て 砂泊先生 の誕生祝 賀会が

引 き続き場 所を本部 に移し
島の六名が参加 する︒午前

瀬・村里・古屋 ・大平・小

長崎北道場か ら浜田・野

れたでしょう﹂ という話を

もきっといいと ころにいか

していたので霊 界にいって

していた︑霊肉 一体の業を

ことである︒

ことである︒﹂という

わ ない気 持ちを持 つ

ったが︑それは天下無

盛大に開催されました︒

八時半頃雲仙市 多以良港に

され︑稽古に入る︒

一で言われた︒宗家が

自分の自宅に道 場を作って

今 回 は特 に三 六九 とい う

着くと︑既に長 崎道場・多

稽古は︑呼吸 力から始ま

な いとい うことは 大

三六九という偶 然もかさな

特 に カレ ンダ ーを めく る
常 々先生が 言われる ﹁みろ

良見・正龍館の 会員が到着

りその後体捌と いうことに

勢 の弟子 の前で先 生

九 回有段者 交流研修 会が正

時に︑この七月の場合﹁ああ
く﹂すなわち弥勒の精神その

しており合流す る︒後で村

なった︒砂泊先 生は︑膝の

は 言えな いから自 分

敵とは﹁だれとでも争

今年も半分過ぎたなあ﹂
︑と
も のの回数 の研修会 でもあ

里さんが﹁今日 は長崎だけ

調子が今一つだ ったのか全

に一対一で言われた︒

そこに会員を呼 んで稽古を

いうことを痛感するのは︑編
り︑北道場からも多数の会員

でも十九名にも なる﹂とい

員に手を取らせ る時には︑

・ 植 芝先生 が東京で 合

った研修会である︒

者一人でしょうか︒
が参加しましたが︑その様子

うように︑なる ほどその通

椅子に座って指導される︒

午より公徳会道場において︑

昔子供の頃︑真夏の一日︑
に ついて浜 田道場長 から手

りの大人数である︒
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唇 が紫色に 変色する くらい
記 を寄稿し ていただ きまし

今 年 も早 いも ので 既に 半

ま で田舎の 川で仲間 らと潜
たので︑紹介させていただき

年が経過してしまいました︒

っ たりして 魚を追い かけて
ます︒

の 武道は 火の国か ら

気 道を広 めようと さ

・ 相手に対して﹁コンチ

おこる﹂ということを

先生が稽古の 中で話され

﹁第三六九回有段者交流研

クショウ﹂ということ

言われた︒このことは

一同フェリー に乗り熊本

る 太陽も東 から西に ゆっく

修会﹂

十一時頃に着き ︑受付を済

争 う気持 ちがあっ て

私 のこと を言われ た

れ る前に 熊本県八 代

り 流れてい てもっと 一日が

・平成十八年七 月九日有段

ませ︑準備体操 は各自で行

はいけない︒

印象に残ってい るのは特に

長 かったよ うな気が します

者交流研修会が 行われる︒

い︑十二時過ぎ に砂泊先生

市内には︑十時 二十分頃に

が・・・

この日は︑台風 三号が発生

が来られた︒

は 三ヶ月 やったら 天

このことはいつ も研修会で

に来られ︑そこで﹁こ

会 員 の皆 様に おか れて は

し︑当初は九州 西域は暴風

礼 拝後︑ 去る四 日に亡 く

下無敵になる︒
﹂とい

は言われている ことである

次の通りである︒

相 変わらず 日々健勝 されて

域に入るコースであったが︑

なられた重富道 場の永井道

う ことを 自分が十 代

研修会会場の公徳会には︑

いるようで︑何はさておき

幸いにも西側に ずれて暴風

場長のご冥福を 祈り黙想を

以上が心に残っ ているが︑

と思う︒

北 道場のま すますの 発展と

域からは逃れ︑ やや湿度は

が︑今回あらた めて強く印

そして稽古終 了後は︑以

象に残った次第である︒

だ ったか 分からな か

れた︒最初は何のこと
砂泊先生は﹁永井さんは︑

行う︒

・ 植芝先生が﹁この武道

会 員相互の 愛和を願 う今日

の 時に一 対一で言 わ
今日の研修会 は︑砂泊先

先生の合図で参 加者全員で

さて去る七月九日︵日︶は

生の誕生会でもあり︑また︑

高いものの晴天に︒

熊 本の本部 において 第三六

この頃です︒

着く︒

いということを︑一対

・ 合 気道に は宗家は な

遊んでいた時は︑ふと見上げ
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前先生の内弟子 だった橋本

は見えなかった ものの久し

上便利になった ところで︑

だちょうど今と 似ているよ

トムは︑デジタ ル化が進ん

ない︒
︵平成十七年三月三日

まず人は知らな ければなら

●編集後記

たかが知れてい ることに気

れるが︑しかし ︑歌にも出

今月末には︑二ヶ月に一回

ぶりに見る夕陽 に車中の全
のの流出により ︑人々の生

てくるように﹁ アトムは最

の昇段・昇級試験がある予定

さんから送られ てきた合気
その後︑本部 道場に会場
活が脅かされ︑ そして︑人

終的には心やさ しい子﹂で

です︒対象者の方は日頃の稽

浜田 著︶以下次号へ続く

を移して先生の 誕生会が行

間の幸福は物に よって達成

あるということ を︑数日前

古 の延 長とし てさ らにし っ

うな時代に登場 したと言わ

われ︑先生の八 十三歳の誕

できないと感じ たからだと

のテレビの人間 講座で将棋

か り基 本の技 など を中心 に

づき︑逆に︑多 量のにせも

生を皆で祝った ︒鹿児島の

思う︒しかしな がら︑科学

の米長さんが言 っていたの

お さら いをし てお いて下 さ

員が感動した︒

杉尾さんの乾杯 で始まった

技術が近年進化 したからこ

が印象的であった︒

会の演武のビデオをみる︒

誕生会は︑後半 は先生のハ

そ︑現在の人々 の幸福があ

カの演奏が続き ︑先生の嬉

が出てきた先生 のハーモニ
その名に価する本当のもの︒

﹁にせものでないこととか︑

広辞苑によれば 本物とは︑

あり︑しかも︑ 現代人が昔

いっても︑戻れ ないわけで

然の中の環境が よかったと

る訳であり︑昔 のような自

対して︑
﹁あなたにとって今

らいの都会と田 舎の若者に

の倉本聡さんが ﹁二十歳ぐ

ま た︑別 の番組 では作 家

般三十五名︑幼年部十五名と︑

北 道 場の 会員 もつ い に一

場長に気軽にお尋 ね 下さ い ︒

あ れば 道場長 もし くは副 道

い︒試験に際し不明な点など

皆で歌い合い︑ さらに調子

しい気持ちが伝わってきた︒

生きて行くため に大切なも

ました︒しかし単に数の問題

のような生活は 絶対できな

たところ︑都会 の若者はお

だけでなく︑指導者一同これ

技芸などが素人 ばなれして

し たがっ て︑今 をより よ

金︑携帯電話︑ パソコンな

ま で同 様率先 して 稽古に 打

お開きまで︑ 出席した全

く生きるしかな い訳である

どであって︑田 舎の若者は

ち 込ん でまい りま すので ご

合 計で 五十名 の大 台とな り

が︑ここがポイントである︒

水︑空気︑ナイ フなどであ

協 力の 程よろ しく お願い し

のは﹂とアンケ ートをとっ

も︑本人の価値 観の問題で

つ まり︑ 科学技 術が進 化

った﹂という︒ このことは

ます︒

いのである︒

あり︑別に他人 に迷惑を及

するあまり︑人 の心が後追

非常に面白い現 象ではある

いること︒
﹂として掲げられ

帰 りは五 時半頃 のフェ リ

ぼさなければど ちらだって

いしているのが現状であり︑

が︑いまの時代 の状況を物

支部員が中座せ ずに残り︑

ーに乗り︑長崎 県側に着い

いいはずである が︑何故︑

そしてそれが予 想もしない

語っている︒

ている︒

てもまだ陽は完 全に沈んで

近年﹁本物﹂思 考が強く言

ような事件事故 に発展して
ア ニメ作 家の手 塚治虫 に

いうものが︑何 であるかを

て生きていくた めの基本と

要 するに ︑今自 分にと っ

切ろう︼

な気持も持って 猛暑を乗り

ーラーだけに頼 らず︑こん

うちに終了した︒

そ れは︑ 現代は 既に科 学

よって出現した あの鉄腕ア

そいで良か と・・・ク

た西側一面の空 はオレンジ

技術が進化し︑ もうこれ以

と

色に染まり︑太 陽そのもの

し かし︑ 本物も にせも の

おらず︑特にこ の日は空が

われるようにな ったのであ

いる︒

の一本締めで四 時頃盛会の

澄んでいて︑北 側に見える

ろうか︒

︻ 夏は暑 かと︑ 冬は寒 か

多良山系は鮮明 に見え︑ま

最後は長崎道場 の野口さん

●本物について

ーモニカが出て 十二曲程を
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