を一生懸命に楽しくさせていただいており
ますが、錬成大会ではそれぞれの道場の雰囲気や子供さんた
ちの楽しそうなエネルギーが感じられ、それを先生の方々を含
めた稽古・演武を通して自然に皆さんで分かち合うという意義
があると思います。仕事の関係上、近い将来に日本から他国に
また移住することになるわけですが、息子もその時まで精一杯
稽古に楽しく励み、『和』の精神をさらに会得していけることと
思います。それまで先生方、何卒よろしくお願いいたします。　
　

「錬成大会に参加して」　　　　　　　　　　　　村上　空
ぼくは演武会でどんなけいこをするのか知らなかったので、少
し緊張していました。でも二人で手をつないでの受け身のけい
こや、何回受身をできたかの受身大会、そして、やったことのあ
る天地投げなど思っていたより楽しいものでした。二人で手を
つないでの受身は、半分までいったら前受身と後ろ受身を交代
するはずだったのに、速く回転しすぎて目が回り、最後まで交
代しないでやってしまいました。受身大会では、最初の先生に
やってもらったときに九回目で頭を打ってしまい、三十回しか
できませんでした。最後の表彰では、正座をしているのが大変
で、かなり足を動かしていたので変に目立ってしまったかなと
思いました。頭を打った時は痛かったけど、楽しかったのでよか
ったです。
　

「錬成大会に参加、見学して」
　　　　　石田　将基（5歳）
今回初めての参加となりまし
たが、将基本人もますます合
気道が好きになり、早くも来年
の参加を楽しみにしている様
子でした。　　　（母・牧子）
　
合気道というものを初めて目
にして礼に始まり礼に終わる
凛とした空気がとても良かった
と思います。ピシッとして気持
ちが良かったです。（孫の顔を
見に鎌倉へ参じた祖父母より）
　
受け身の回数を覚えていませ
ん、すみません。　　　（将基）

鶴岡八幡宮研修道場合気道科
　
六月六日にれんせいたいかいに出ました。おにごっこがたのし
かった。えんぶにはじめて出ました。いけ田くんとくみました。て
んちなげやりました。うけみのかいすうはわすれました。また出
たいです。　　　　　　　　　　　　　　　二年　そが文き
　
てんちなげとこきゅうなげをやってたのしかった。うけみの回数
は100回とべたからよかったです。　　　　二年　中曽根泰久
　

『たのしかったこと』　少年れいせいたいかい。わざ　てんち
なげとこきゅうなげがたのしかった。あととびこしうけみを7人
とびました。つぎは9人やってみたいです。うけみのかいすう80
回とびました。たのしかった。　　　　　三年　小川ロベルト
　

『楽しい』　れんせい大会にでました。天地投げがかんたん
で、楽しかったです。受け身の回数は170回でしたけど、おおか
わ先生は後ろ受け身とかわざもされたので大へんでした。こき
ゅう投げをやりました。かんたんでした。ほふくは、びりから五
番目でしたけいこも楽しかったです。先生と森岡とオレで組み
ました。ぶつかりあいが楽しかったです。
かんそう：受け身の回数を200以上にしたいです。そのために
はがんばります。　　　　　　　　　  　　　三年　廣石 貴昭
　
ぼくは、一ばんたのしかったのは、天地なげとこきゅうなげがた
のしかったです。えんぶかいは、きんちょうしました。それととび
こしうけみを9人とんでいた人がいたのですごいとおもいまし
た。さいごのうけみは百二十回やりました。　　三年　森岡 建
　
わざをやってたのしかったです。こきゅうなげと天地なげをやり
ました。たのしかったです。先生になげてもらったとき百十回も
とべたのでよかったです。　　　　　　　  　四年　渡邉 和仁
　
天地なげがたのしかった。ほふくぜんしんがたのしかった。えん
ぶがきんちょうした。受け身の回数が四十回だった。　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  五年　池田 圭輝
　
しじをだすのがきんちょうしてまちがえなくてよかった。努力賞
をとってよかった。しじをまちがえなくてよかった。受け身の回
数が40回しかできなかった。　　　　　　  　五年　松本 侑也

A.K.I,本部（東戸塚）武田道場
　
演武がみんなあまり声が出ていなくて、もっと練習通りにやって
ほしかった。他の道場とこうりゅうができてよかったです。　
稲村有希（中１）　　＜受身の回数：３０回／飛び越し：２人＞
　
初の参拝でした。雨だからやなかんじでしたが、東戸塚の代表（
？）だからしっかりできたと思います。次は中学生だけど、行き
たいです。　　　　　　　　　　　　　　松田こころ（６年）
　　　　　　　　　＜受身の回数：７０回／飛び越し：３人＞
　
錬成大会、すべてが楽しかった。他の道場の人とも楽しくでき
た。初めてとてもつかれた。　　　　　　　　大﨑知仁（１年）
　
木刀と受身が楽しかった。走るのが楽しかった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  大﨑香央里（年中）
　
れんせいたいかいはとてもたのしかったし、たくさん人がきて
ておもしろかったです。　　　　　　　　　　高橋靖拓（１年）
　
れんせいたいかいおもいで・・・れんせいたいかいがたのしか
たで。　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺全（１年）
　
れんせいたいかいははじめてだったのでむずかしかったです。
えんぶがせいこうしてよかったです。　　　　　小浪玄（１年）
　
れんせい大会で、木刀をふって楽しかった。走りまわったり、み
んなであそべて楽しかった。　　　　　　いな村とうご（３年）
　
今回でれんせい大会に行ったのが２回目です。きょねんよりう
まくできたと思った。　　　　　　　　　　　高柳好希（４年）
　　　　　　　　　＜受身の回数：５０回／飛び越し：２人＞
　
れんせい大会にいって、わざやうけみができてうれしかった。た
のしかった。　　　　　　　　　　　　　　　池淵蓮（４年）
　　　　　　　　＜受身の回数：１２０回／飛び越し：３人＞
　
うけみがたのしかった。えんぶがたのしかった。　　　　　　
松瀬航大（４年）　　＜受身の回数：９０回／飛び越し：３人＞

れんせい大会に行って、いろいろな道場の人と交流ができてと
てもよかったと思います。えんぶでみんなすごいわざや木刀を
していてよかったと思います。　　　　　　　浅見隆介（４年）
　　　　　　　　＜受身の回数：１８０回／飛び越し：３人＞
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A.K.I.館林

『少年錬成大会に参加して』　　　　　　　山崎悠帆（５年）
僕は、今年こそはいい演武をしたいと思っていました。実際の
演武ではせりふをかんでしまったところがありましたが、最後ま
でみんなで合わせて頑張れたと思います。飛び越し受身を9人
飛ぶときには、結構怖かったです。でも今年は最優秀賞ももら
えて、最後まで頑張れてよかったと思います。　　　　　　　
　　　　　　＜ 受身の回数：１５０回 ／ 飛び越し：９人 ＞
　

『第8回少年錬成大会に参加して』　　　　　　山崎悠帆の母
初めて鎌倉の少年錬成大会に参加したのは、悠帆がまだ５歳
になったばかりでした。参加者の中では一番幼く、合気道を始
めて3ヶ月の悠帆は、まるで木刀に振り回されているように見え
ました。あれから6年、今回は館林道場の代表として参加するこ
とになり、本人は緊張していたようですが、演武での木刀の振り
方は堂々としていて、飛び越し受身では、自己最高記録を更新
することができました。最後には最優秀賞で表彰され、代表とし
ての大役を果たした後姿はいつもより、大きく感じました。与え
られた責務をやり遂げられたことは、悠帆にとって大きな自信
につながったと思います。ここまで成長できたのも、いつも広い
心で見守り指導してくださった先生方のおかげです。本当にあ
りがとうございます。　　　2009/06/6
　

『 錬成大会 』　　　　　　　　　　　　　　戸部翔太（５年）
ぼくは、錬成大会で、他の道場の『演武』をみて、館林もがんばら
なくっちゃ！と感じました。でも、館林の演武は『ベスト３』に入っ
ていると思いました。先生の演武は何回見ても迫力があります。
ことわざで『百聞は一見に如かず』という言葉があります。これ
は、何度聞くよりも一度自分の目で見たほうが良く分かるという
意味です。先生たちの演武を見ると良く分かります。　　　　　
　　　　　　　＜ 受身の回数：３２０回 ／ 飛び越し：６人 ＞
　

『 えんぶを見て 』　　　　　　　　　　　　木村貴紀（５年）
ぼくは、ほかのどうじょうのえんぶを見ていた中で、自分たちの
えんぶもすごいとおもいました。先生たちのえんぶをみている
と、とてもことばではあらわせないくらいでした。中でもしはん
と大雄先生たちの演武がすごかったです。大雄先生たちがうち
こんでゆくときに、しはんはわかりやすくせつめいしながらなげ
ていました。ぼくも八段をとりたいです。
　　　　　　＜ 受身の回数：３２０回 ／ 飛び越し：６人 ＞
　

『 無題 』　　　　　　　　　　　　　　　　木村有志（３年）
ぼくは、どうじょうへ行くのがながかったけど、ついたらすぐきが
えてそうじをして、つぎにけいこをして、きつかったけどうけみ
を１００回してうれしかったです。さいごまでちゃんとできてう
れしかったです。おわったあとでんしゃにのって、うごかないけ
どうかんでいるふねにのりました。また行きたいです。

『 すごく楽しかった 』　　　　　　　　　　須永海斗（４年）
錬成大会は、楽しかった。特に飛び越し受身が楽しかった。ゆ
うほ先輩は、なんと！！９人を飛んでしまった。すごく楽しかっ
た。また来年も行きたい。今度は、時間におくれないように！ 
　　　　　　　　　　　　　　＜ 受身の回数：２００回 ＞ 
　

『れんせい大会』　　　　　　　　　　　　勘崎達也（３年）
ぼくとうをやりました。来年もいきたいと思いました。さいゆうし
ょうでした。
　

『れんせい大会の感想』　　　　　　　　　山中悠理（６年）
ほかの道場の人たちといっしょにけい古ができて楽しかったで
す。ほかの道場の演武は木刀を使う技もやっていたので、やっ
ぱりみんな使うんだ、と思いました。　＜受身の回数：８０回＞
　

『感想』　　　　　　　　　　　　　　　　山中琴音（４年）
いろんなところからいっぱいきて、いろんなわざをできてよかっ
たです。
　

『 無題 』　　　　　　　　　　　　　　　　勘崎涼太（５年）
ぼくがいった時、大変だと思ったのは最初のじゅんびです。ぼく
がこの大会で楽しかったのは、ほかの道場の人たちと稽古でき
たことです。稽古の時はとびこしうけみが６人、うけみが２００
回いきました。演武では達也もしっかりやっていて自分でもよく
出来たと思います。錬成大会が終わった後には横浜の横浜み
なと博物館に行きました。そこで帆船日本丸に乗ってそこで写
真をたくさんとりました。電車で家に帰った後色々な話をしまし
た。　　＜ 受身の回数：２００回 ／ 飛び越し：６人 ＞
　

『 無題 』　　　　　　　　　　　　　　　長谷川直生（５年）
ほかの道場の人といっしょにけいこできてよかったです。えんぶ
はみんなうまかったけど、自分たちがやったえんぶが一番うま
かったです。またこんどのえんぶ大会に行きたいです。

『無題』　　　　　　　　　　　　　　　　岩瀬綜良（５年）
ぼくのれんせい大会で楽しかったことは、とびこしうけみです。
とびこしうけみの目標は6人です。れんせい大会では4人でし
た。あと2人で目標がたっせいできます。うけみの回数は220回
でした。もっとふやしたいです。
　　　　　　＜ 受身の回数：２２０回 ／ 飛び越し：４人 ＞

大船合気道協会
　
鶴岡八幡宮研修道場にいって　　３年　小栗峻　　１００回
土曜日の朝７時だいにぼくはもうおきていました。お母さんが

「８時には家を出ようね。」と言ったからです。８時ぐらいにお
ばあさんにおくってもらいました。８時４０分に鎌倉駅につき
ました。少し歩いていくと鶴岡八幡宮につきます。しかしいつも
いっている時の道とちがかったのでまよってしまいました。「い
ったいどんな所でやるのかな？」そう思いながら歩いていると、
かんりしている人がいたのでお母さんが「合気道をしている所
はどこにあるんですか？」と聞きました。すると、かんりの人は「
ああ、研修道場ですよ。」と言いながら、いつもとおったことのな
い道の方を、ゆびさしました。お礼を言って歩き出すやいなや
むこうから白い道着を着た人たちの行列がこちらにむかってや
ってくるではありませんか！「ヤバイ、もうおそいかな。」きがえ
ずに列の後ろからついていこうとしました。しかし、お母さんが、
一ばん後ろにいた男の子に、「合気道の人たちは、あっちにもっ
といるの？」と聞いたところ、「うん。」とうなずき、ほかの人たちも

「あっちですよ。」とおしえてくれました。近くにいたかんりの人
も、「あそこに鳥いがあるでしょう。あそこの一こ手前を左にま
がればいいんですよ。」とおしえてくれました。お礼を言って鳥
いの一こ手前につき、左にまがりました。「たぶんあの建物じゃ
ない？」そう言いながら近づいていきました。少ないかいだん
をのぼって中に入るやいなや、大船の合気道にいる、人がいた
ので、ほっとしました。道着を着がえて、いよいよ、道場に入りま
した。するとボールであそんでいたり、おいかけっこをしたりし
ていて、少しとまどってしまいました。やがて、かんぬしさんが、
中心にやってきて、「あたまをおさげください。」と言ったので頭
をさげました。すると何か頭の上でふられているようなきがしま
した。きもちよかったです。まず、大先生が、えんぎを見せてくれ
ました。気持ちがどれだけだいじかわかりやすく、おしえてくれ
ました。とてもふしぎに思いました。なぜふしぎかというと、力も
ちの子どもでも、びくともしないのに、先生が、ふわ、とやっただ
けで前にどんどんくずれていったからです。前うけみのれんしゅ
うも終わりました。いよいよ、おびごとにれんしゅうがはじまりま
した。白おびの所にあつまると、けっこう人ずうは多かったので
びっくりしました。おおぜいでのけいこは、はくりょくがあり、楽
しかったです。あっという間にけいこは終わり、のこされた時間
は１０分になりました。すると先生が「できるだけ多くの先生に
なげてもらいましょう。」と言いました。その後のねっきょうは、と
てもすごいものでした。「よし１００回やるぞ」と思いました。や
った数はどんどん上がります。１０、２０、３２、４２、５２、６
２、７２、８２、そしてタイムリミットまぎわにプラス１８回で
１００回になりました。とてもたっせい感がありました。とても
うれしかったです。その後はえんぶ会でしゅつじょうするつもり
でしたが、お母さんのつごうで帰ることになってしまいました。
帰る時に「帰るのはもったいないな。」と思いました。とてもざん
ねんでした。
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藤沢合気道会

よこ田ありさ（３年）　＜受身の回数：６４回＞
　　れんせい大会は、いつもとぜんぜんちがうけいこをしたの
で、楽しかったです。うけみの回数は、少なかったのですごくく
やしかったです。いろんな人とけいこができたので楽しいしお
もしろかったです。あと、茶色おびの人がいたのでびっくりしま
した。4時間もいろんな事をできたし、いろんな人を知る事がで
きました。らい年もれんせい大会に行きたいです。いろんなどう
場の人の表ぴょうを見ていたらわたしのしらない木刀のふりか
たがあったのでふり方がいっぱいあるなと思いました。わたし
たちのときに、方手こきゅうなげや天地なげや両手こきゅうな
げは、いつものときよりきれいにできたと思いました。八だんの
先生のなげわざは、すごくはくりょくがありました。すず木先生
が人をなげた時は、地ひびきがあったのではくりょくもあるし地
ひびきがなるぐらいすごいんだなと思いました。
　
赤池真太郎（２年）　＜ 受身の回数：４２回  ＞
　　どきどきしてたのしかた。みんなでできてよかた。
　
熊谷花奈（５年）　＜ 受身の回数：５０人 ＞
　　いろんな人とれんしゅうできて、とてもたのしかったし、新
しい友達ができてとても楽しかったです!!
　
渡部裕斗（３年）
　　みんなといっしょにできたからよかった。
　
渡部亜実（６年）　＜受身の回数：５０回＞
　　他の道場の人たちと稽古できたので、とても良かったと思
います。帯別の時、新しい技も覚えられました。演武の時も成功
して良かったです。藤沢も賞を取れたので嬉しかったです。来
年も行けたらいいです。
　
小松香歩（４年）　＜ 受身の回数：１００回＞
　　まえできた、友達ともできてよかったです。あたらしい友達
もできてよかったです。
　
？？　　　（　年）　＜ 受身の回数：０回 ＞
ちがうあいきどうの人たちとやれてよかった。うけみをするとき
にひざがいたくなってできなかったのがざんねんだた。

磯子合気会

～ かまくらのあい気どう ～　　　　　　綱村蓮太郎（２年）
かまくらのあい気どうにはじめていってきんちょうしました。人
が多くてむずかしいうけみやけいこがあったりしてあまりわか
らなくて、でもがんばりました。一ばんたのしかったのはとびこ
すのです。たいこがあって、それはすごくでかいやつです。また
かまくらのあい気どうにいきたいです。
　
～ 大会に出て ～　　　　　　　　　　せき口れい（２年）
ぼくは、はじめて、合気どうの大会にさんかしました。いつもは
どうじょうで４人のなかまでれんしゅうしています。でも、大会
では、たくさんの小学生がいて、目がまわりました。ぼくは、うま
とびうけみで、２人しかとびこせなかったけれど、９人もとびこ
した人をみて、すごいなとおもいました。それから、年ちょうの
先生が１人でたくさんの先生たちを、なげていたところが、かっ
こよかったです。また、おおくの先生たちに、なげてもらったと
きは、ときどきしました。らい年は、ぼくのおとうも大会に出るよ
ていです。今からたのしみです。

少年錬成大会感想文　　　　４年　新田雄大　　１００回
初めて少年錬成大会に出て、どきどきしたけど、いつものけいこ
のようにできたので、よかったと思います。いろいろな人とけい
こができて楽しかったです。
　
感想文　　　　　　　　　　１年　新田結万　　　５０回
うけみがいっぱいできてよかったです。またさんかしたいです。
いろいろな人とけいこができてよかったです。
　
　　　　　　　　　　　　　５年　久野綺音　　　　？回
私は、６月６日土曜日に鶴岡八幡宮で行われた合気道少年錬
成大会に参加しました。いつもとはちがうけいこができて楽し
かったです。他の道場で練習している人と組めてよかったです。
私は大船の代表として本でんに参ぱいにも行きました。たいこ
の音が大きくておどろきました。
　
　　　　　　　　　　　　　１年　くのしゅうじ　　　？回
いろいろなひととできてたのしかったです。いつもとちがうけい
こができてよかったです。
　
　　　　　　　　　　　　　５年　石田朝也　　　９０回
けい古の時、うずくまってならんでいる９人の上を飛んで受身
をする人がいました。ぼくもできるようになりたいです。神前の
とびらが立派でした。おそなえものもおいしそうでした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　石田蒼司　１００回
さいごの自由受身で１０人の先生に、１０回ずつなげてもら
いました。ほかの先生に話したら、「すごいね。」っていってくれ
たのでうれしかったです。

感想　　　　　　　　　　バクミィウェワはなミヒリ　４０回
きょ年の合しゅくで、いっしょだったふじ沢の道場の子とまた、
いっしょだったのでうれしかったです。今回はと中でつかれてし
まってうけみが少ししかできなかったのでこの次はさいごまで
力を出しきりたいです。

沼田道場

ぼくは、八まんぐうで演武会をやるのは６回目でした。今年は
むらさき帯なので、「しっかりやらなきゃ。」と思いました。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山田　皓大
うけみは１００回やりました。来年やれるとしたら、もっとうま
いところをみせたいです。　　　　　　　　　　山田　陽大
ぼくは、うけみを４０本やりました。あせをいっぱいかいて、つ
かれました。　　　　　　　　　　　　　　　　新藤　優介 
他の道場の人といつもとちがうことができてとてもよかった。受
身は１００本できた。　　　　　　　　　　　　　圷　真史
いろんな人がいて、それぞれの人の受身の仕方が勉強になっ
た。受身９０本できた。
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全日本 少年少女合気道錬成大会
　　　開催地 ： 日本武道館（東京）／日程：2009.7.19　
　　　出場団体 ： 鶴岡八幡宮研修道場合気道科 少年部
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道場紹介（北海道）　　　　　　　

　　　訪問地 ： 北海道伊達市／日程：2009.5.31〜6.1　
　　　道場名 ： 合気護身術研究会 少年部

去る5月31日、サントス先生、柿崎先生がお二人で始められた北海道伊達市の合気護身研究会を
訪問して来ました。稽古場所は市の武道館で、柔道の試合場1面の回りを畳みが2枚分くらい取り
囲んでいる位の広さでした。窓が大きく明るくていい道場でした。今のところ週1回、毎週土曜日
に稽古されているそうです。

一般部と少年部があります。小学生から社会人が一同に稽古を楽しんでいて、高校生など若い人
が多いせいか非常に活気が有る道場という印象があります。

その日の稽古は、最初柿崎先生が準備運動を、その後サントス先生の稽古、最後に大雄先生の稽
古になりました。サントス先生は以前小沢先生の厚木市合気道連盟で稽古され、その後北海道
の伊達市に引っ越されてからは大東流を学ばれたそうです。稽古は2組に分かれて掛り稽古のよ
うな形式でみんなで同じ技を順々に行いました。技は合気道のものでしたが大東流のエッセン
スを取り入れたもののように感じました。普段の稽古とは「感じ」が違い、私にとっては新鮮で興
味深いものでした。動きは少なく、受けると力は感じませんが、力に逆らわず投げられているとい
った感じがありました。後半の大雄先生の稽古は、地元の会員の方々には逆に新鮮だったようで
す。最初は少し戸惑っていたようですが、皆さんだんだん笑顔になって生き生きと動いていまし
た。全体では2時間位の稽古だったと思いますが、時間の過ぎるのが早く感じられました。冒頭に
も述べましたが活気があり、道場全体にいいエネルギーが満ちている会だなという印象を持ち
ました。

話はやや前後しますが、稽古前にはサントス先生のお勤め先である牧家ミルキングパーラーと
いう所を見学させて頂き、製品であるヨーグルトやプリンなどを戴きました。とてもおいしかった
です。

夜は同じ牧家が経営しているレストランでサントス先生とそのご家族と一緒に食事をしました。
高校生の息子さん2人は合気道稽古していて、その日も一緒に稽古しました。

翌日は、柿崎先生が主催されている新山工房にお誘い頂き、陶芸の体験をさせて頂きました。手
びねりでコーヒーカップ、ろくろで茶碗を作りましたが形が思い通りにはいかずちょっと違ったも
のになってしまいました。初めての体験でしたので大変楽しかったです。

新山工房で作られている陶芸品には有珠山の火山灰を上薬に使ったものがあり独特の風合い
がありました。また遠赤外線を出すブラックシリカを粘土にまぜて焼き上げた健康商品などユニ
ークなものも作っておられました。

今回は2日間の訪問でしたが、合気道の稽古以外にもいろいろ体験させて頂き、普通の観光旅行
にはない中身の濃い時間を過ごせたと思います。

北海道ならではの、合気道以外の楽しみも多々あり、将来的には伊達市で少年部の合宿など行え
たら・・・と夢もふくらみます。　　　　　　　　　　　　　A.K.I. 少年部指導員　斉藤 筆
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