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　法隆寺や薬師寺の再建を手
がけた宮大工として知られる
西岡常一は、小学校を卒業す
る時、進学先をどうするかで、
やはり宮大工であった父親と
祖父との間に意見の相違が
あったことを明かしている。
　父親が「これからの時代の
大工は、設計も製図もできな
ければならないから工業学校

へ行くのがいい」と言うと、祖父は「工業学校はだめだ。
農学校がいい」と反対したそうだ。結局祖父には逆らえず、
常一は「何で大工が農業をやるのか」と疑問と不満を抱き
つつ農学校へ進んだのだが、後になってこの農学校時代の
勉強が大いに役立ったと述懐している。
　それは大工の心得とも言うべき「自然観」が培われたこ
とだという。樹齢千年以上の木をも扱う宮大工の仕事に
あって、その木のもつ特質を生かしきれなければ、それま
で生きてきた木の命を無駄にしてしまうことになる。そう
ならないためには、自然に真摯に向き合い、それを深く理
解することが重要だということに気づかされたというので
ある。
　この話は、教育の本質が何かを教えてくれているように
思われる。それは単に技術や知識の伝授ではない。むしろ、
目先のことに囚われず、長い目で見て本当に必要なこと、
より根本的なことをしっかりと植えつけることだというこ
とである。
　大哲学者カントが、「哲学を学ぶことはできない。ただ哲
学することを学びうるのみだ」と言ったように、先人たち
の積み上げた知識体系をただ表面的になぞっても、それが
本当にわかったことにはならない。むしろ重要なのは理性
を鍛え、自分自身の頭で考え判断できるようになること、
これが自立した大人になるということなのである。
　體育會活動が教育の一環として位置づけられるならば、
人間形成の一助として、自分自身の頭で考えることのでき
る選手を育成することがその課題となろう。勝ち負けはも
ちろん重要だが、うわべの技術論に終始することなく、自
立した人間に必要なあらゆるものをしっかりと身につけさ
せるということである。
　この課題は、三田空手会の皆様の協力なしには達成し得
ない。すでに日ごろから物心両面で多大なご支援をいただ
いていることは本当に有難く、感謝の念に堪えないが、引
き続き長期的な視野に立った厳しくもあたたかいご指導を
いただければ幸いである。

　三田空手会員の皆様におかれ
ましてはますますご健勝のこと
と推察いたします。慶應義塾體
育會空手部は本年、部創立90周
年を迎えます。慶應義塾體育會
空手部50年史、75年史を熟読い
たしますと私共の多くの先輩が
大変な苦労を重ねこの空手部を
育て上げてこられたことがよく
判ります。先輩方は日本最古
の大学空手部として又そのOB、

OG組織である三田空手会として学生空手界、日本空手界に多
大の貢献をされましたが、昨今の世界空手界の動きを見まして
も、“慶應の空手”が今後ますます空手界に貢献していかなくて
はならないと痛感しております。
　さて、本年は三田空手会にとりまして大変大きな出来事がい
くつもありまして、今後塾體育會空手部創立100周年に向かっ
て、新たな一歩を踏み出す年でもあります。第一に、三田空手
会費改訂があります。約30年間据え置いてきた会費ですが、昨
今の塾體育會空手部の活動の活発化、三田空手会の海外を含む
発信量の増大に伴い、また監督、コーチの個人負担軽減などを
勘案、改訂に踏み切りました。経済情勢厳しき折から会員の皆
様には多大の負担をお願いしますが、三田空手会の財政基盤の
強化、現役部員の更なる活躍のためご理解、ご協力をお願いす
る次第です。
　第二に、三田空手会の一般社団法人化があります。“慶應空手”
に対し海外からのDVD作成要請、書籍出版依頼など従来には見
られなかった環境の変化が起こっておりまして三田空手会とし
ましても、会費収入だけに頼るのではなく可能な範囲での事業
展開も視野に入れて活動する必要が増しております。斯かる状
況下、一般社団法人として幅広い活動を展開してゆく所存です。
　第三に、WFK（世界空手道連盟）関係です。昨年11月奈藏稔
久副会長がWKFの理事に任命され、本格稼働を開始しておりま
す。三田空手会としましても全空連に協力し、世界における日
本の空手のありかたを再認識させたいとの思いもあります。
　更に西谷賢さんの旭日双光章受章もあり、塾體育會空手部、
三田空手会の存在が国内外に認識されつつありまして、慶應空
手関係者としましては今後ますます、何らかの形で空手の更な
る普及、発展に邁進していくことが要求されていると感じてお
ります。
　本年度は、久しぶりに二桁の新入部員が蝮谷を訪れていると
聞いております。現役学生、三田空手会が一致協力して来るべ
き100周年に向かって全力疾走したいと思います。
　会員皆様の、さらなるご支援、ご協力をお願い申し上げます。

三田空手会會報

2

自立を助ける
　　　慶應義塾體育會空手部部長
　　　慶應義塾大学商学部教授　

塾體育會空手部
　創立 90 周年にあたって

　三田空手会会長　奈藏宣久（昭 40）

卒業生送別会 20140301

榊原研互
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お 知 ら せ

　塾空手部、本会の活動は大きく活動範囲を広げ、急
激に変化をしています。その様な環境下「本会の財政
基盤を安定させ」「組織としての活動を税制面も含め、
明確な運営とし」「本会や塾空手部の活動の幅が広げ
る」ために、会を一般社団法人とする事とし、本年9
月設立を目指し申請を行う予定です。

　先の理事会および総会にて、約30年間据え置い
た「三田空手会年会費を改定」すると共に、自助努
力として「三田空手会の一般社団法人化」について
決定致しました。皆様のご理解を賜りたくお願い申
し上げます。

三田空手会
法人化検討プロジェクト 

　　　　  プロジェクトチーム長　
　　　　　　　　　    和田光二（昭 47）

三田空手会年会費の
改定について

　三田空手会の財政が逼迫傾向にある中、将来にわた
り健全な運営がされるようにと、２年前にNPO法人
の設立について検討を行いました。当時は時期尚早と
いう意見が出されたため、その後検討を重ねて参りま
したが、会費の値上げを行わざる得ない状況にもなり
ましたので、三田空手会として資金調達のしやすい仕
組みを作るために法人（一般社団法人）化することが
この度の総会で承認されました。企業に対する寄付の
要請を初め、空手教室の開催、空手の形教本・DVD
の作製・販売などの事業も行って、財政の強化を図り、
空手道の普及発展に積極的に貢献していくことを目
的にしています。
　法律に規定された一般財団法人にする事により、社
会的な位置付けが明確になる一方、果たさなければな
らない責任も大きくなります。今回のプロジェクトで
は、弁護士の横瀬君（H19）、司法書士の秋葉君（H1）、
公認会計士の小柳君（H10）といった若手の専門家に
もメンバーに加わってもらう事が出来ました。朝7時
からの早朝会議を何度も開催し、運営にあたって齟齬
が発生しないように確認を重ねてきました。メンバー
全員が手弁当で、積極的に議論に参加してくれた事
は、PT長としての最大の喜びです。「一般社団法人三
田空手会」が、日本の、更には世界の空手界に指導的
役割を担う日が来る気がしてなりません。

　会員の皆様に於かれましては、日頃より本塾體育
會空手部（以下：塾空手部）に対し絶大なご支援、
ご協力を頂いております。塾空手部は本年創部90周
年を迎えますが、「慶應義塾體育會空手部　三田空手
会の理念（創部100周年の提言）」を鑑み、三田空手
会（以下：本会）の財政基盤安定のために、約30年
間据え置いた「年会費を改定」すると共に、自助努
力として「本会の一般社団法人化」について、先の
理事会および総会にて決定致しました。皆様のご理
解を賜りたくお願い申し上げます。現役部員の活動
範囲は急速に拡大し、部全体の年間活動費は1,000万
円に迫り、監督・コーチ等の指導陣の個人負担だけ
でも約100万円にもなります。経費削減・会費以外
の収入源の確保等、自助努力で何とか各校の活動を
支えて参りましたが、「このままの財政状況では、健
全な部活動は期待できない」との判断に至りました。

秋葉由美委員
（旧姓栗原）

横瀬大輝委員小柳隆裕委員

（現　行）	 	（改定案）
○年	 	 ○年

	 10,000円以上の会費	 ⇒	 	 20,000円以上の会費

○女性会員は	 	 ○被扶養者は

	 	3,000円以上	 ⇒	 	 5,000円以上

○ 65 歳以上の会員は	 	 ○ 65 歳以上の会員は

	 	5,000円以上	 ⇒	 	 10,000円以上

○ 70 歳以上の会員は	 	 ○ 75 歳以上の会員は

	 	ご随意	 ⇒	 	 ご随意

年齢は当該年度末となり、「自動引落し会員」本年

引落し分より、「振込会員」振込案内＋振込用紙を

別途送付致します。
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トピックス

横浜初等部空手同好会　始動
横浜初等部プロジェクトチーム
横浜初等部空手同好会　監督　成田正彰（昭 40）

　いよいよ始動した横浜初等部空手同好会。監督に就
任した成田君から紹介頂きます。

　平成25年４月横浜市青葉区あ
ざみ野に慶應義塾横浜初等部が
開設されました。
　田園都市線江田駅から徒歩８
分のところです。男女共学で今
年１年生、２年生合わせて216名
の生徒が学んでおります。　
　今のところ学校側の受け入れ

態勢の都合もあって、授業終了後の課外活動は特に行わ
れておりませんが、予て三田空手会から要望しておりま

した空手同好会の活動については、三田空手会の責任の
下の活動として学校当局より承認され、本年新学期から、
幼稚舎との合同稽古として始動することになりました。
従って同好会の名称は当面、三田空手会少年部会となり
ます。
　指導理念は幼稚舎とほぼ同一ですが、體育會空手部、
三田空手会の理念を基本に、以下の３項目を重点項目と
いたします。
　１．		明るく楽しい雰囲気の中で、目、耳等身体を通

して礼儀を体得すること。
　２．		安全第一の環境の下空手の基本を身につけること。
　３．		単調な基本稽古のみならず、将来空手や他の運

動競技にも有用で、且つ子供達の興味を引く各
種稽古や補助運動を行うこと。

　小さく生んで大きく育てる。
　いずれ１年生から６年生まで生徒が揃った段階で、地
域社会での空手教室等を含めて、空手同好会の活動が大
きく広がることを目指したいと思います。

　本年３月15日横浜グランド
インターコンチネンタルホテ
ルで西谷君の旭日双光章受章
祝賀会が開催されました。三
田空手会で本章叙勲は初めて
の事で、神奈川県空手道連盟
が主催し、三田空手会も発起

人として開催されました。
　空手道のみならず川崎電気の復活など、実業界でも実績を
残した同君のもとに、多くの空手関係団体の後援を得て400名
もの前で祝福されました。清家塾長直々のご挨拶も頂き、演
武では名だたる名選手を抑えて、本塾空手部の中嶋選手（学3）、
岩田選手（医学部）が形を演武しました。前年の故和田君の
武道功労賞受賞に続いての三田空手会全体の慶事でした。

　西谷君が旭日双光章を受章しました。横浜グランドインター

コンチネンタルホテルでの慶びの祝賀会の様子をお伝えします。
　商社時代での語学や交渉力、空手の実力や資格など、
同君の力が、日本の空手界と世界の空手界のために遺
憾なく発揮される事となりました。三田空手会は同君
の活動を全面的にバックアップしていきます。

　平成25年11月６日、スペイン、グアダラハラ市で開
催された世界空手連盟理事会（WORLD　KARATE　
FEDERATION EXECUTIVE COMMITTEE　以下WKF-
EC）でECメンバーに就任いたしました。当会からは昭和
18年卒高木房次郎先輩のWKF設立時（1970年）以来のEC
ということになります。
　WKFは世界188カ国、競技人口5,000万人といわれる世界
最大の空手組織であり、且つIOCに承認されている唯一の
空手団体です。その会長はスペイン人、本部はスペインの
マドリッドにあります。空手の世界連盟が外国の地に？↗ 

2014 年３月小泉体育賞受賞

西谷君（昭39卒）旭日双光章受章祝賀会 世界空手連盟（WKF）理事就任
三田空手会副会長　奈藏稔久（昭 44）
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和田定治君が今年１月12日にお亡くなりになりました。
和田君とは、普通部三年生の時日吉蝮谷の空手部道場に遊びに
行ったことから生涯を空手の道に踏み込むことになった数人の
仲間の一人でした。従って、その後高校、大学、更に社会人になっ
てからも彼とは空手を絆とした付き合いが続いて来ました。
あの元気に動き回っていた彼がこんなに早く他界されたことは
いまだに信じられない思いです。
１月18日告別式にて述べた追悼の言葉を茲に掲載させて頂き追
悼文とさせて頂きます。

和田定治君
先ず何より、空手に始まり、空手で終わった君の生涯が素晴ら
しいものであったことに対し心からの敬意を表します。君は、
中学時代から空手に興味を抱き大学生の道場に通い始め、爾後
慶應大学卒業まで體育會空手部の部員として、選手として、部
の幹部として常に空手部の中心で活躍してきました。
社会人になってからも君は空手との縁をさらに深め、空手道の
健全なる発展に寄与する一方、母校慶應大学空手部監督として
部員の指導にも注力されました。
昨年２月には、長年に亘って奉職された全日本学生空手道連盟
理事長時代の功績を多として、武道を志す者にとって最高の名
誉である武道功労賞を受賞されたことは、本人の君にとって最
高の名誉であったと同時に、我々三田空手会の会員全員にとっ
ても大きな誇りとするところでした。
受賞の記念品として頂いた手拭いに「空手の修業は一生である」
と云う船越義珍師範の言葉が織り込まれていたことに君の空手
に対する熱い思い入れが伺い知れました。
斯様に、君の人生の全ては空手と共にありましたね。昨年10月
に発病が確認されたあとも稽古をされて居られたと伺いました。

定治君、君は、常に自ら行動し物事の解決に当たる、責任感に
満ち溢れた行動派の人間でした。常に、ロと体を動かしていた
君しか記憶にありません。
であるがゆえに、君は、たとえ更なる余命を得ていたとしても、
周りからの「定治、ゆっくり生きろよ」という忠告や期待に背
いて最後まで忙しく動き続けている君しか想像することが出来
ません。
定治、だから僕は、君がゆっくりした老後の時間を楽しむこと
なく旅立たれた事を、残念がる事はしない。
あの世に行ったらゆっくり休んで呉れよとも言わない。
あの世に着いた途端から、冥界の先輩諸氏へのあいさつ回りを
始め、現世の空手界の様子を報告し、すぐにも空手道「冥土連」
の幹部として動き回っていく君の姿が彷彿とするからです。

二年前の箱根での同期会の時に約束した今年の秋の同期会には、
君の席を用意しておくから顔を出してくれ。
同期会でみんなで話したよな。「さよなら」は、別れの言葉では
なくて、再び会うまでの遠い約束だと。
　和田定治君、さようなら。
　平成26年１月18日

和田定治君を偲んで
　　慶應義塾大学體育會空手部同期

斉藤　紘ニ（昭 36）

和田定治君 武道功労者表彰 受章祝賀会
2013 年 2 月 23 日

グランドプリンスホテル新高輪　大宴会場「飛天」

↘というのが大方の皆様の反応でしょう。そのとおりです。
昭和30年代以降、多くの先輩方が海外に雄飛し、世界各地
で身を賭して空手を指導し、或いは彼の地に骨を埋め、ま
た現在も元気に指導を続けておられます。
　WKFの歴史にはこう書いてあります―「空手は日本人
指導者によって世界に広まり、そしてヨーロッパ人によっ
て組織化された」この一文が現在の世界の空手の発展ぶり
と問題の所在を極めて端的、正確に表しています。
　WKFは20人余りのECが運営しています。ECはスポーツ
としての健全な空手の発展、オリンピック競技参加実現等
の役割を担い、その現場は加盟各国の利害対立、ルールに

対する考え方、主張の相違等が交錯し、まさに国連そのも
のです。空手母国の日本にとっては切歯扼腕の組織運営（公
用語は英語、圧倒的な地理的ハンデイ、ルールに対する基
本概念の相違等）、一方で188分の一、または20分の一でし
かない一国の立場と力。
　このような環境下での船出となりました。何故ECは日
本人理事を求めたのか、全空連から突然推薦され、即刻
ECの承認を得られた自らの使命は何か。
文字どおり「任重く道遠し」。
　会員の皆様のご指導、ご支援を切にお願いする次第です。
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6,15　
第41回神奈川県高等学校総合体育大会

　　　　　　個人形：準優勝（インターハイ出場権獲得）

　国民体育大会も都道府県を
一巡し、昨年は東京都での開
催となりました。
　今まで、国体への本塾空手
部の出場はOBの数人の実績が
ありますが、今回は、学生３
名の大量出場となりました。 
　これは、本塾空手部はじまって初の事です。
　神奈川県代表２名（成年男子形：中嶋（当時学２）、成
年女子形：岩田（医学部））、千葉県代表１名（成年女子形：
清和田（当時学１））の３名が各県の厳しい予選、地区大会、
選考会を経て出場権を勝ち取りました。結果は、成年男子

　既に皆さんご存じと思
いますが、昨年６月に開
催されました「第57回全
日本学生空手道選手権大
会（全日本個人戦）」にて
学三・中嶋君（当時は学二）
が形競技で準優勝いたし
ました。
　実は彼は同年５月に開

催されました「第41回関東学生空手道選手権大会（関
東個人戦）」でも準優勝でした。両大会とも順当に決勝
まで進みましたが、決勝戦にてナショナルチームのメ
ンバーでもある帝京大学四年生・在本選手に僅差で敗
れ涙を呑みました。
　他大学でも彼の学年は特に優秀な形選手が多く、例
えば関大の清水君、星川君、帝京大の林田君、国士舘
大の川崎君等がいますが、中嶋君のスピードと技の切
れはその中でも卓越したものがあり、今年の全日本チャ
ンピオン奪取を目指しています。組手と形の違いはあ
りますが、昭和46年の和田光二先輩の組手優勝以来の
全日本チャンピオンを慶應から出したいと思います。
　今年の全日本個人戦は７月６日（日）に大阪市中央
体育館にて開催されます。諸先輩におかれましては是
非ともご観戦ご声援をいただきたくお願いいたします。

　昨年12月15日、インド
のムンバイで行われた空
手道剛柔会世界大会ジュ
ニア男子形の部で、塾高
空手部の主将である今井
大貴君が見事に優勝しま
した。また、組手の部で
も一度優勝者との対戦で
敗れたものの、敗者復活
戦を勝ち上がり、見事３
位入賞を果たしました。

　中嶋君が世界選手権ジュニア形の部で優勝した２
年後に、流派の大会とは言え、また世界チャンピオン
が誕生した事は、塾高空手部の実力を示す快挙です。
組手の部でも敗者復活戦を勝ち上がり、銅メダルを獲
得した事は大きな自信につながったと思います。
　そして、今年の３月に行われた全国高等学校空手道
選抜大会ではナショナルチーム選抜選手とも互角の
戦いを見せ、見事３位入賞を果たしました。最後のイ
ンターハイでも良い成績を残してくれることを期待
しています。

中嶋俊文君
　全日本学生形競技準優勝

　　大学空手部監督　末弘秀人（昭 51）

東京国体で本塾学生が大活躍

今井大貴君
　剛柔会世界大会で優勝

　塾高空手部監督　和田光二（昭 47）

形で中嶋が５位入賞、成年女子形で岩田も、５位入賞とす
ばらしい結果となりました。なお、清和田は、後日行われ
たナショナルチーム選考会で、見事ナショナルチームに選
ばれました。

岩田樹里主将 中嶋俊文選手 清和田雅美選手

速報
6,15		春季関東医科歯科空手道大会	 ……………… 個人形女子：優勝（岩田主将）
7,		6		全日本学生空手道選手権大会（個人戦）	…… 形男子：第３位（中嶋選手）形女子：ベスト８（清和田選手）
8,5～6	アジアジュニア・カデット・アンダー21…	女子個人形日本代表　清和田選手出場決定

速報
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名簿作成
名簿整理委員長　野崎誠一郎（昭 45）

三田空手会事務局長　就任挨拶
事務局長　川上俊博（昭 46）

組 織 改 定
（常任理事、総務局長、事務局長の設置）

　データ管理の新しい方法も定着し、本年は三田空
手会の名簿印刷の年にもあたります。活動をご報告し

ます。

　2014年（甲午、皇紀2674年）
は、平穏な一年と思いきや、
何か慌ただしいと感じている
のは、小生だけでしょうか？
本年の十大ニュースには些か
気が早い気もしますが年明け
から都知事選挙、ソチ冬季オ
リンピツク、消費税８％、６
月にはサツカーワールドカツ

プが開催され又アジア競技大会、自然科学分野に於
いては皆既月食、ぺルセウス流星群の周期が一致す
る等々と話題には事欠かぬ一年なのである。そして
我が慶應義塾體育會空手部も節目の90周年、三田空
手会に於いても組織と構造改革等の変革の年を迎
えようとしています。その中で本年は更に名簿発行
年を迎えます。現在、平成11年以降のOB、伊藤君、
河田君夫妻、広報委員の豊田君のサポートを貰い
乍、地道な作業を行っています。作今、個人情報の
問題が名簿作成の壁となっているとの話も聞きま
すが諸先輩が作り上げた名簿データを壊すこと無
く次世代へと引き継ぐべく各名簿委員各位が本当
に大きな二足の草鞋を履いて努力している状況で
す。漏れなく作製する為には各学年の管理者の情報
力と各理事の情報のみが、頼りですので何卒宜しく
願います。最後に古い名簿の処分に就いては、個人
情報の塊故、クレグレ御配慮下され度、併せ宜しく
願います。

　私儀４月７日春季定例理事
会に於いて事務局長に選任さ
れました。
　今回の人事は、前任の仁井
健治理事（昭和44年卒）より
の引継ぎとなります。
　平成11年６月改定の三田空
手会会則にて組織されました

「年度委員会」の年度委員長
として、平成15年６月より前任の河野弘現評議員（昭和
37年卒）より引継ぎ、11年間その職務を遂行して参りま
したが、この度無事？退任することとなりました。
　そして、「年度委員長の廃止、事務局長が各年度委員を
総括することとする。」改定により、新たな職務を拝命
した次第です。
　今年は、年会費改定・現行の任意団体である三田空手
会の一般社団法人への移行（６月７日総会で御審議願い、
２議案共に御承認いただきました。）・創部90周年の年で
す。創部100周年（2024年）へ向けての第一歩を踏み出
す節目の年に、要職を務めることとなりましたが、会員
各位のご指導ご支援を賜り、裏方として業務を滞りなく
努めてまいる所存です。
　今後とも本会運営並びに現役部員への御尽力を宜しく
お願い申し上げます。簡単ではございますが就任の挨拶
とさせていただきます。

　昨秋の理事会において、三田空手会の迅速な意思決
定、多様化に対応する意味から組織の改定が決議され
ました。これまで、スピードが必要な事案には、持ち
回り付議などで対応しておりましたが、よりスピード
を持って議論し進めて行くために「常任理事会」が設
けられ、理事の中から常任理事が選出され運営される
事になりました。皆さん多忙のため、議題が出る毎に、
朝の 7 時から会議を実施しており、さまざまな事を議
論しています。
　また、三田空手会の多様化、広がる役割の分担のた

め、事務局は「事務局長」「総務局長」に役割が分担
されました。「総務局長」は、重要事項の統括を行い、
常任理事会の運営などを行います。「事務局長」は、
理事会の運営などを行い、年度委員長（廃止）の役割
を吸収します。総務局長には小柴君（S45 卒）、事務
局長には川上君（S46 卒）がそれぞれ就任し、これま
で一人で重責を担っていた、仁井君（S44 卒）が事務
局のサポートをします。三田空手会の一般社団法人化
はじめ大きな変革の中、会員皆様の縁の下の力持ちと
して、三田空手会のさまざまな活動を支えて行きます。

（短信）
中等部（幼稚舎空手同好会出身）空手女子生徒の動向
高橋さん：		バスケツト部にも籍を置いて頑張っています。

背が伸びました。
小林さん：	 	弓道部にも籍を置いています。何と今回弓道の

ジュニア強化選手に選ばれました。
遊佐さん：	バスケツト部で選手として活躍中。
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各校活動報告

　NY学院には、現在７名の部員
がいますが、昨年卒業した杉江
理令加さんの勧誘の頑張りもあ
り、６名が女性部員と、とても
華やかです。稽古は週２日、米
国の高校と同じくシーズンス
ポーツ制のため、ほとんどの部
員が兼部をしています。学校は、
マンハッタンから車で約30分程
の郊外で、自然豊かな環境に恵

まれています。昨年より、顧問には山崎祥雄先生が就任され、
ご多忙の中、親身になってご指導してくださっています。

　２年前より、地元のオープンの試合に参加するようにな
り、現在までは、形のビギナーの部に出場しました。昨年
10月の試合では、11年生（高校２年生）の小野遙が優勝し、
次回よりは、上級生は形の中級の部出場を予定しています。
また、組手ももう少し部員のレベルが上がれば、出場可能
ですので、一つの目標にしています。試合参加者のレベル
は、ピンキリですが、上級者の部は、相当レベルが高いの
で、部員には良い参考になるのではと思います。幸い今年
より、三菱商事のNY支社駐在の貝沼遼太郎君（平成18年卒）
にも、指導に参加して頂き、組手の指導をお願いしていま
す。塾高監督や大学コーチなど指導経験豊かな貝沼君の参
加は、大変心強いものです。
　また、昨年後半には、太田博先輩（昭和44年卒）にお越
しいただき、大変丁寧で内容の濃いご指導をしていただき
ました。NY学院生にとっては、とても貴重な経験になり
ましたし、私も空手の奥深さを感じた次第です。遠い所を
わざわざお越しいただいた太田先輩には、この場を借りて、
厚く御礼致します。
　このように、日本の塾空手部とは、大分違った環境と雰
囲気ですが、会員の皆様のお蔭で、皆少しづつ上達を目指
して、楽しく活動を継続しています。今後とも、ご支援の
程、何卒宜しくお願い申し上げます。

ニューヨーク学院
　　ＮＹ学院監督　五十嵐孝史（平９）

 普通部 　　
普通部監督　若林佳之助（平10）

　H10年卒、普通部監督の若林です。
　平成26年４月現在、普通部空手部は、３年生６名、２年
生４名の合計10名の部員で、６月からは１年生も加わる予
定です。学期中は月・水・木の週３日間、主将の嶋田を中
心に、先生・コーチの指導の下、稽古に励んでいます。立
ち方や突き蹴りの基本の習得と、形・組手への応用を目指
し、その場基本、移動基本に始まり、約束組手、形、自由
組手と、一通り稽古していますが、部員たちは習得が早く、
短い稽古時間でも着実に上達しています。ここ数年は空手
経験者の入部も増え、技能のレベルは上がってきています。
　４月13日に開催された春季港区大会では、中学生男子形
の部で、中等部の今西鴻介（３年）と普通部の嶋田幹大（３
年）が決勝を争い、今西が優勝、嶋田が準優勝に輝きまし
た。これまで、港区大会の中学生の部では剛柔流の大手有
力道場が形、組手ともに上位を独占していました。近年、
少しずつ慶應がその一角に食い込むようになってきていた
ところ、今年はついに普通部生が決勝まで勝ち上がること
ができました。港区の小学生・中学生の部は、区大会でも
レベルが高いので、主将の嶋田が活躍したことは部員一同
にとって大きな自信になったと思っています。
　中等部の今西は、昨年の春、秋に続く三連覇を達成し、
中学生の部でも慶應空手のプレゼンスが高まっていること
は、誠に嬉しい限りでありますが、今後もコンスタントに
好成績を残していけるよう、部全体のレベルアップを目指
してまいります。
　普通部の目下の課題は、自由組手の強化と考えています。
部員たちは皆、試合では攻めていろいろ技を出すのですが、
技が不十分でなかなかポイントが取れない場面が多くあり
ます。一学期と夏休みの稽古で、自由組手の技の決定力を
磨き、秋の大会では組手でも良い成績を目指したいと思い
ます。

後列左から簱野副部長、二人目小澤部長、右端若林監督
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幼稚舎空手同好会 
　　　新入会員勧誘演武会

　　幼稚舎監督　村田利衛（昭 56）

前湘南藤沢中高監督　鈴木博雄君を偲んで
慶應義塾大学體育會空手部同期　眞下欽一（昭 30）　

　「あの頑丈だった彼、鈴木博雄
君（通称オイドン）が亡くなったっ
て？　そんな馬鹿な。」と木曜会
会員ならずとも、知り合いの誰も
が思った事だろう。私との付き合
いは古く、昭和26年の大学入学以
来今日まで、六十数年の間殆ど
切れ目なく続いていたので800字
で何か書けといわれても無理な話
だ。この５月30日に望月康彦さん
が他界され翌31日に追う様にして
彼が旅立ってしまい、急に淋しく

なってしまった。未だに彼の他界が信じられない。彼は気が優し
くて力持ち、しかも一見した所立ち居振舞いを初め、表情が温和
で、強そうには見えない温厚そのものの紳士である。
　機会があって、昭和29年秋に関西の大学空手部では、L大学、
K大学と並んで「三強」に数えられていたD大学へ、四人で交歓
稽古を申し入れ、受けて貰った。彼と故原英二君、私の三人が弐
段、故門田強君が一級だった。手合せは初めから自由組手である。
約40人の全部員と４人が対峙した。先ず我々が二人立って有効な
一本を取ると「はい次どうぞ」と一人当たりD大の７人程と手合
せを行って、他の二人と交代した。３回立ったから、計20人程と
立ち会った事になる。へなへなな突きや蹴りは多少当てられたが、
応える様なパンチは四人共、一発も喰わなかったし疲れも感じな
かった。６名から７名いたと思われるD大学の黒帯は一向に立ち
上がろうとしない。このままではしまいには疲れて、やられてし
まうだろうと心配になり、私が「そろそろ黒帯の人　出ませんか」
と言うと「そうでんなあ。一人づつやりまひょうか。」と小柄な
主将が応えて、一対一で対峙した。やはりそれ程手強いという感

じを受けず、四人共相手を寄せ付けなかった。彼に翻弄されて、
面目を潰されたD大の副将は、急に羽目板まで後退すると、突然
走り始めて体当たりして来た。彼は「燕飛」の形そのままの投げ
技で相手の下に潜る様に身を沈め、彼自身の頭の上を通過させて
後方に放り投げたのを、相手校40名の全員と我々三人は目撃した。
大柄だが受け身が未熟の副将はドタンと板の間に落ちて気絶して
しまい、数十秒間動かなかった。彼の空手は強いと同時に技術レ
ベルが遥かに高く、上手いのだ。
　私の入学直後は今と違って、終戦後の荒々しい気風が抜けきら
なかった頃で、夜遅くなって盛り場を通ると、時折取っ組み合い
や殴り合いの、喧嘩の現場を垣間見る事が出来た。彼は岩本明義
さん原君達同様豊富な実戦の経験も持ち、横に動くのが得意だっ
たし強かった。教え方が上手いので湘南藤沢中高の部員達は非常
に恵まれていたと言えるだろう。さてこの４月上旬から、娘さん
ご夫婦やお孫さん達と会いに行く為トルコへ旅行した。トルコで
も空手道場を訪れて指導している。トルコに行く前から、胆嚢炎、
肝臓癌、腸閉塞初め幾つかの病魔に侵され始めた様だ。帰国の４
月中旬入院後から時折、電話で加壽夫人に病状を尋ね５月23日に
大橋洋二さん成田正彰さんと見舞いに行った時には、癌が転移し
食事が喉を通らなくなっていた。部内指導の他、対外稽古にも大
きな足跡を残した彼に先立たれ、残念で仕方がない。ひたすらご
冥福をお祈りするのみである。

　今回は、新入会員募集のために
毎年行っている、演武会について
ご紹介します。幼稚舎では毎春、
学習発表会という行事があります
が、運動関係はその場では発表の
機会がありません。その代わりと
いう事も兼ねて始まり、今年も五
月十九日に小体育館で行いました。

　当日は礼から号令などすべて幼稚舎生のキャプテンが行い

ます。基本地稽古、団体形、大学生コーチによる模範演武、
そして昨年からは自由組手も披露し、最後には希望者に実際
にパンチングミットをたたいてもらう時間もとるようにしま
した。毎年、当日はキャプテンの号令のもと皆気合の入った
演武を行っています。
　その効果もあり、昨年は五名、今年も今までに四名が新た
に入会しています。また、今年からは横浜初等部でも同好会
が正式発足しました。昨年から横浜から一名が参加していま
すが、今年は仲間が増えそうです。
　毎週、コーチの皆さんにご指導いただき楽しく稽古してい
ますが、今後もさらに子供達が楽しく、集中して取り組める
稽古方法なども常に工夫しながら取り組みたいと思います。
良いアイディアなどありましたらご助言くださいますよう宜
しくお願い致します。

2009_09_23　
「BUSHIDO　DVD」

演者インタビュー

２
０
１
４ 

０
４　
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行
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三田空手会ギャラリー　　201306-201406

2013_12_19 木曜会忘年会　信濃町医学部道場

2013_10_27 オール慶應空手祭 蝮谷道場
2013_11_24 早慶ゴルフ会　厚木国際カントリー倶楽部

2013_10_07 撮影３日目

2013_10_05 DVD- 撮影１日目

2013_06_28 監督激励会　三田　萬來舎

2013_10_06 DVD 撮影２日目　綱町道場

2013_06_20 ＳＭＡＰ木曜会に参加

2013_10_03 木曜会、DVD製作者の
シリルさん（仏）右と空手留学中の 

ヘンリーさん（英）左が参加

2013_06_21 スタンフォード大学
ＳＭＡＰ（Stanford Martial Art Program）

傘下の剣道部、柔道部、合気道部、空手部から
有志18名が来日、慶應義塾體育會各部との
合同稽古後懇親会開催　6月21日（金）

日吉ファカルティクラブ
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2014_01_05 寒稽古初日　日吉柔道場2014_01_02 初稽古　蝮谷道場

2013_11_10 早慶戦
早稲田大学体育館

2014_02_07 新年会　銀座日航ホテル
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2014_03_01 卒業生送別会　三田キャンパス　学食

2014_03_15 西谷君（昭 39）旭日双光章受賞祝賀会
横浜グランドインターコンチネンタルホテル
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望月康彦元会長との思い出
三田空手会会長　奈藏宣久（昭 40）　

　我らがモチさんの訃報に接し茫然としております。
年代を問わず皆さんより、“モチさん、モチさん”と
慕われ、塾空手部の為、三田空手会の為正に粉骨砕
身された望月さんを失い何とも言いようのない寂し
さに包まれております。私は普通部から塾體育會空
手部にお世話になっておりまして、望月さんとの思
い出となるともう沢山あり過ぎましてどれもこれも
楽しいことばかりです。

　特に思いだすのは、1970年代、バンクーバー、ニュ
ウーヨーク時代の事です。 1970年代初頭、私はバン
クーバーに駐在しておりました。ある時望月さんが
出張で来られました。夕食を拙宅で、ということで
夕食を準備しておりました処、家に入ってこられる
や否や、“オイ、　拳の握り方が判った、お前、握って
みろ”と言われ、その後一時間半ほど小指はどうだ、
親指はどうだ、と講義を受け、結局夕食はほとんど無
し、デザートのお茶の時も延延と続きました。又私
はその直後ニュウーヨークに転勤になりました。こ
の時も望月さんが出張で来られる機会がありまして、

“朝食を一緒に食いたいから出てこい”というのでマ
ンハッタンのホテルに朝６時ごろお邪魔しました。何
とこの時も、部屋に入るや否や、“オイ、ちょっと蹴っ
てみろ！！”約二時間、ワイシャツ、ズボンのままで
汗だくで蹴りの指導を受けました。勿論朝食は無し。
　兎に角いつでもどこでも時間さえあれば空手のお
話、研究成果の披露、又学連の在り方、試合制度の在
り方につきましても常に問題点の指摘、改善策の披露
ととどまるところを知らない方でした。私は2002年に
海外より帰任し、松涛同門会にも参加させていただく
機会を得ました。この会におきましても望月さんの
存在感は絶対的なものがあり、同門会各校長老も“な
にはさておいても望月さんのご意見を伺ってみよう”
という事でした。昨今の全空連をめぐる諸問題に関し
ましても望月さんがご健在なら、よりよい方向に持っ
ていけるのではないかと誠に残念です。
　今年塾體育會空手部は創立90周年を迎えます。望月
さんという、偉大な先輩を失いましたが、来るべき
創立100周年に向かって、三田空手会、部員一丸となっ
て、より素晴らしい“慶應空手”を目指して努力して
いきたいと思います。
　望月さん、本当に有難うございました。安らかにお
休みください。　　 　　　　　　　　　　　　  合掌

2004_11_27 外薗君（平 16）練武会全国防具付き大会組手の
部優勝祝勝会（原宿バンブー）　　後列右から３人目

2001_04_07 和田前監督（昭 47）、村田新監督（昭 56）
合同慰労・激励会（虎ノ門パストラル）

2014_06_07 三田空手会総会・懇親会　赤坂エクセル東急
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１）		卒業後の就職先・所属部署あるいは担当すると思われる仕事の内容などを分かる範囲でお願いします。（仕
事について未定の方、大学院進学予定の方は、今後の予定、長期的な展望について）

２）	空手部卒業に当たって実感したこと。
３）	趣味・余暇の過ごし方などご自身のプロフィールについて簡単に。
４）	空手部（または後輩たち）へのメッセージ。
５)		なんでも自由に一言。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［掲載は投稿順です］

田中　勝也
１） 東海旅客鉄道株式会社に就職します。新幹線車掌・運転手研
修を終えてからは、リーダーシップをとり、社員をまとめる仕事が
主であると聞いています。空手部で学んだことを、入社後もどんど
ん活かしていければと思ってい
ます。新幹線でお会いした際には
よろしくお願い致します。（笑）
２） 空手部の素晴らしさは、引
退してから再認識しました。他部
の学生からも空手部は一目置か
れており、後輩の私への態度・言
葉遣いにはいつも感心されてい
ました。空手部員からしてみると
普段から行っている当たり前の
事が、外ではしっかり評価されて
いる事が分かりました。
３） バイクに乗ることが好きで
す。大学二年の時から kawasaki
の ZRX400 に乗っていました。大
学三年時に車で事故を起こして以
来、バイクでの怪我が怖くて手放
しましたが、仕事に慣れたら、ま
た乗りたいと思っています。おじ
ちゃんライダーに憧れています。
４） 全力で頑張ってください。
全力で応援しています。一生懸命
頑張っている皆はいつもキラキ
ラと輝いています。（単に汗で濡れているからでしょうか）
５）学生時代は多くの方に大変お世話になりました。この場を借り
て御礼申し上げます。私の卒業とともに、三田空手会費が二倍にな
るという幸運がありましたので、毎年払えるように、仕事頑張りま
す。

峰岸　健太郎
１）みずほ銀行に就職いたしました。最初は市ヶ谷支店に配属にな
り、そこで中小企業向けの営業をやっていきます。
２）体脂肪率が５％位上がりました。現役時の運動量はすごかった
なと実感しました。

３）休みの日は主にウエイトトレーニングに励んでおります。社会
人は胸板が大切だというお話を伺ったので、現役時代以上に真剣に
ウエイトをしております。
４）昨年度の慶應義塾體育會のスローガンでもあった「勝て、楽し
いから」という言葉が自分はすごく好きなので、この言葉を現役

の皆にも知ってほしいと思いまし
た。どんなにつらい稽古でも、勝
利の楽しさを思い描きながら頑
張っていれば、耐え抜くことがで
きるはずです。そして勝利の美酒
を味わってください！
５）OB の皆様 4 年間ありがとご
ざいました。おかげですごくいい
経験をさせて頂き、成長すること
ができました。これからは今まで
先輩方から受けてきた恩恵を後輩
たちに還元していきたいと思いま
す。

  山内宣佑輝
１）一応、就職の予定です。
２）辛くも楽しい部活だったから
寂しい気持ちがあります。また、
目標を失い、自分で将来を切り開
いていかなければならないのは大
変だと感じています。
３）趣味は音楽鑑賞です。様々な
アーティストの曲を聴きます。余

暇というと、最近は公園に出かけ、スポーツしている人に混ざって
遊んでいます。なかなか空手を公園でやっている人はいないので、
空手から離れてしまっています。
４） 二度と戻らない時間を真剣に生きるのがやはり大切だと思い
ます。悔いが残らないように頑張ってください。今年の早慶戦とか
は絶対に応援に行きます。
５）  ４年間お世話になった皆様、本当に有難うございました。

見上　拓也
１） カルピス株式会社に入社致しました。五月からは関東支社（埼
玉）の営業第一部に配属となります。北関東の中でエリアを受け持

2014年 3月1日（土）

空手部卒業生送別会　
於三田キャンパス西校舎「学食」

今年度空手部卒業生
浅岡雅人君（医）、倉持　信君（医）、柴田峻宏
君（医）、水上貴裕君（医）、大下　愛君（看護）
宍戸勇介君、田中勝也君、見上拓也君、峰岸健
太郎君、山内宣佑輝君

写真は左から
　�宍戸勇介君、峰岸健太郎君、田中勝也君、山内宣
佑輝君、見上拓也君　
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ち、本部商談を行うことが主になるかと思われます。
２） 約一ヶ月間の研修を終え、まだ研修ではありますが空手部で
培ったものを存分に活かすことが出来ていると実感しています。ま
た、会社の先輩方とお話をする度に空手部の先輩方のお名前が出て
くるため、空手部の先輩方が多方面でご活躍されていることを改め
て実感しました。
３） 今後も空手を続けながら（実業団の試合にも出場することに
なりました）、余裕が出来ればゴルフ等の趣味に打ち込みたいと思
います。また食品業界に入ったこともあるので、今後は料理の腕を
磨いていきたいと考えています。
４） 後輩達へ　「凡ゆるものを空手化せよ、其処に妙味あり」　空
手の試合に勝つためだけに稽古するのでは勿体無いと思います。た
まには空手が他にどんなことに役立つのか考えながら稽古に取り組
んでみて下さい。
５）  「カラダにピース CALPIS」カルピスを通じて、空手部の皆さ
んの心とからだを健康にします！！

宍戸　勇介
１） 父が歯科医をしており、現在は家業を継ぐ為に歯学部に入学
する為の受験勉強をしております。今年度の受験に合格できました
ら、来年から学士編入で歯学部に入学し４年間勉強した後に父の後
を継いで歯科医となる予定です。
２） 大学卒業に当たって大学生活を振り返ってみたのですが、思
い浮かんでくるのは空手部での記憶がほとんど全てといっても過言

ではありません。それだけ空手部での生活が大学生活の中心であり
ましたし、自分の人生の中でも最も充実した時間であったと思いま
す。それが無くなってしまい非常に悲しく寂しい気持ちで一杯です。
しかしながら次のステップに進まなければならないので、空手部で
の経験を元に今後の人生を戦っていきたいと思います。
３） 趣味はサッカー観戦と筋トレです。大学で空手をしている内
に当たりの激しい大学空手で勝つ為にはフィジカルが必要だと感じ
筋トレを始めたのですが、筋トレで筋肉がつき体が大きくなること
がとても楽しく、それがいつのまにか目的となってしまい、今は趣
味として筋トレを楽しんでいます。そのおかげで大学入学時は体重
が 60kg 程度でガリガリであったのですが卒業時には 75kg 近くにな
り逞しく成長することができました。
４） 空手部に入部させて頂いたおかげで、４年間空手に熱中する
ことができ、空手部の同期・先輩・後輩の素晴らしい方々に出会う
ことができました。體育會空手部、三田空手会の先輩方には感謝し
てもしきれません。本当にありがとうございました。今まで空手部
にお世話になった分、今後は三田空手会会員として空手部を支えて
行けたらと思います。
　後輩たちは、４年間しかない空手部での生活、大学生活を後悔の
ないように過ごして欲しいです。その上でよい結果がでる事を期待
しています。頑張ってください。
５）４年間本当にありがとうございました。これからは三田空手会
会員として後輩をサポートしていきたいと思いますので、今後とも
宜しくお願い致します。

奈藏稔久君（昭44）
進級昇段審査委員長退任

仁井健治君（昭44）
事務局担当理事退任

堀切敏文君（昭46）
会計担当理事退任

三田空手会平成 26 年通常総会　
平成 26 年 6 月 7 日（土）赤坂エクセルホテル東急

　平成 25 年度　功労者　（感謝状・記念品贈呈）
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　本年は、本塾空手部の創部90周年となります。先般、
三田空手会80周年を三田空手総会で祝って頂き、後には、
創部100周年という大きな行事を控えております事もあ
り、創部90周年は祝賀会で無く、演武会として祝う事と
しております。演武会の場は、毎年開催しています「オー
ル慶應空手祭（従来の秋季大会）」とし、従来の学生の試
合は午前中のみ。午後一杯をOB、OGによる演武のプロ
グラムとする予定です。木曜会、土曜クラブ、遊々班な
どから、団体形、個人形、分解組手、組手などを、午後
一杯使って披露頂き、本塾伝統形と全空連、他流派形と
の比較演武なども考えております。久しぶりの空手での
ほほえましい演武から、円熟の演武、若手のはつらつと

した演武まで、楽しく慶應義塾空手部の一日を過ごして
頂ければと思っております。また、終了後は校内食堂に
て懇親会も開催します。
　10月26日（日）に日吉の塾高地下体育館で開催予定で
すので、演武希望も含め、観戦などお気軽に足を運んで
頂き、皆様で積み上げて頂いた、創部90周年の重みを感
じて頂ければ幸いです。
　（なお、同日に関東学生体重別選手権大会が開催される
場合は、日にちが変更となります。その場合は、連合三
田会と同日の19日（日）に日吉高校地下体育館で開催と
なります。また追って広報通信やHP、Facebookなどで
ご連絡申し上げます。）

　日々の忙しさから空手部に接する機会が減ってしまう
OBと現役部員の橋渡し。この課題の打ち手として早慶戦
プロモーションを開始いたしました。OBが空手部に接す
る最大の機会を早慶戦と捉え、それに向けたプロモーショ
ンを組み立てることとしました。
　私自身は格闘技マニアと自負しておりますが、格闘技
ファンにヒットする最も重要な仕掛けを「煽り映像」と
考えています。「煽り映像」とは大会前や試合開始前に選

オール慶應空手祭　創部90周年記念演武会
（10月26日または19日）

早慶空手定期戦がネット放映
学生サポート委員会　行事サポートチーム　籏野将行（平８）

2013_10_27 オール慶應空手祭 優勝杯争奪戦 三田杯争奪戦

早慶戦ネット放映 2013_11_10簱野将行委員

手の特徴、試合の持つ意味やドラマ性を説明する数分程
度の映像で、興行主や放送局がチケット販売拡大や視聴
率獲得のために使うものです。
　品質の高い空手部の「煽り映像」を無償かつ継続的に
制作してくれる協力者を探すことが課題でしたが、結果、
映像制作の活動を行う学生団体がタイアップできる可能
性が高いと判断し、インターネットで慶應に関連する２
つの団体を調べてアプローチしたところ、双方ともに主
旨に賛同いただくことができました。一つはプロモーショ
ン映像を制作いただいたUithさん、もう一つは早慶戦を
インターネット中継いただいた慶應放送研究会さんです。
　YouTubeにアップした各種映像で空手部の告知を行い
会場に応援にお越しいただく。地方や海外在住、あるい
は会場に応援に行けないOBに対してはインターネット中
継へ誘導するといった導線を提供できたと思っています。
　今年は空手部90周年、ホームで迎える早慶戦でも各種
仕掛けを構想中ですが、お時間があれば空手部そして現
役部員に接していただけると甚だ幸いです。
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本塾技法ＤＶＤ
国内一般販売について

道着における
ペンマークの
変更について

学生の各種表彰について

　中嶋選手（当時学２）：全日本学生（男子個人形準優勝）、
岩田選手（医）：東日本医科学生総体（女子個人形優勝）の結果、
小泉体育賞受賞決定しました。本塾空手部の永い歴史の中で
も、まだ数人しか授与されていません。また、今井選手（塾
高）が、剛柔流世界大会個人形優勝の活躍で、塾長賞受賞決
定しました。塾長賞はまだ新しい賞ですが、小泉体育賞と同
様に本塾空手部では、数人しか授与されていません。

＊小泉体育賞とは
昭和41年（1966）８月、慶應義塾の学事振興、ならびにこれ
に関連する事業を行うことを目的に小泉信三記念慶應義塾学
事振興基金が設置され、学問、体育の事業が基金により運営
されています。そのうち、「学生の学問・体育の奨励と表彰」
の一つとして「小泉体育賞・小泉体育努力賞による表彰制度」
が制定され、現在に至っています。
＊塾長賞（一貫教育校）とは
塾長賞（一貫教育校）は、正課とは別に、学術・芸術・社会
活動、文化活動、体育活動等多様な分野において児童・生徒
の範となる活躍を行い、それが本人の栄誉であるばかりでな
く、慶應義塾の存在自体の光輝となるものについてそれを広
く義塾内外に知らしめ、顕彰することを目的としています。

　皆様はじめ、受験を目指す方々など会員以外の方々に
も親しまれている「空手部のホームページ」ですが、よ
り情報を分かりやすく見て頂くため、内容のリニューア
ルをさせて頂きました。学生の予定や試合結果のみなら
ず、動画もご覧頂けます。会員の皆様は「三田空手会の
ページ」の窓をクリック頂くと、木曜会はじめ会員の練
習日程など、会員向けの情報がご覧頂けます。なお一般
社団法人のご連絡なども掲載致します。

http://www.keiokarate.com/

　本塾空手着のペンマークがリニューアルします！永年使用
してきました、本塾空手部の胸のペンマークですがデザイン
が、ペンと分かり難いとのご指摘もあり、今般リニューアル
される事となりました。従来の布縫い付けでなく、全面刺繍
となります。お手持ちの道着への刺繍は、東海堂にて近日中
に可能となります（約1,500円程度の予定：添付写真ご参照）

ホームページ
リニューアルについて

ＤＶＤ紹介（2月 7日新年会）
左から

村田幼稚舎監督、小柴総務局長、若林普通部監督

　本DVDの作成は、2008年に来日したフランス人ジャー
ナリストでありフランス空手連盟参段の資格を持つシリル
氏が、友人である三田空手会員小林祥孝君（S40年卒）の
子息と空手のルーツを研究する過程で、鎌倉円覚寺での松
濤祭の見学、「木曜会」の稽古参加、慶應義塾の空手に大変
感動し、この伝承を記録として残すことを決意された事が
始まりです。すでにお伝えしている通り、数年前より海外
および国内（会員向け）で販売されております。今回は

「空手部創立90周年記念」としてフランス規格DVDを日本
のプレーヤーでも視聴できるように技術的変換を行い、初
めて国内でお披露目することになり、三田空手会会員並び
に関係者の方々、さらに一般にも販売することに致しまし
た。内容は形、形の分解とその意味、組手、棍、サイの演
武、護身術までが収録されています。更には空手の歴史、
発祥の地である三田の今は無き道場（カンテラ小屋を改造
した）や、当時の稽古風景をはじめ三田、日吉の母校など
慶應義塾の空手を取り巻く環境の映像が随所に取り込まれ
ています。国内版４枚組DVDジャケットの中央には「拳」
の文字を配してあります。この「拳」の文字は、1954年に
部誌である拳報を戦後復刊するに当たり、表紙を飾る題字
として船越先生の直筆によるものであり、三田道場に木彫
の額として掲げられています。新年会で先行販売されてお
りますが、機会ある毎に販売を致します。収益は学生支援・
三田空手会活動の補助ともなりますので、どうぞよろしく
お願い致します。
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＜平成25年度空手部主な活動結果＞
4月  20日 【高校・大学】 第23回東京六大学空手道大会（立教大学新座キャンパス）
    塾高校：準優勝　　
    高校個人：木村　優勝（志木）二連覇　　佐々木　３位（塾高）
   【OB～幼稚舎】 港区春季空手道競技大会（港区スポーツセンター）
    組手少年女子の部　　栗原　優勝（湘南藤沢）
    形少年女子の部　　　川島　準優勝（湘南藤沢）
    形中学生男子の部　　今西　優勝（中等部）
    組手中学生男子の部　今西　３位（中等部）
  29日 【OB～幼稚舎】 松濤祭（円覚寺）
5月  3日 【高校】 第40回神奈川県高等学校空手道大会
    　兼関東高等学校空手道大会予選会
    団体形：第４位（塾高：関東出場）、第５位（湘南藤沢女子）
    個人組手：ベスト８（栗原･湘南藤沢女子）
  4日 【高校】 第40回神奈川県高等学校空手道大会
    　兼関東高等学校空手道大会予選会
    団体組手：第４位（湘南藤沢女子：関東出場）、ベスト８（塾高）
    個人形：準優勝（今井･塾高：関東出場）
  5日 【大学】 第41回関東学生空手道選手権大会（個人：日本武道館）
    個人形：準優勝・中嶋（学２）
  12日 【OB～高校】 第45回神奈川県空手道選手権大会
    　兼第68回国民体育大会予選会（小田原）
    成年男子形：優勝（中嶋･学２）
    成年女子形：優勝（岩田･医）、第４位（櫻庭･学２）
    少年男子形：第３位（今井・塾高）
    男子団体形：準優勝（大学）、第３位（塾高）
  25日 【OB】 第47回東日本実業団空手道選手権大会（東京武道館）
    （団体組手）味の素　三菱商事：両チームとも全日本出場権獲得
  26日 【大学】 第49回東日本大学空手道選手権大会（団体：愛知県体育館）
    男子：１回戦　本塾○４－１×東北学院大
    　　　２回戦　本塾×０－５○国士舘大
    女子：１回戦　本塾○２－０×信州大
　　　　　  　　　２回戦　本塾×０－３○帝京大
6月  1日 【OB】 第13回神奈川県マスターズ空手道競技会
    　兼第３回関東マスターズ・第13回日本マスターズ神奈川県予選会
    形　：奈藏（３部：準優勝）、和田（３部：第３位）、豊田（２部：優勝）
    組手：奈藏（６部：優勝）、和田（５部：準優勝）、豊田（２部：準優勝） 
　    ＊３名：関東マスターズ、全日本マスターズ神奈川代表。
  2日 【中等部】 全国中学空手道大会東京都予選会（江東区スポーツ会館）
　　   形　：男子の部　今西　ベスト８（中等部）
    組手：男子の部　今西　ベスト16（中等部）
  8日 【OB】 平成25年度三田空手総会・懇親会（赤坂エクセル東急ホテル）
   【高校】 第42回関東高等学校空手道大会　　　個人形出場：今井（塾高）
  11日 【大学】 入部式（三田綱町道場）
  16日 【医学部】 第69回春季関東医科歯科空手道大会（帝京大学板橋キャンパス）
　    団体形男子：準優勝　　個人形女子：優勝（岩田）
　    個人組手女子：第３位（大下）
   【高校】 第40回神奈川県高等学校総合体育大会
    　兼全国高等学校空手道大会予選会
    団体組手：ベスト８（塾高）　個人形：準優勝（今井）インターハイ出場権獲得
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6月  30日 【大学】 第57回全日本学生空手道選手権大会（個人：日本武道館）
    形：男子　中嶋（学２）準優勝　　　女子　清和田（学１）
7月  7日 【OB】 第３回関東マスターズ2013空手道競技大会（群馬県）
    東京都：太田（Ｓ44）　神奈川：和田（Ｓ47）、豊田（Ｓ58）
    ６部組手：太田（Ｓ44）　第３位　団体組手：神奈川県（優勝）
  14～15日 【OG】 第56回全国空手道選手権大会（日本空手協会：日本武道館）
    中町（ウォーターハウス）美希　女子個人形　優勝
8月  3日 【普通部】 第36回全日本少年武道（空手道）錬成大会（日本武道館）
    普通部出場（３年振り）
  3～4日 【医学部】 東日本医科学生総合体育大会空手道競技部門（北海道）
    個人形女子：優勝（岩田）　個人組手男子：ベスト８（篠原）
  6日 【高校】 第40回全国高等学校空手道大会（8/6～9長崎）
    個人形：ベスト８（今井･塾高）
  17～18日 【全空連】 国体形関東ブロック大会（神奈川県綾瀬市）
    ・成年女子個人形：清和田選手（学１：千葉代表）優勝
    ・　　　同　　　：岩田選手（医学部：神奈川代表）準優勝
    ・成年男子個人形：中嶋選手（学２：神奈川代表）準優勝
    ＊以上３名は国体出場を決定。（本塾から３名同時国体出場は初）
    第44回関東空手道選手権大会（神奈川県綾瀬市）
    ・成年女子個人形：清和田選手（学１：千葉代表）準優勝！
    ・成年男子個人形：中嶋選手（学２：神奈川代表）準優勝！
    ・少年男子個人形：今井選手（塾高：神奈川代表）準優勝！
9月  14日 【OB】 日本スポーツマスターズ2013空手道競技会（9/14～16　北九州市）
    奈藏君（Ｓ44）男子形３部（60～70歳）ベスト８入賞
    和田君（Ｓ47）男子組手５部（60～64歳）ベスト８入賞
    豊田君（Ｓ58）男子組手３部（50～54歳）ベスト８入賞
  29日 【全空連】 第68回国民体育大会（9/29～10/1　東京都日野市）
    ・成年女子個人形：清和田選手（学１：千葉代表）
    ・　　　同　　　：岩田選手（医学部：神奈川代表） ベスト８入賞
    ・成年男子個人形：中嶋選手（学２：神奈川代表） ベスト８入賞
10月 14日 【大学】 第56回関東大学空手道選手権大会（団体：日本武道館）
    男子：１回戦　本塾○４－１×東農大
    　　　３回戦　本塾×０－３○日大（勝負決定で終了）
    女子：１回戦　本塾○３－０×筑波大
    　　　２回戦　本塾×０－２○東洋大（勝負決定で終了）
  27日 【OB～幼稚舎】 オール慶應空手祭（日吉）
11月 3日 【大学】 第24回関東学生空手道体重別選手権大会（個人：慶應日吉記念館） 
   【高校】 第40回神奈川県高等学校空手道新人戦
    　兼関東高等学校選抜神奈川県予選（個人）
  4日 【医学部】 第70回秋季関東医科歯科空手道大会
    団体組手男子：第３位　　団体形男子：第３位
   【NY校】 「New York Traditional Karate League」17歳女子ビギナー形の部　　　
　　　   　優勝　小野はるか　　　準優勝　佐用万里奈
  10日 【中～大学】 第72回早慶空手定期戦（早稲田大学）
    高校戦（７人戦）　本塾○７－０×早稲田
    大学戦（13人戦）　本塾×６－７○早稲田
   【高校】 第40回神奈川県高等学校空手道新人戦
    　兼関東高等学校選抜神奈川県予選（団体）
     （個人形）今井選手（塾高）準優勝：関東選抜出場権獲得
    （団体組手）男子：藤沢：第３位 　女子：藤沢：第３位　　男女関東選抜出場
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11月 17日 【大学】 第57回全日本大学空手道選手権大会（団体：大阪）
    男子：１回戦　本塾○４－１×大阪産業大
     　２回戦　本塾○３－１×山梨学院大
     　３回戦　本塾×１－３○大阪商業大
    女子：１回戦　本塾○２－１×東大阪大
    　　　２回戦　本塾×１－２○中村学園大
  18日 【大学】 第32回関慶空手定期戦（関西大学）
    女子：本塾×１－２○関西大　　男子：本塾×１－７○関西大
12月 22日 【医学部】 第44回横浜市空手道選手権大会　
    個人形女子：優勝（岩田）　
   【塾高】 剛柔流世界大会（インド）今井選手
    ジュニア：個人形、優勝、組手68キロ級、第３位　　
    一般：団体形、第３位
   【大学】 夜行軍
1月  2日 【OB～幼稚舎】 初稽古（日吉まむし谷道場） 
  5～12日 【OB～幼稚舎】 寒稽古（日吉　最終日：進級昇段審査・幹部交代式）
  25～26日 【高校】 第21回関東高等学校空手道選抜大会 
    （個人形）今井選手（塾高）第３位：全国選抜出場権獲得
2月  7日 【OB】 三田空手会新年会（銀座日航ホテル）
3月  2日 【大学】 卒業生送別会
  15日 【OB】 西谷君叙勲祝賀会（横浜インターコンチネンタルホテル）
  25～27日 【高校】 第33回全国高等学校空手道選抜大会 （静岡）
    （個人形）今井選手（塾高）第３位
   【高校・大学】 塾長賞受賞（今井選手：塾高）
    小泉体育努力賞受賞（中嶋選手/学２・岩田選手/医）

＜平成26年度空手部主な活動予定＞

4月  7日 【OB】 春季理事会（三田體育會事務室会議室）
  13日 【高校・大学】 第24回東京六大学空手道大会（東京大学）
  29日 【OB～幼稚舎】 松濤祭（円覚寺）
  月内予定 【OB～幼稚舎】 港区春季空手道競技大会（港区スポーツセンター）
5月  5日 【大学】 第50回東日本大学空手道選手権大会（団体：日本武道館）
  11日 【OB～高校】 第45回神奈川県空手道選手権大会
    　兼第68回国民体育大会予選会（秋葉台文化体育館）
  18日 【藤沢中】 第５回神奈川県青少年空手道選手権大会（寒川）
   【医学部】 新宿区春季空手道選手権大会（新宿コズミックセンター）
  25日 【大学】 第42回関東学生空手道選手権大会（個人：国士舘大世田谷キャンパス）
   【高校】 第41回神奈川県高等学校総合体育大会
    　兼全国高等学校空手道大会予選会（個人組手・団体形）
   【OB】 第48回東日本実業団空手道選手権大会（東京武道館）
  31日 【OB】 第14回神奈川県マスターズ空手道競技会
    　兼第４回関東マスターズ・第14回日本マスターズ神奈川県予選会
6月  初旬 【大学】 入部式
  7日 【OB】 平成26年度三田空手総会・懇親会（赤坂エクセル東急ホテル）
  15日 【高校】 第41回神奈川県高等学校総合体育大会　 速報  
    　兼全国高等学校空手道大会予選会（個人形・団体組手）
  22日 【医学部】 春季関東医科歯科空手道大会
  29日 【医学部】 春季横浜市空手道大会

個人形男子：準優勝（今井）
（インターハイ出場権獲得）

速報
団体形男子　準優勝　
個人形男子：優勝（山中）
個人形女子：優勝（岩田）
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6月  月内予定 【大学～幼稚舎】 進級昇段審査（日吉蝮谷道場）
   【高校】 第43回関東高等学校空手道大会
   【幼稚舎】 演武会（幼稚舎体育館）
   【普通部】 新入生勧誘演武会（普通部小体育館）
7月  6日 【大学】 第58回全日本学生空手道選手権大会（個人：大阪）
  13日 【OB】 第４回関東マスターズ2013空手道競技大会（千葉県）
  月内予定 【塾高】 横浜地区高校大会
8月  2日 【高校】 第41回全国高等学校空手道大会（8/2～4千葉県印西市）
   【普通部】予定 第37回全日本少年武道（空手道）錬成大会（日本武道館）
   【医学部】 東日本医科学生総合体育大会空手道競技部門（8/2～3）
  16日 【全空連】 第44回関東空手道選手権大会（8/16～17栃木）
  22日 【中学】 第22回全国中学生空手道大会（8/22～24兵庫）
   【大学～幼稚舎】 夏合宿（各地区にて）
9月  初旬 【大学～幼稚舎】 進級昇段審査（日吉まむし谷道場）
  20日 【OB】 日本スポーツマスターズ2013空手道競技会（9/20～22　埼玉県）
  月内予定 【高校】 神奈川県高等学校学年別大会
   【OB】 第23回大空会
   【普通部･中等部】 拳心会大会（目黒スポーツセンター）
   【普通部】 労作展演武会（普通部小体育館）
10月 13日 【大学】 第57回関東大学空手道選手権大会（団体：日本武道館）
   【全空連】 第69回国民体育大会（10/13～15　長崎県佐世保市）
  19or26日 【OB～幼稚舎】 オール慶應空手祭　創部90周年記念演武会（日吉）
  22日 【OB】 三田體育會総会（グランドプリンス新高輪）
  26or2日 【大学】 第25回関東学生空手道体重別選手権大会（個人：帝京大）
  月内予定 【OB】 秋季理事会
   【OB～幼稚舎】 港区秋季空手道競技大会（港区スポーツセンター）
11月 2日 【高校】 第41回神奈川県高等学校空手道新人戦
    　兼関東高等学校選抜神奈川県予選 （個人組手・団体形：原当麻）
   【医学部】 秋季関東医科歯科空手道大会
  9日 【高校・大学】 第73回早慶空手定期戦（慶應義塾大学：日吉）
  16日 【大学】 第58回全日本大学空手道選手権大会（団体：日本武道館）
   【高校】 第41回神奈川県高等学校空手道新人戦
    　兼関東高等学校選抜神奈川県予選（個人形・団体組手：原当麻）
  17日 【大学】 第33回関慶空手定期戦（慶應義塾大学：三田）
  24日 【OB】 第21回全日本実業団空手道選手権大会（日本武道館）
  30日 【OB】 第22回早慶ゴルフ（幹事：早稲田　入間CC）
  月内予定 【医学部】 東日本医療系大学女子空手道大会
12月 6日 【全空連】 第42回全日本空手道選手権大会（団体：東京武道館）
  7日 【全空連】 第42回全日本空手道選手権大会（個人：東京武道館）
  月内予定 【大学】 夜行軍
1月  2日 【OB～幼稚舎】 初稽古（日吉まむし谷道場） 
  初旬 【OB～幼稚舎】 寒稽古（日吉　最終日:進級昇段審査・幹部交代式）
  24日 【塾高】 第22回関東高等学校空手道選抜大会（1/24～25）
  月内予定 【塾高】 横浜地区高校大会
2月  6日 【OB】 三田空手会新年会（銀座クルーズクルーズ）
3月  25日 【高校】 第34回全国高等学校空手道選抜大会 （3/25～27　東京体育館）
  月内予定 【中学】 第９回全国中学生空手道選抜大会 （北海道）
   【大学】 卒業生送別会

編集／永瀬正彦（昭 61）小林廉一郎（昭 59）酒井淳夫（昭 59）野村幸一（昭 58）豊田　浩（昭 58）

速報
6/28,29	　	
協会全国大会
個人形女子　優勝　中町君（H21）

個人形男子：第3位（中嶋・学3）
個人形女子：ベスト８（清和田・学2）
アジアアンダー21：
日本代表　清和田選手出場決定

速報






