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川路先生八段合格インタビュー
九州産業大学居合道愛好会（仮） 始動！
破邪剣正ー鞘・破れの修復

その１
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に稽古をされた。そして手先の技や見てくれではなくて、根本的な体幹、
体捌き、気構えの稽古をされた。
姿勢や小手先の使い方などは、直そうと思えばすぐにでも直すことが出
来よう。しかしそういった直せばすぐに役立つことは、裏を返せばすぐに
役立たなくなることなのである。
今年、福岡地方は例年よりも早く、先月末に梅雨入りをした。
梅雨と言えばうっとうしいと思いがちだが、梅雨が無ければ日本の四季のメリ
ハリがなくなるし、植物たちにとっても無くてはならないものだ。紫陽花をはじ
めとしてアヤメや花菖蒲等、時を得たりと咲き誇る。とりわけ元来稲作民族の日
本人にとっては一番待たれる時期でもある。
今年ほど晴れやかな気分で梅雨を迎えた年はない。
すでに既報の通り K 先生が先月見事に居合道八段に合格された。筆者が知る限
りこの数十年で最高齢の７５歳での最難関突破である。ご当人のみならず、我々
にとっても最高の喜びである。
このことが我々に与える影響は計り知れない。すべての剣友に夢と勇気を与え
てくれた。
K 先生とは１０数年間同じ道場で稽古をしてきた。性格通りに素直かつ重厚な
技前であったが、長年修行されてきた古流の特性か、時として現代の全剣連居合

なぜなら、上達するにつれてまた新たな次の課題が出てくるからである。
一見遠回りにも見える、すぐには役に立たないこと、上達するにつれじ
わじわと役に立ってくる不変の基本を K 先生は愚直なまでに稽古をされ
た。そしてついに体得されたのである。
この度、その成果が、まるで梅雨時を待っていた花菖蒲のように、見事に
花開いたのである。
K 先生の座右の銘

『為成』

『為せば成る、為さねば成らぬ何事も、成らぬは人の、為さぬなりけり。』
米沢藩主

上杉

鷹山

古今東西同じ意味の言葉がある。
『If you put your mind to it , you can accomplish anything』
（心して取り組めば、なんだって成し遂げることができる。）
映画：

バック・トウ・ザ・フユーチャー

にそぐわないと感じる箇所もあった。その課題克服のため、K 先生はがむしゃら
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主な活動と６・７月の予定

居合道八段位を拝命して

主な活動
5月2～5日
3日

（Ｑ１）審査前の稽古はどういうところに集中されましたか？
水～土

第 114 回全日本剣道演武大会 全剣連

京都市

木（祝）

居合道八段審査会 			

京都市

全剣連

13 日
日 		
居合道部理事会・総会 		
							
クリエイト篠栗

居合道部

間をおくことなく一拍子で切るかでありますが、技量の未熟な私には中々できません。
目付け、気攻め、間と間合いそして気剣体の一致、残心などが
頭で理解できても身体（体捌き）が動きません。悩みながらも稽古あるのみと思い、特

（Ｑ２）どのくらい稽古されましたか？
ここ４〜５年間は、年間２２０日から２４０日ほどです。１回の稽古時間は２〜３時間

6月
3日
日 		
福岡県居合道講習会及び
					
称号講習・級審査 			
福剣連
							
アクシオン福岡 多目的アリーナ
9日
土 		
福岡県剣道連盟 総会 		
福剣連
							
ホテルサンライン福岡
24 日
日 		
第 51 回福岡県居合道大会
							
福岡武道館

福剣連

7月

全剣連
全剣連

金		
土～日

長より厳しく指導されました。いかに敵を捉え、

に１本目の抜き付け・切り付けに集中しました。

６月・７月の活動予定

6日
7～8日

「敵を捉えて切る。これが居合の根本である。形をやるな、真剣勝負である」と井手館

居合道６・７段審査会		
居合道地区講習会			

平均です。稽古の半分は体幹強化を主としました。

（Ｑ３）当日の審査前の心境はいかがでしたか？
幾つになっても試験（審査）は嫌なものです。心が乱れます。前回や前々回の審査など
でも一緒ですが、あれもしなければ、また、これをしたらいけないとか、
チェックポイントが１０ヶ所以上もあります。しかし開始線に立ち「始め」の号令がか
かるとそのようなものは吹き飛んで、肩に力が入り頭の中が真っ白に
なり何も覚えていません。できるのは普段稽古した動きが出るだけでありました。
今回は館長より、自信を持って臨めと言われ比較的落ち着いていました。やるだけの

和歌山県
和歌山県

ことはやったから「後は野となれ山となれ」の開き直りの心境でした。

（Ｑ４）審査が終わって合格したときの心境はいかがでしたか？
一次審査は自分では納得がいく演武ができて合格しましたので、よし、二次審査で勝負
と気合を入れました。二次審査は少し気負いすぎ、演武時の小さな
ミスが幾つかあり、無理かな？と思っていましたので、私の合格番号が発表されたとき

居合道八段位を拝命して

は驚きとそして喜びが込み上げてきました。

平成３０年５月吉日

川路

俊博

この度、京都での段位審査会におきまして図
らずも居合道八段に昇段させていただきまし
た。無上の光栄と身の引き締まる思いでありま
す。
これも会長・理事長先生をはじめ諸先生、、剣
友の方々のご指導ご支援の賜物であり、深く感

２階の観覧席で見守り応援して下さいました福岡の先生方に○の両腕を挙げ、大きな拍
手を頂きました。

（Ｑ５）今後の抱負などをお聞かせください。
ここまで来られたのも居合道部の皆様のお陰であります。これからも段位に恥じないよ
うに努力精進いたしますとともに、県居合道の発展のために微力ながら
皆様とご一緒に邁進してまいります。よろしくご指導のほどお願い申し上げます。
以上

謝しお礼申し上げます。
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道場訪問・九州産業大学

居合道愛好会（仮）

会員の声・居合道初心者体験教室より

道場訪問 - 九州産業大学居合道の芽生え
居合道部理事

世利

会員の声

慎吾

数年前から県居合道部の最大目標である会員拡大の一環として、県内の大学対
象に勧誘活動をしていこうということになり、一昨年八月の焼けつくような暑い
日、井手理事長と共に九州産業大学を訪問した。
以前から知り合いの同大学剣道部の部長さんの紹介で、学生課長さんと面談で
きた。
居合道とはどういうものか、また県居合道の現状、将来の展望等を伝え、その
ためには是非とも大学内に居合道部を創設したい。九州産業大学にもご協力をお
願いしたいと申し入れしたところ、若い学生課長さんはすぐに理解を示され、快
く協力するとのご返事を頂いた。
大学に居合道部をといっても、まずは学生有りきが大前提である。九産大生の
中には他の団体で居合道をやっている者がいるにはいたのだが、大学内で稽古を
するには諸条件が整わず、紆余曲折がありうまくいかなかった。
その後何回かの訪問を重ねる中、一人の学生からぜひ居合道を学びたいとの申
し込みがあり、今年の４月１６日に大学を訪れ、学生課長と学生との３人で今後
のことを話し合い、稽古場所の提供も頂いた。
当面は会議室を稽古場所とし、毎週月曜日１７時半から１９時半までとし、早
速記念すべき第１回の稽古を４月２３日に行った。
今後はこの一人の学生との小さな波を大きな波にして、是非とも定着させてい
きたいと思っています。
会員の皆様の情報提供等暖かいご協力をお願いします。

九州産業大学
居合道愛好会（仮）
池田

国際文化学部

日本文化学科

の２年生

藍さん

山口県池田藍さんにインタビューしま

した。
愛好会（仮）設立まで待ちに待った１年間でした。
剣道経験もなかったのですが、高校２年生の時に「刀剣乱舞」というオンライン
ゲームにハマり、興味が湧いたとのこと。
好きなキャラは最初が「同田貫」「御手杵」「日本号」・・・と日本の名刀名槍の
名前がポンポンと出てくる・・・当然「おし切り長谷部」などもチェック済み。
同田貫をきっかけに熊本の加藤清正公巡りや刀の展示があるとお父様お母様が連
れて行ってくれるという家族で興味を持ち、刀を通じ歴史を散策しているとのこと。
初めて刀を触ってみた感想は「筋力が全く無いのでちょっと重い・・・^^; 」と
の事
目標は１級を受けて段位まで取っていきたいと目をキラキラと輝かしていまし
た。
まだ始めて３回目の稽古にお邪魔しましたが、すでに抜刀納刀ができてきている
という才能の片鱗を見ることができました。
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破邪剣正・鞘、破れの修復

その１

鞘の破れの多くは、鯉口から 2.5 ～ 6㎝の部近が破れる事が多く、丁度鞘を持つ手の
部分に割れ目や刀身が顔を出す事で気付く事か多いと思います。破れの原因は、抜き付
けの際

鞘引きが遅れる事により切先が鞘に触れ、回数を重ねる事で鞘が削れる為に起

こります。
＜破れの状態の確認＞
鞘の割れや穴の開いた部分を広げ (1,2 ｍｍ ) 刀身を鞘に納めた状態で、穴から爪
楊枝を差し入れ、鞘表面から刀身の刃先までの深さを測定します。
測定結果を基に鞘を削って補修材を埋め込む深さを決定します。
鞘本来の厚さは約 3 ～ 4 ｍｍくらい有りますので、私の補修量は、深さ MAX4mm
長さ MAX60mm で行っています。刃先ぎりぎりまで埋めても問題は無いと思います。
角を用いる場合、鞘のカットに沿って曲げる必要が生じてきます。その場合、角を温め
て曲げます。木はヤスリや小反鉋を使って角度調整します。
次に、鞘が大きく削れている所を中心に補修材の埋め込み長さを決定する。
( 出来るだけ全面が確実に接着できる深さと長さを決める。)

＜補修用材料の準備＞
①．厚さ 0.5㎝×幅 0.8㎝×長さ 6㎝の角または木 ( 桜・ケヤキなど )
②．接着剤 ( 木工用ｱﾛﾝｱﾙﾌｧｰや木工ボンド・* そくい )* そくい＝冷ご飯で作った
糊
③．木工パテ A( ｾﾒﾀﾞｲﾝ社の木部補修用パテ )
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
次回は実際の作業手順を掲載します。お楽しみに！
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