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名城大学剣道部後援会会報 令和 3 年夏季号

１ 会長挨拶 ７ 試合結果・予定

２ 監督挨拶 ８ 新入社員奮闘記

３ 令和 3年度事業計画 ９ お知らせ

４ 新支部長・副支部長紹介

５ 剣道部主将挨拶

６ 部員数報告・新入部員紹介

１ 会長挨拶

名城大学剣道部後援会会長 髙石 和人（18 代）

日頃は名城大学剣道部、並びに

本会の活動には格別なるご厚情と

ご理解、ご支援を賜り有難く厚く

お礼申し上げます。

医療従事者や高齢者に対するワ

クチン接種が優先的に始まってお

りますが、新型コロナウイルスは

変異を伴いながら依然として私たちの生活に不安や不

自由を与えています。

学生剣道界におきましても今年度は無観客、選手のみ

といった入場制限等一定の感染対策の中で試合は開催

される旨聞き及んでおりますが、事態は楽観を許しませ

ん。現役学生が心置きなく勉学に勤しみ、部活動として

の剣道の稽古や試合が日常のものとなる環境が整うこ

とを心から願うものでございます。

4月 1日より小職をはじめ本会の役員構成は大幅に変

更され、本会活動が確実に次代の担い手へリレーされ、

女性部員の増加に伴う女性役員登用等による「新しい

風」への期待を受け、その中で現役支援、会員相互の研

鑽・親睦の在り方、また東海学生剣道界への寄与・協力

について皆様と共に深く考える 1 年にしたいと思う次

第でございます。

他方、本会会費納入率の向上による財政基盤の安定は

喫緊の課題です。納付に相応しくご期待に応えられるよ

うな本会活動を目指し、皆様の「拠り所」として役割を

果たして参りたい所存です。引続きご支援賜りますよう

宜しくお願い申し上げます。

皆様、コロナ禍くれぐれもお気をつけお過ごしなされ

ますこと祈念申し上げます。

２ 監督挨拶

名城大学剣道部監督 六郷 恭二（29代）

このたび、名城大学剣道部監督

として就任いたしました六郷恭二

と申します。

歴代の諸先輩が積み上げてこら

れた 60年以上の歴史を有する名城

大学剣道部の監督をお引き受けす

ることになり、責任の重さをあらためて感じ、身の引き

締まる思いです。

さて、今年度も昨年度同様にコロナ禍での剣道部活動、

大会運営等を余儀なくされる状況となっています。特に、

5月に開催予定とされていた東海学生剣道選手権大会を

始め、上半期に予定されていた大会はすべて秋以降に延

期となりました。

これまで他大学で指導者としての実績があるとは言

え、大きな社会情勢の変動や、さらには選手との関係性、

大学当局の剣道部に対する考え方への理解など、様々な

不安を抱える中でのスタートとなりました。

私の掲げる剣道部運営方針は、「学生剣道」であるこ

とを第一義として捉え、「技術面だけではなく、総合的

な人間力を備えた人材の育成」です。特に「主体性」「創

造性」「チームワーク力」が重要と考えており、「学生

が自ら考え、行動し、組織力を高めること」ができれば、

その結果として現状での目標である「全日本学生大会へ

の男女出場」も現実的になってくると考えています。

そのためには、稽古は激しく厳しく、その後は学生と

のコミュニケーションを通じて相互理解を高めていく

ことが必要だと考えます。

後援会の諸先輩方におかれましては、さらなるご支援

とご協力をいただくとともに、今後もご指導ご鞭撻いた

だきますようお願いいたします。
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３ 令和 3 年度事業計画

4月 4日（日）開催の役員会において決議されまし

た「令和 2 年度収支報告」、並びに「任期満了に伴

う役員の選任」につきましては 4 月上旬、髙石新会

長のメッセージと共に会員の皆様には送付致してお

ります。その後、役員会に替えて「書面決議」にて

決議しました「令和 3 年度事業計画書」を改めて掲

載致します。

いずれも総会において決議すべき事項ではあります

が、コロナ禍、総会の開催中止に伴う異例処理とし

て事情ご賢察下さい。（事務局）

４ 新支部長・副支部長紹介

◆静岡支部長 伊藤 利恵子（21 代）

この度、静岡支部長を

仰せつかりました 21 代

伊藤利恵子でございます。

私は剣道再開以来浜松市

東区にある「保聚館 山

桜剣友会」に通っており、

剣友会は女性のみの 20代～70代、初心者から 7段先生

方がいらっしゃいます。稽古時間は平日 9 時半から 11

時半で主婦にはとても良い条件の中、美しい剣道を目標

にしながら基本を重視し、怪我のないようにマイペース

の稽古をしています。剣道を通じての出逢いがまた新し

い世界を広げ、充実した生活が送れるものと感じていま

す。また、私の背中を押し、支援してくれる主人にも感

謝しています。

親切というおせっかいな私、説明書を読まない私、何

でも捨ててしまう私！今日の健康に感謝し元気に過ご

しています。この大役に不安を感じていますが精一杯役

割を果たして行きたいと思います。今後共ご指導の程よ

ろしくお願いいたします。

浜松市中区で本格派ドリップコーヒー専門店「異豆珈

琲店」を営んでいます。お近くにお越しの際は気軽にお

立ち寄り頂ければ嬉しく思います。

◆中四国支部副支部長 中島 慎介（42 代）

中四国副支部長の任

を仰せつかりました 42

代の中島です。

私は卒業後、地元・愛

媛県警察に奉職し、現在

は刑事部組織犯罪対策

課で、主に暴力団などの犯罪組織に対する捜査や取締り

を担当しています。四国という遠方からではありますが、

現役学生の皆さんのため尽力してまいりますので、どう

ぞよろしくお願いします。

さて、伝統ある名城大学剣道部ですが、私の入学当時

は部員が男女ともに片手で数えられる程度しかおらず、

部の存続すら危うい、まさに冬の時代でした。それでも

部に残ったのは剣道が好きな者ばかりで、少人数ながら

上を目指し稽古に励んだ結果、部員は年々増えていきま

した。そして、私の代での全国出場は叶いませんでした

が、次代・次々代の後輩たちは、２年連続で全国出場と

いう快挙を成し遂げてくれました。

「雪耐梅花麗」。元広島カープ黒田博樹投手の座右の

銘として有名な言葉ですが、寒い冬を耐え忍ぶことで春

に美しい花を咲かせることができます。現役学生の皆さ

んは、新型コロナウイルスの影響により、試合どころか

日々の稽古もままならぬ状況ですが、今できること、今

しかできないことに全力を尽くし、来る春に美しい花を

咲かせることを願っています。
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５ 剣道部主将挨拶 （63 代）

◆男子主将 大橋 直弥

私は、主将として全国大会出場

できるようにチームを引っ張って

行きます。昨年は新型コロナウイ

ルスの影響で、予選が開催されず

先輩方は悔しい気持ちをされまし

た。その思いを受け取った私達現

役生は、先輩方の思いものせて今

年こそ全国大会に出場することを強く思っています。今

年の 4月から指導体制が変わり、部活の雰囲気はより一

層引き締まり、真剣な雰囲気の中で学年問わずお互いに

切磋琢磨しあい稽古に臨めています。また、皆が強くな

るために稽古を創意工夫し、妥協することなく全力で取

り組むことで、達成感や爽快感、自信、チームの絆が生

まれています。

尚武の精神を持ち、チーム全体をしっかりと把握し技

術や精神の向上できるように、今まで色々な先生方から

教わってきたことを整理し、自分なりに下級生に伝えて

いきたいと思います。また、剣道だけでなく、人間性も

向上できるように引っ張っていきます。

今年こそは名城大学剣道部は、結果を残します。

◆女子主将 石田 百香

私は、名城大学剣道部女子主将

として、常に部員の一人一人の士

気を上げ、チーム全体を引っ張っ

ていきます。そのためにも自ら苦

しい稽古でも、率先して行い、積

極的に部員に声をかけ、チーム一

丸になるよう努めていきます。昨

年の新型コロナウイルスの影響で悔しい思いをした先

輩方の背中を見た現役生は、現在その思いを受け取りな

がら高い意識を持ち稽古に取り組んでいます。今年度か

らは新しく六郷監督を迎え練習体制が変わったことも

あり、練習に新しい活気が生まれています。また、今年

度は女子の新入生が 3人加わり、チームに良い刺激を与

えてくれる存在となっており、女子チーム全体が一層身

の引き締まる思いで稽古に励むことができています。こ

の素晴らしい環境に感謝しながら、仲間と高めあえる人

間性を一人一人が持てるよう努力していきます。昨年の

先輩方の悔しさを背負いながら、一昨年の先輩方が全国

大会に出場した際の感動を再び名城大学全員で味わえ

ることができるよう精進してまいります。

６ 部員数報告・新入部員紹介 (令和 3 年 7 月 1 日現在)

◆部員数 ◆新入部員紹介

７ 試合結果・予定

◆東海私立大学剣道選手権大会

3月 7日（日）於 北スポーツセンター

第 3 位 石田百香 （4年生）

3回戦進出 鬼頭拓也 （3年生）

3回戦進出 今井俊作 （2年生）

◆東海学生剣道選手権大会：未定

◆東海学生剣道新人選手権大会：未定

◆全日本学生剣道選手権大会：未定

男子 女子 計

4年生 11名 2名 13名

3年生 3名 0名 3名

2年生 7名 2名 9名

1年生 5名 3名 8名

計 26名 7名 33名

No. 学年 氏名 出身校 段位 学部

1 1 岡田 大翔 星城高校 3 法

2 1 田中 球摩 杜若高校 3 法

3 1 三島 誠士朗 名城大附属高校 2 人間

4 1 山口 誉史 正則学園高校 初 経済

5 1 渡邉 斗晴 皇學館高校 3 法

6 1 三明 倖子 星城高校 3 経済

7 1 松永 比那 美濃加茂高校 2 経済

8 1 櫛田 奈那 名城大附属高校 2 農



4

◆東海学生剣道優勝大会

男子：9 月 23 日（木）於 スカイホール豊田

女子：9 月 25 日（土）於 枇杷島スポーツセンター

◆東海学生剣道新人優勝大会

11 月 23 日（火）於 OKB 岐阜清流アリーナ

◆東海私立大学剣道選手権大会

3 月 5 日（土）於 露橋スポーツセンター

◆東海学連剣友剣道大会

1 月 10 日（月）於 昭和スポーツセンター

８ 新入社員奮闘記

◆62代 嶋田 和人 （株式会社バロー）

今年 4 月に入社して

から 3 ヵ月ほどが経過

しようとしています。

新型コロナウイルス感

染症により日本経済が

未曾有の危機に直面し

ている最中での入社は、

不安の多い社会人第一歩でした。入社後の新入社員研修

も例年通りとはいかず、出社にも不安が募りましたが、

今ではそのような環境にも慣れ始めてきました。

実際に店舗に配属されて 3ヵ月ほどが過ぎ、ようやく

仕事の流れを理解できたように感じています。入社した

ての頃は、学生と社会人とのギャップに慣れず、仕事を

覚えることに必死で、指示されたことをしっかりこなそ

うという思いが強かったのですが、今では自ら考え行動

することができるように変わってきていると感じてい

ます。しかし、先輩方の仕事に対する責任感や取組姿勢

など、自分はまだまだと思うことも多く、いつか先輩方

のようになるために、何事も必ず目標をもちながら取り

組み、少しでも早く一人前になれるように努力していき

たいと思っています。

社会人 1年目は、仕事やマナーなど学んだり、身に付

けたりしなければならないことがたくさんあると思い

ます。また、今後多くの挑戦や失敗も経験すると思いま

すが、剣道で培った精神力で乗り越え人間的も大きく成

長できるよう仕事に取り組んでいこうと思っています。

◆62 代 中山 実歩 （愛知北農業協同組合）

私は、JA愛知北に入組し、現在は、金融課の窓口業

務を担当しています。

覚えることや不慣れなことが多く、失敗してしまうこ

ともあり、落ち込んだり、不安になったりする日もあり

ますが、職場の優しく頼もしい先輩方に助けられながら

日々の仕事に精一杯取り組んでいます。また、お客様か

らの「ありがとう」などの感謝の言葉をいただいた時は、

本当に嬉しく、仕事のやりがいにもなっています。まだ

まだ、経験も知識も浅いですが、少しでも早く一人前の

社会人になり、お客様や仕事に貢献できるように日々成

長し続けていきたいです。

同期の皆さんへ、皆さんと剣道をしていた頃がとても

懐かしく思います。それぞれ新しい環境で大変なことも

多いと思いますが、無理はせず、

身体に気をつけて共に頑張りまし

ょう。皆さんの活躍を励みにして、

私も頑張っていきます。

９ お知らせ

◆令和 3年度夏季合宿について

新型コロナウイルス感染対策の影響で、夏季合宿の日程、及び会場等が決定しておりません。決定後の詳細につ

きましては,、主務より名城大学剣道部公式 HPに掲載致しますのでご確認下さい。

◆4 月に今年度後援会費の納付についてご案内しております。お忘れなきようご手配宜しくお願い致します。
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