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第 10 回  少年奉納錬成大会
平成 23 年 6 月 4 日開催  ／  於：鶴岡八幡宮研修道場
A.K.I. 各道場から参加した多くの子ども達と父兄が合気道を通じてふれあい、友だちをつくり、真剣に演武を披露しました。

 あらいはるき　（東戸塚　１年）　
ぼくは、れんせいたいかいでうけみをとったのが、たのしかったで
す。とびこしうけみがいちばんたのしかったです。ほかのどうじょう
のひととやったのが、うれしかったです。
せんせいみたいになりたい。
せんせいみたいにくろおびになるまでがんばります。

あらいこうき　（東戸塚　年中）
ぼくは、れんせいたいかいで、ちょっとないちゃったけど、
がんばれてよかったです。おにごっこがたのしかったです。
せんせいたちみたいにくろおびになりたいです。

村守俊哉　（東戸塚　年中）
飛び越し受け身が楽しかったです。
村守俊哉の父
初めて参加させていただきましてありがとうございました。
体験稽古で一緒に身体を動かしてみて、けっこうな運動量だと実
感いたしました。最後の武田先生の技は不思議でなりませんでし
た！！次回もぜひ参加させていただきたいです。

村山寛季の父　（  東戸塚　年中）
今年の１月から合気道に通わせて頂いていますが、先日の錬成大
会で初めて稽古を見学致しました。特に感銘を受けたのは、先生
の挨拶に対する子供たちの「よろしくお願いします」という元気な
挨拶や、道場に対する礼や雑巾がけ、小学生が幼稚園児の面倒を
見る姿勢など、子供達の礼儀がしっかりしていたことです。寛季に
は合気道を長く続け、いまの小学生達みたいに心身ともに強くなっ
てもらいたいです。

泉壮哉の父・宗高　（東戸塚　年少）
合気道を始めて半年になる息子とはじめて少年錬成大会に参加
させてもらいました。鶴岡八幡宮の広 と々した武道場の中に「ドー
ン」と響き渡る大太鼓の音、「バシーン」という指導の先生達の受け
身の音が、とても新鮮で、心地よく感じました。
大きな武道場の中で幼稚園生から小学校の上級生の子供たち全
員が姿勢を正して静かにまつ姿、大きな掛け声とともに演武をす
る姿、上級生が小さい子供たちに合図を送り演技を促し、失敗して
も優しく迎え入れをやさしくリードする姿を微笑ましく見させてい
ただき、そして合気道で体も心も鍛えられていることを感じました。
自分自身の合気道初体験は、初めての動きになかなか要領を得
ることができず、流れるような動きとはほど遠い状況（さらに、受け
身で肩や手のひらが少々赤くなりました）でしたが、息子と合気道
という武道を共有できたことで所期の目的を果たせたと満足でき
ました。
幼稚園の息子も「でんぐり返し（＝受け身）」が楽しかった」と錬成
大会には大満足の様子でした。息子がさらに上達した姿を見せて
くれることを楽しみに来年もまた親子そろって参加しようと思いま
した。

舘野吏玖　（東戸塚　年中）
楽しかったです。頑張りました

舘野吏玖の母・典子
体力がなく、すぐに疲れてしまうので、見ていて心配でしたがなん
とか無事最後まで参加できてほっとしました。ぜひまた来年も参加
したいと思っています。暖かいご指導ありがとうございました。

上村優人　（東戸塚　年長）
先生達がとてもかっこよかった！楽しかったからまた参加したい。
上村優人の母
親も錬成大会に出た子供がいつもより少しかっこよく思えました。
来年もまた参加したいです。

土屋和樹の母　（東戸塚　１年）
初めて参加して、楽しかったそうです。親としては、子どもの練習が
見れて良かったです。来年は受身を20回できるようになってほし
いです。

木田雅晴　（東戸塚　３年）
今回、初めて大会に参加してえんぶやおけいこをして、とても楽し
かったです。小さい子も一生懸命行っていたので、良かったと思い
ます。今後も一生懸命おけいこにはげみたいと思います。

木田恭誠　（東戸塚　１年）
おけいこやえんぶもたのしかったですが、さいごにたけだせんせ
いといっしょにおとなのひとをおしたり、ひいたりするのがおもしろ
かったです。

奥山耕成　（東戸塚　１年）
演武で並んでタッチしてからうけみや馬とびなどをしたのが楽し
かったです。他のどうじょうの人とも友達になれたこともうれしかっ
たです。こんかいさんかして、合気道がいままでよりもっとすきにな
りました。
奥山耕成の母
今回は子どもが、普段どんな稽古をしているのか垣間見ることがで
きて良かったです。また、初めて見た師範の演武には感激し、合気
道がどのような武道なのか少しわかりました。いい機会をありがと
うございました。



大﨑知仁　（東戸塚　３年）　〜かまくらでけいこしたこと〜
かまくらに行く前は、すごくどきどきしました。なぜなら、妹と合気道
のみなさんと、行くのがはじめてだからです。道場までついたら、い
ろんな人にあいさつをしました。もちろんほかの道場の人も『おは
ようございます』とあいさつをしてくれました。ちがう道場の人は、
せがたかくてかっこよかったです。えんぶがはじまる前に、友だち
が２人もできました。名前はわからないけど、とにかくいっしょにな
かよくなりました。そしてたいそうがはじまりました。たいこの音が、
『ドンドン』と鳴ってだんだんきんちょうしてきました。それからしば
らくして、たいそうがおわると、わざをやりました。こきゅうなげや、
こてがえしをやりました。そこでまたまたあたらしい友だちができま
した。その子も名前はわからないけど、自分から『いっしょにやろう』
といったおかげで、あいてもなかよくなってくれました。こんどはわ
ざがおわって、もうえんぶがはじまりそうな時に、同じ東戸塚道場
の白おびの子が『ねむくなっちゃった』といってないてしまいました。
『もうすぐえんぶがはじまちゃうな』と思っておこしてあげました。
しばらくして、その子はやっと目がさめて、いよいよぼくたちのえん
ぶがはじまりました。しかし、うんがわるいことに、ぼくたちの合気
道のせいとはほとんど白おびで、ほいくえんやようちえん、とくに小
さい子が多いので、じぶんがなんのえんぶをやるのかわからない
じょうたいで、えんぎがしっぱいしてしまいました。でもえんぶがお
わったら、ちがう道場の人が、すごいわらっていたので、なんだかお
もしろかったです。たけだ先生もわらっていたので、もっとおもしろ
くなって、自分も少しわらってしまいました。いつものけいこより楽
しかったです。

おおさきかおり　（東戸塚　１年）
かまくらでうけみを110かいやりました。どきどきしたけどたのしか
ったです。せんせいとけいこしてちがうせんせいとしらないせんせ
いとうけみをしました。とてもたのしかったです。やっぱりあいきど
うがすきです。おびのいろをはやくかえたいです。またかまくらいき
たいです。

高柳好希　（東戸塚　５年）
ぼくは今年４回目の大会でした。今年演武はちょっと変わっていま
した。交差して受け身などをしました。ぼくは今年大きな声で頑張
りました。あと後輩のめんどうを見ました。来年も行きたいです。

稲村透吾　（東戸塚　５年）
他の道場の人とも、いっしょにできておもしろかった。いろいろな
事をがんばった。たのしくもできて、よかった。

たかはしやすひろ　（東戸塚　3年）　〜錬成大会で思ったこと〜
合気道の錬成大会でぼくは、東戸塚道場から行きました。
午前７時30分に集合して、ぼくとほかの先ぱい４人合計５人でさ
きに八まん宮道場に行きました。ついたらさきにたたみをしいた
り、そうじをしました。そうじが大変でした。後からいろいろな道場
の人がきて、いっしょにそうじをしました。大会がはじまって、合しょ
うがとても長かったので、べつの世界にいるような気がしました。じ
こしょうかいで、たくさんの先生がじこしょうかいをしていたのでび
っくりしました。体ならしでほかの道場の人とくんで受身をしたり、
しっこうをしました。すごく楽しかったです。とびこし受身で３人と
んだら、頭をぶつけてしましました。受身大会であまり受身ができ
なかったのに、くらくらしてしまいました。最後のえんぶでは、他の
道場のえんぶがすごかったです。ぼくもがんばりました。１日をふ
り返ってみて思ったことは、今日は体ならしやえんぶが楽しかった
です。それに今まではめんどうをみてもらうがわだったのですが、
今はめんどうを見るがわになったので、そのやくが大変でした。最
後に、来年とびこし受身を６人とんでみたいので、練習をしてみよ
うと思います。

たかはしよしあき　（東戸塚　1年）　
〜合気どう少年ぶれんせい大会〜
あさはしゅうごうじかんがはやかったので、ねむいまましゅうごうば
しょにいきました。そこにはたくさん人があつまっていてひとのこえ
で目がさめました。でんしゃにのったらきろのおびのせんぱいとな
ぞなぞをしました。たのしかったです。どうじょうについたらくつを
ぬいでくつばこにいれて、かいだんをおりて下で、どうぎにきがえま
した。そして上にかいだんで上にいきました。なつかしいどうじょう
にはいりました。えんぶがたのしかったです。20ぷんうけみを100
かいできました。うれしかったです。つぎはとびこしうけみを５にん
とびこしをやりたいです。

古檜山勇気　（東戸塚　５年）
２回めのれんせい大会はすこしきんちょうしたけれどれん習みた
いにやってみようと思ってやった。その後はすごくつかれたけれど
たのしかったなと思いました。らい年もたのしくやりたいです。

古檜山友貴　（東戸塚　１年）
きょうはうけみがたのしかったです。なんでかというといろんなせ
んせいとうけみができてほんとうにありがとうございました。

池淵蓮　（東戸塚　５年）
ぼくは、６月４日に鶴岡八幡宮に行った。ついたら道着に着替えた
たみひきをやってそれからそうじをやった。おはらいもやった。そ
れからけいこをした。わざやとびこしうけみ、うけみ大会などいろい
ろなことをした。楽しかった。そしてえんぶの時は自分たちのは一
様できたので良かったです。ほかの道場の人たちも気合いを入れ
てがんばっていたのでよかったです。先生たちのえんぶもすごかっ
たです。ぶじえんぶも終わり帰りました。楽しかったです。

浅見隆介　（東戸塚　５年）
ぼくは、”せんせい”をしました。一生けんめいがんばっていえまし
た。演武は練習の時、小さい子が上手くいきませんでしたが、本番
でがんばれてよかったです。また参加したいです。

　　　　楽しかった 錬成大会 ...



山中琴音　（A.K.I.館林　6年）
朝早いから、正直れんせい大会に行くのは、いやでした。でも、実際
に鎌倉に着いたらワクワクしてきました。今年は、はちまんぐうにさ
んぱいしました。私は、はじめてのお参りだったので、とても良いけ
いけんになりました。けいこは、他の道場の子たちといっしょにでき
てとてもたのしかったです。

木村有志　（A.K.I.館林　5年）
ぼくは、かまくらのはちまんぐう道場で、たくさんの人とけいこをしま
した。けいこの中のとびこし受け身で、おとな４人を飛べました。う
れしかったです。でも、４人目で足を痛めてしまって、受け身大会で
は４０回くらいしかできなかったです。次はとびこし受け身はおと
な５人、受け身大会は４０回以上をめざしたいです。

岡崎夏実　（A.K.I.館林　6年）
今日は、鎌倉で錬成大会がありました。館林は、４人しか来れなか
ったけど、ほかの鶴岡八幡宮や、本部道場は、たくさんきていまし
た。前半の稽古はたくさん受け身や技をやって、疲れましたが楽し
かったです。後半の演武はどこもうまかったです。館林は、３番目
でした。４人だけだったけど、大きい声を出せるようにがんばりま
した。大人な演武も、すごかったです。今回の錬成大会で、ほかの
道場の人と稽古できて、たのしかったです。来年は参加できないけ
ど、いい経験になりました。

坪井果林　（A.K.I.館林　5年）
合気道で鎌倉に行って、いろいろ学ぶことが出来、合気道がもっと
楽しくなりました。次回もぜひ参加したいです。

石田将基（まさのり）　（A.K.I.高輪　2年）
いろいろな道場の人と、合気道を元気にできて、良かったです。
将基の母　石田牧子。
朝早くからの長い稽古時間と、長い時間の合掌に集中できる子供
たちに感心致しました。

片岡巧　（A.K.I.高輪　４年） 
たくさんの道場と一緒に、稽古をし、道場ごとに発表する時はとて
も緊張しました。２回目の大会参加でしたが、楽しかったです。
最後の挨拶は突然だったので、ドキドキしました。合気道をもっとう
まくなって級をあげていきたいです。

岳山公士（たけやまこうじ）　（八幡宮研修道場　1年）　
〜はじめてのれんせい大会〜
今日の馬とびと鬼ごっこがたのしかったです。おうちの人に「馬とび
がじょうずにできたね」とほめられました。人がいっぱいいてうれし
かったです。

穐谷前嵩（あきやぜんしゅう）　（八幡宮研修道場　２年）
みんなががんばっていたので、たのしかったです。今からもたのしく
していきたいです。

なる海まさとも　（八幡宮研修道場　２年）　
〜れんせい大会にさんかして〜
いろいろな人たちとうけみができて、とてもたのしかったです。早く
三年生になっていもうとといっしにやりたいです。

なるみみひろ　（八幡宮研修道場　５才）　〜体験に参加して〜
うんどうをしているところが、おもしろかった。でんぐりがえしのとこ
ろが、たいへんだった。とてもつかれたけど、すごくたのしかったで
す。はじめはドキドキしました。
はやく一ねんせいになって、みんなといっしょにやりたいです。
酒井若久（さかい　じゃっく）　（八幡宮研修道場　2年）
受身大会で100回できたのでうれしかった。

英隼人（はなぶさはやと）（八幡宮研修道場　3年）　
〜第１０回少年奉納錬成大会の参加〜
ぼくは、合気道の人がこんなにいるとは思いませんでした。先生が
相手をたおせる方ほうをおしえてくれてうれしかったです。写真を
とったとき、先生が「10回目だから本にでるかもよ。」って聞いたか
ら「やったー。」と思いました。つかれたけど楽しかったので、またこ
のような大会に出たいと思いました。

田中周平　（八幡宮研修道場　3年）
おなかいたくなっちゃったけど、おかあさんとれんしゅうできてうれ
しかった。
周平の母　田中　玲子
10回記念、おめでとうございます。
私はいつも見ている人であり、どうしてうちの子はできないの？と
思っていたことが、実際に体験したことで、よくわかりました。力の
入れ具合って本当に難しかったです。先生方の演武を眼の前で見
学でき、貴重な体験でした。礼に始まり礼に終わる、武道は素敵で
す。ありがとうございました。

中池哲　（八幡宮研修道場　5年）
平成23年6月4日（土）に第10回少年奉納錬成大会がありました。
一番楽しかったのは、先生になげてもらって受身をすることでし
た。理由は、全体では2ばんだったけど、自分の中で最高の430回
だったからです。はじめて400回をこえることができてとてもうれし
かったです。目標の400回をこえたので次は500回を目指してがん
ばりたいと思います。来年は一番になりたいです。一番うれしかっ
たことは、他の道場の人と友達になれたことです。友達になった人
数は、5人です。そのうちの3人は技の時に友達になり、一人は手押
し車で友達になって、あと一人はいっしょに遊んで友達になりまし
た。いろいろな人と友達になれてよかったです。

渡邉和仁　（八幡宮研修道場　5年）　
〜少年錬成大会に参加して〜
ぼくは小学校二年生から合気道を始めた。だから同じ学年の友達
とはずっと帯の色が違っていて少しはずかしかった。去年の昇級
試験で絶対に紫の帯をもらいたくてなるべく休まないように一生
懸命けい古をした。ぼくは今年の錬成大会に念願の紫帯をしめて
参加することができた。六年生は一人だけだったので責任感を持
っていつも以上に真剣に取り組んだ。少し緊張したけれど、八幡宮
道場の仲間と一緒に力を合わせて頑張ることができた。
ぼくは合気道が好きだ。これからもけい古に一生懸命励んで、もっ
ともっと上手くなりたい。



酒井段　（さかい　だん）　（八幡宮研修道場　4年）
エクササイズが楽しかった。それから友だちとえんぶしたのがよか
った。

廣石貴昭　（八幡宮研修道場　5年）　
〜鶴岡八幡宮えん武会の感想〜
僕は、毎年えん武会に参加していますが、技や受身などは変わりま
せん。とうとう今年で10周年になりますが、「もう10回になるのか。
」と心の中で思いました。とびこし受身では、あまり自信はなかった
けど、大川先生が「あんなのとべるだろう。」と言い出したので勇気
を出してとびました。なんと成功し、この調子で、技、大人の人が投
げてくれる受身もクリアしました。
休けいが終わって、えん武をしました。ほかの道場の人たちは、こ
の道場ではやらない技や木刀があったのでびっくりしました。つい
に出番がやってきてきんちょうしましたが、うまくやれてよかったで
す。大人のえん武では、子どもとはちがうはく力が感じられました。
特に武田先生の技は、あまり信じられなかったけど、今思えば本当
かもしれないとほんの少しだけ気持ちになりました。えん武会は楽
しかった。

（以下、廣石君が調べてきたこと）
国語辞典
れんせい[錬成・練成]　意味　心身をきたえること　「――道場」
　錬　　音　レン　　訓　ね（る）
　　　　意味　①金ぞくをきたえる「錬鉄、精錬、錬金」
　　　　　　　②心身や技芸をきたえる「錬成、修錬」
　　　　「金」へん＝金ぞくに関係のある産業
　練　　音　レン　　訓　ね（る）
　　　　意味　きたえあげられている。心身や技芸をきたえる。
　　　　「糸」へん＝糸に関係ある産業。

光本紀秀　（逗子道場）
今日の錬成大会でけいこをしているときぼくは、楽しかったです。
理由は、二つあります。まず一つめは、ちがう道場の人たちとけいこ
ができたからです。二つめは、いつもとちがう技をおそわったこと
です。うけみ大会のときぼくは、百四十本うけみうをとりました。い
つもならそんなにうけみをとれないのでたくさんうけみをとること
ができてよかったです。次にえんぶのとき逗子道場は５番目のえ
んぶで磯子道場の人といっしょにやりました。えんぶの内容は、な
げ技３種類でした。また、ほかの道場の人のえんぶを見れてよか
ったです。

こんどうかすみ　（藤沢道場）
私が鶴岡八幡宮練成大会で1番思い出にのこった事は、ほかの道
場の子たちとわざができた事です。始めて大会に出たので、きんち
ょうしましたが、色々な子がはなしかけてくれたのでよかったです。
またいける時があったら、行きたいです。そして色々な子とわざを
やりたいです。次ぎやるときを楽しみにしています。色々なことやわ
ざを学べました。

近藤優奈　（藤沢道場）
私は、今回初めて、練成大会に出ました。初めてだったので、緊張し
たり、不安感でいっぱいでした。けれど、どんなことをするのかとい
う楽しみな気持ちも、正直ありました。私は今回、この練成大会に
出てよかったと思うことがありました。それは、他の道場の子とも、
一緒に稽古ができて、すごく楽しかったし、私はいままで一度も、合
気道の大会に出たことがなかったので、他の道場には、こんな人が
いるんだ、とか、こんなにも、たくさんの人が大会に出るんだ、など、
自分自身にとって、たくさん、いい経験になりました。
大会が終わった跡にもらったストラップは、すごく気に入っていて、
大切に使っています。もしまた、きかいがあれば、次も出たいです。
かすみ

関口玲　（磯子道場　4年）　　〜合気道れんせい大会〜
６月４日に３回目のれんせい大会に行きました。しはん先生がす
ごかったです。なんかふつうに力をいれないで５人の先生を投げ
とばしていました。すごいちっちゃな男の子もかんたんに投げとば
していました。さいしょはえんぎかと思ったけどそれを見たらえん
ぎではないことがわかりました。すごかったです。おれもこんなふう
になりたいです。
関口玲の母
３回目の参加でした。道場の広さに圧倒されつつ楽しんでいた様
子でした。来年は受け身200回以上するくらいの根性を見せてもら
いたいものですネ。

せきぐちけい　（磯子道場　１年）　　〜たいかいにでて〜
しはんのせんせいがすごかった。うまとびが１かいできてよかった
です。（とびこし受身が１人の意味です）
関口啓の母
初めての大会参加でした。他の道場の方々の演武が素晴らしかっ
たですね。



久野　修志　（A.K.I.鎌倉／大ふな道場）
６月４日に、つるがおか八まんぐうの同情で、れんせい大会をしま
した。合気道のわざをやったり、前受けみをしたりしました。いつも
行っている道場では、やったことのないわざをできたので、むずか
しかったけど、たのしかったです。いろいろなわざや、先生のを見
て、やっぱり先生は、すごいと思いました。

バクミーウェワ華ミヒリ　（A.K.I.鎌倉　5年生）
私は今回で錬成大会に参加するのは5回目です。毎回ほかの道場
の人と色々な練習ができるので楽しいです。去年なげてもらった回
数はすくなかったので次は、100回以上なげてもらいたいと思って
いました、今年は目標よりも多くなげてもらいました。来年は200回
なげてもらいたいです。
指導して頂いた先生から宿題を出されました。それは錬成大会の
「錬」の意味を調べてきて下さい。という事でした。帰ってすぐ辞書
で調べたら、錬成→心身をきたえてりっぱな人間にする。という事
でした。この事を忘れずに来年の錬成大会へ行きたいです。

川名亮平　（A.K.I.鎌倉　5年生）
ぼくは、六月四日に、鶴岡八幡宮研修道場で行なわれる少年奉納
錬成大会に、同じ道場の人たちと一緒に参加しました。その前に、
ぼくは八幡さまにお参りすることになりました。めったに行かない
場所なので、ものすごくきんちょうしましたが、礼などもしっかりで
きたので良かったです。
稽古が始まり、みんな一列にならびました。その横には、ふだん会
わない人たちばっかでした。ぼくと同じ赤帯の人との交流もできま
した。友達になった人もいました。交流できてよかったです。稽古の
中に受身を何回とれるか競うものがありました。ぼくは二十分で百
回とれました。同じ学年のひとでぼくより級が上の人が四百四十回
という記録を出し、とてもおどろきました。いろんな思い出ができ
たこの大会に、来年も参加したいです。

高桑雄太　（A.K.I.鎌倉　5年生）
畳敷き、雑巾掛けレース、鬼ごっこ大会、飛び込み受身など普段や
らない事を経験出来てたし、いつもより長い時間稽古が出来て楽
しかったです。初めて飛び込み受身をしたけど4人までしか飛べ
なかったのが残念でした。先生方の演武がとても激しくて驚きまし
た。また参加したいと思いました。

高桑康平　（A.K.I.鎌倉　5才）
最初の鬼ごっこと、色んな技を沢山の先生達におしえてもらえて面
白かった。先生の演武は怖いけど楽しかった。最後にジュースを貰
って嬉しかった

石田兼司　（A.K.I.鎌倉　5年）
八幡宮でのけいこはすごく楽しかったです。とくに８だんとびが楽
しかったです。８人が馬になってそれをうけみでとびこえることで
す。来年は九段とびをやりたいです。

石田蒼司（そうし）　（A.K.I.鎌倉　5年）
ぼくの心に残ったことはおにごっこと受け身の馬とびです。おにご
っこでは、最後までにげきれてうれしかったです。受け身の馬とび
では、８人とびができました。今年の八幡宮のけいこはすごく楽し
かったです。来年も級をあげて八幡宮でけいこがしたいです。

馬場雅史　（A.K.I.鎌倉　3年）
ぼくは、今どがはじめてだったので、さいしょは、どきどきしたけど、
あとから、「おもしろいな。」と思いました。つぢの夏のがっしゅくが、
楽しみです。

馬場淳史　（A.K.I.鎌倉　3年）
ぼくは、練成大会に行ったのははじめてで、そして一番心にのこっ
たのは、前うけみ大会です。７人とびこして前うけみができたので
うれしかったです。それでそのあと８人とびこすときにしっぱいし
てしまってとびこされる人になって、頭とせ中をふんづけられてし
まったけど、がまんしました。それであとでみんなにほめられてうれ
しかったです。

後藤雅幸　（横須賀／沼田道場）
他の道場の人と一緒に稽古が出来て良かった。みんな上手だっ
た。最後の演武で小手返しが上手く出来た。

山田陽大　（横須賀／沼田道場）
今年で10周年で、今まで6年間頑張った中でも特に思い出に残る
大会でした。

陣場菜々子　（横須賀／沼田道場）
いつもより広い場所でほかの道場の人達と楽しくできてよかった
です。演武でも少し緊張したけれど、せいいっぱい頑張ってできま
した！ みんなで楽しくできてよかったなと思いました。

後藤祐紀　（横須賀／沼田道場）
今回で２度目の演武会でしたが、自分でもよく出来たと思います。
なのでこれからも頑張っていこうと思います。

小林傑　（横須賀／沼田道場）
集中して演武に取り組み、自分の練習の成果を出せて良かったで
す。これからも練習にはげみ、さらなる高みをめざしてがんばりた
いと思います。

小林暉　（横須賀／沼田道場）
八幡宮でいろいろな技を練習できて楽しかったです。これからも
頑張ります。

矢崎快　（横須賀／沼田道場）
ほかの道場の子といろいろな先生とふれあって楽しかったです。ま
た来年いきたいです。

新藤祐介　（横須賀／沼田道場）
色々な道場の人がいて、
色んな技をやり、
色んな道場の演武が見れて良かった。



錬成大会／成績優秀者発表

飛越し受身
　　　　　８人飛び ・・・ 渡邉和仁（八幡宮）、松村風真（藤沢）、石田兼司（A.K.I.鎌倉）

　　　　　７人飛び ・・・ 小川ロベルト（八幡宮）、廣石貴昭（八幡宮）、後藤祐紀（横須賀）

　　　　　　　　　　　石田蒼司（A.K.I.鎌倉）、川名亮平（A.K.I.鎌倉）、馬場（A.K.I.鎌倉）

　　　　　５人飛び ・・・ 浅見隆介（東戸塚）、古檜山勇気（東戸塚）、中池（八幡宮）

　　　　　　　　　　　小林傑（横須賀）、後藤雅幸（横須賀）

受身大会
　　　　　１位 ・・・  440回  古檜山勇気（東戸塚）

　　　　　２位 ・・・  430回  中池（八幡宮）、　　３位 ・・・  220回  新藤優介  （横須賀）

　　その他優秀者
　　　５〜６年生：  196回/浅見隆介（東戸塚）、　153回/石田蒼司（A.K.I.鎌倉）、　151回/石田蒼司（A.K.I.鎌倉）、
　　　　　　　　　150回/渡邉和仁、小川ロベルト（八幡宮）、バクミーウェワー華ミヒリ（A.K.I.鎌倉）
　　　３〜４年生：  150回/松村風真（藤沢）、大崎知仁（東戸塚）、　
　　　　　　　　　100回/馬場淳史（A.K.I.鎌倉）、近藤優奈（藤沢）、酒井段（八幡宮）
　　　１〜２年生：  100回/高橋佳暉、奥山耕成、新井晴貴（東戸塚）、酒井ジャック（八幡宮）
　　　　　　　　　　　　石田将基（A.K.I.高輪）、関口圭（磯子）
　　　幼 稚 園 生 ：     45回/新井公貴、泉壮哉（東戸塚）



　錬成大会の様子
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A.K.I. チリ 少年部が描く!!
地球の裏側の友だちは、合気道・日本そして地球環境に関心を持っています。
2010 年、チリの子ども達に合気道や地球環境をテーマに、日本の子ども達へ向けたメッセージ画を描いてもらいました。







Kids Connection について　
Aiki GAIA Project の一環としての、子どものための未来志向活動です。

きっずコネクションは
いろいろな国の人たちと交流しながら、

調和のとれた世界を創ってゆこうとする活動です。
感性豊かで偏見のない幼少期／少年期に視野を広げ、

合気道を通じて、体を鍛え、
こころを磨くことを目的とします。

インターネットでの交流や、
自然環境での国際合宿なども行います。

"Aiki GAIA Project" は
同じ地球上に存在する仲間である

人間・動物・植物
そして、大きな意味では宇宙からみた GAIA（地球）を

共存共栄の『 合気道 』の精神によって
繋げてゆくためのプロジェクトです。

合気道の理念は、
相手と競い争うよりも

相手を重んじ調和すること
品性を磨き、自らの人格形成に努めること

自己の修錬のみならず、
社会へ貢献できる道とすることにあります



　　きっずコネクション および A.K.I.関連道場

日本

オーストラリア

タンザニア

ドイツ

指導者の承諾の上、それぞれの道場で、ビジター稽古することができます



　　きっずコネクション および A.K.I.関連道場

カナダ

U.S.A.

ニュージーランド

チリ
ウルグアイ

アルゼンチン



A.K.I.本部 武田道場
〒244-0805
横浜市戸塚区川上町486-7
t 045-824-1921
f 045-825-1040
kids@aikigaia.jp

沼田道場
〒237-0076
横須賀市船越町5-14
t 046-861-8105
info@yokosukaaikido.com

A.K.I.鎌倉
鎌倉武道館2F
t 0467-43-0519
s.ttm924@gmail.com

A.K.I.逗子
逗子アリーナ
t 090-4019-1334
z_aikido@yahoo.co.jp

A.K.I.藤沢
藤沢青少年会館
t 045-894-9311
fujiswa-aikido@mail.goo.ne.jp

A.K.I.高輪
高輪第一中学校
t 03-3441-7311
za52384@db3.so-net.ne.jp

A.K.I.館林
館林市城沼総合体育館
／館林第一中学校
t 090-9011-4717
ya_syajp@yahoo.co.jp

A.K.I.磯子
横浜市立浜中学校  格技場
t 046-723-8840
isogo_aikikai@livedoor.com

鶴岡八幡宮研修道場
〒248-0005
鎌倉市雪ノ下2-1-31
t 0467-22-0315

少年部/きっず塾のある道場
Aikido Kenkyu-kai International

きっずコネクション事務局：　〒244-0805 神奈川県横浜市戸塚区川上町486-7　（A.K.I.本部内）
　　　　　　　　　　　　 TEL: 045-824-1921     FAX: 045-825-1040
　　　　　　　　　　　　 http://www.aikidonetworks.org        Email: kids@aikigaia.jp
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