
第２３号 (1)

    平成２３年９月２５日発行 ( 2011)

　日本ボーイスカウト新潟連盟
　　スカウトフェローシップ委員会

編集長 　杉山　剛
〒９５９－２６５８胎内市西条６０２－１１

TEL & FAX ０２５４－４３－４８７９
  　　　　事務局  〒951-8052　新潟市中央区下大川前通４の町

　　　　TEL 025-229-5454 FAX 025-229-5446

第６回ＳＦＳ全体集会　　（参加募集）
前号でお知らせしたとおりに準備できました。詳細は下記のとおりです。ご参加をお待ちしています。

１・ 開催期日 平成２３年１０月２１日（金）　１５時集合

～　　２２日（土）　１５時解散

２・ 会場 民宿　「浦新」　目黒邸の隣

　魚沼市須原９０４　　（ＪＲ只見線　須原駅前）

　電話　０２５－７９７－２１４９

３・ 内容 ２１日 １５：３０～　ＳＦＳ委員会総会（約１時間）　　温泉が待っています。

夜：談話会（ＢＳ運動に喝・・・日連情報を伺います。）

２２日　　 目黒邸、酒蔵越後ゆきぐら館、

石川雲蝶作品群（西福寺開山堂、永林寺）などの見学

４・ 参加費 １０，０００円　　（一泊二食、懇親会、見学料　など）

２２日の昼食は各自払いとします。

５・ 服装 チーフのみご準備ください。

６・ 会場へのアクセス ２２日の見学に車が必要です。乗り合わせてお出で下さい。６・ 会場へのアクセス ２２日の見学に車が必要です。乗り合わせてお出で下さい。

駐車場・・・目黒邸の駐車場に駐車可能です。

７・ 参加申込 締切 １０１０１０１０月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（金金金金））））
申込先 下越地区 　杉山　　剛 ０２５４－４３－４８７９

新潟地区 杉山　　晃 ０２５－２８５－０５８０

中越地区 星　　栄一 ０２５８－３３－９５６３

上越地区 松矢　光一 ０２５－５２４－６５０６

石川雲蝶について

江戸末期に活躍した木彫りの名工。

江戸生まれだが三条の酒井家に婿養子に入る。

木彫りに止まらず、襖絵や漆喰なども手掛ける。

凄腕のコーディネーターで、”東洋のミケラン

ジェロ”とも称される。

新潟県中部各地に作品が残されている。

とにかく凄い！！「百聞は一見にしかず」という

のはこのことかと誰しも思う様です。
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(2) 第２３号

ＳＦＳ委員会の役員改選について
現役員９人は、任期３年２期６年を平成２４年３月末に終えます。来年度の新役員を平成２４年２月末

には決定したいと考えています。改選の要領は以下の通りです。

＜スカウトフェローシップ細則（平成２２年１１月１４日改正）＞

　　役員の任期は２年とし再任は妨げない。ただし、連続して同一役職に

就任する場合は３期を限度とする。

＜役員数＞

新潟県を４地区に分け、会員数に応じ配分し、役員総数は９人とする。

Ａ地区 下越地区（５ヶ団　委員８人）＋新潟地区（１８ヶ団　２３人）

選出役員　　５人（下越　２人　新潟　３人）

Ｂ地区 中越地区（１０ヶ団　１３人）＋上越地区（４ヶ団　１１人）

選出役員　　４人（中越　３人　上越１人）

＜選挙方法＞

○ 自薦・他薦による自由な立候補選挙とする。

○ 選挙管理委員会を設置し、現役員が担当する。

Ａ地区責任者 委員長　　杉山　晃 （TEL  025-285-0580)

〒９５０－０９４２　　新潟市中央区小張木２－１４－２５

Ｂ地区責任者 副委員長　星　栄一 （TEL  0258-33-9563)

〒９４０－００４２　　長岡市前田２－１－３２

○ 立候補又は推薦申し出日 １１月２０日～３０日までに電話　ＦＡＸなどにて。

申し出先 Ａ地区 杉山　晃

Ｂ地区 星　栄一

○ 以後の予定

ＳＦＳ通信２５号（１２月発行予定）で立候補・推薦状況を報告し、役員選出までの予定をお

知らせします。

＜ＳＦＳ委員会について＞

  原則非登録者を対象とするスカウトクラブの振興・構成員の相互理解・スカウト運動への貢献を目

的としたものですが、細則によりＳＦＳの趣旨に賛成する１８歳以上のもので構成されています。

現在、現役登録をされている方が約半数を占めています。

委員会の活動として ①県ＢＳ運動への貢献（会員への県ＢＳ運動の情報提供、現役指導者への

   提言・・・ＳＦＳ通信発行　　　　新入隊勧誘、）

②委員相互の懇親を図る（全体集会年一回開催、情報交換）

   を柱としています。

役員の仕事 ①定期役員会議 年間４～５回（新潟又は長岡）

②ＳＦＳ通信の発行 年間４～５回発刊予定

③ＳＦＳ委員会全体集会 年一回（秋）企画・開催

④奉仕活動 新入隊員勧誘ブース運営・その他

新役員の方へ 明るく、楽しく、丈夫で、急がず確実に前進できる方・・・お待ちしています。



第２３号 （3）

仏教章講習会仏教章講習会仏教章講習会仏教章講習会がががが開催開催開催開催されましたされましたされましたされました。（。（。（。（9999月月月月１０１０１０１０・・・・１１１１１１１１日日日日））））
　第36回ベンチャースカウト研修会（仏教章講習会）が長岡市願性寺で開催さ

れ、ＶＳ5人参加しました。受講希望者がいれば、毎年実施されます。開催時期

は相談に応じていただけるとの事ですので、井上理事長または事務局にご相談

ください。

第第第第３２３２３２３２回回回回　　　　県県県県ボーイラリーボーイラリーボーイラリーボーイラリー
　６月２６日　新発田市真木山公園で開催し

ました。参加１９団、スカウト８８、ＶＳ４、指導

者４３。　又地元新発田１団カブ隊の見学

参加もありました。

　前日に続き雨模様の中、終日合羽着用状

態でしたが、スカウトは元気に動き回りまし

た。各地区担当の４スキル、５アドベンチャ―

に挑戦しました。

優勝班：長岡１団いるか班の諸君

４２４２４２４２回回回回カブ・カブ・カブ・カブ・２４２４２４２４回回回回ビーバーラリービーバーラリービーバーラリービーバーラリー開催開催開催開催　　　　
　戻り猛暑の中、熱中症もなく元気に『めざせ！海賊王！』に挑戦しました。

CS:参加21団、ＣＳ144人、VS3、指導者７６　

ＢＶＳ：参加１７団、スカウト７９人、指導者３９

海賊旗コンテスト大賞：阿賀野１　中条１　新潟７　新潟９　十日町１

　毎回感心することですが、各地区の準備された9ヶ所のゲームは、大形で楽

しいものでした。海賊に扮した指導者も気合が入っており、スカウティング・命しいものでした。海賊に扮した指導者も気合が入っており、スカウティング・命

が表に現れていました。（９月１１日　　新潟市  県立鳥屋野潟公園）

ＳＦＳＳＦＳＳＦＳＳＦＳ委員会委員会委員会委員会　　　　入団入団入団入団ＰＲＰＲＰＲＰＲ活動活動活動活動　　　　をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。
　ＳＦＳ委員会の新しい活動として、新入隊員の募集を行うことにしました。県単位の活動がある時には

委員会として募集ブースを設置し、掲示物や配布物を用い募集活動を行います。

６月のＢＳラリー（新発田市）で試運転を行いました。

９月ＣＳ・ＢＶＳラリー（新潟市）に満を持してブースを

設置。役員フルメンバーと委員２人の合計９人で

活動しました。成果は・・・。鳥屋野潟公園は市民に

親しまれているため来場者も多く、募集ブースへも多

数来場いただき、約５０家族へＰＲしました。

　各地区での行事の際、地区ごとで同様の活動をなさ

されてはいかがでしょうか。掲示物などは杉山ＳＦＳ

委員長が管理されています。

おおおお知知知知らせらせらせらせ！！！！！！！！
　前号でお知らせした、下記資料の県連ＨＰへの掲載は約一カ月後の予定です。

日本連盟の許可もいただき、原稿の一次入力を完了したところです。校正出来次第逐次掲載します。

　明確なる信仰をもつことを奨励する方法の研究 　著者：中村　知　先生



（４） 第２３号

スカウトスカウトスカウトスカウト数数数数はどうしたらはどうしたらはどうしたらはどうしたら増増増増えるだろうかえるだろうかえるだろうかえるだろうか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県連相談役　　　星　　榮一

 日連の登録人数は、昭和４０年代に３２万人のピークを記録し、以後年々減少し、現在は約半分の１６

万人まで落ち込んでいる。これは所得倍増、日本列島改造で経済が上向きの時代であった頃でもある。

しかしこれまでに、学校週５日制のチャンスもあったが、ボーイスカウトではそれをうまく活用できなかっ

た。

 しかし、ボーイスカウト運動は１００年以上の歴史があり、あらゆる青少年社会教育活動のなかでも一番

有用であることは、誰の目から見ても明白である。

 日連をはじめ県連、団と全員がスカウト数増加に努力しているが、成果はあがっていない。

 どうしたら入隊者が増えるだろうか。そう簡単に解決する問題ではない。しかし、各隊が魅力あるプログ

ラムを展開し、スカウトやその父兄を魅了すれば、スカウトの父兄からの口コミや、スカウト自身が友達を引

き込んで来ないだろうか。また、一般市民にもボーイスカウト活動のすばらしさが理解されてくるだろう。そ

れには指導者が勉強してすばらしい隊運営をすることが大切であると考える。

 そして、日連、県連、団でいかに上手にボーイスカウト活動の良さ、すばらしさを、一般国民にPRして行

くかだ。ボーイスカウト運動がすばらしいことは明白なのだから。全国の少年達にボーイスカウト活動のす

ばらしさを是非経験させてやりたいと考えている。　　

年寄りのたわごと

下越地区長期野営下越地区長期野営下越地区長期野営下越地区長期野営（（（（８８８８泊泊泊泊９９９９日日日日））））がががが無事終了無事終了無事終了無事終了 下越地区委員長　杉山　剛

下越地区が一年がかりで準備した、ＫＡＰチャレンジキャンプが新発田市赤谷の旧赤谷中学校グラン

ド跡（現在、新発田市赤谷野営場）で７月３０日（土）～８月８日（日）の日程で長期野営を行いました。

直前の豪雨により、村松１団は不参加でしたが、予定通り実施しました。旧下越地区の友団（豊栄２団、

中蒲原７団も参加いただきました。）

今回のポイントは二つあります。

①仕事を持つ現役の指導者は対応できないが、絶対に

必要な、通し参加の指導者にＳＦＳ委員会のメンバー３人

と同レベルの指導者１人計４人の参加を戴けたこと

で開催できたこと。

②活動メニュを減らし、野営生活自体を楽しむことを主体

とし、その中で、信仰奨励章のプログラム（スカウツ　オウ

ン６回、信仰章講座５回）を実施したこと。

本当に楽しい野営生活でした。ＳＦＳ委員としての働 大営火前の全員勢ぞろい。いい顔してます。

き場がありました。９月半ばに、地区円卓会議で反省会を

行い、まとめ作業を行います。



第２３号 （５）

世界世界世界世界スカウトジャンボリースカウトジャンボリースカウトジャンボリースカウトジャンボリー（（（（２２２２２２２２ＷＳＪ）ＷＳＪ）ＷＳＪ）ＷＳＪ）報告報告報告報告

２２ＷＪへスカウト790人を含め総勢約1000人の日本派遣団が参加しました。

新潟からは、スカウトは加茂１、新潟５、新潟１５、小千谷１から８人

指導者として、副派遣団長：中野充氏（加茂１）　副長：小柳真人氏（加茂1）

この度、指導者とスカウトのお二方から原稿をいただくことが出来ましたので

       ご紹介します。

２２２２２２２２ＷＳＪＷＳＪＷＳＪＷＳＪがががが終終終終わってわってわってわって……………………感想記感想記感想記感想記……………………
加茂第１団ＢＳ隊隊長　　小柳　真人

　私の２２ＷＳＪの始まりは、大会の前年１５ＮＪの準備訓練にさかのぼります。そこで自団の中野さんから募集

要項を見せていただきました。一寸迷ったのですが、参加の旨を伝えました。しかしそれは「大会スタッフと

して奉仕したい」とか、「指導者として参加したい」といった奉仕の意識よりは、今までの自分を何か変える

ことが出来るかもしれないといった利己的な部分が、より強かったと思います。当時、それまでべンチャー隊

副長という立場でありながら隊・団の活動にはむしろサポート役としてしか参画していなかったことを反省し

て、登録をボーイ隊副長に変えてもらい、副長として本格的に隊活動に加わるようにしてから間もなかった

ため、実際には「自分に出来るんだろうか」と不安でした。（と、書いておきながら自分の趣味の弓道をＷＳＪ

で披露するために道具一式をスウェーデンに持っていったことを考えると、意外と余裕はあったのかもしれな

いです（笑））

　その不安は、程なくして薄らぎました。ご一緒させていただいた埼玉

の指導者の方々ならびにスカウトは優秀で、特に隊長の永瀬さんは

前回２１ＷＳＪでも隊長を務めた方でした。

　準備訓練や説明会なども隊長の事前の準備により滞りなく行われ、

派遣日程中も班長などの協力もありパスポートの紛失等トラブルもな

く、無事にスカウトともども帰ってくることが出来ました。隊長のその手

際のよさ、指示の的確さ、県連、地区との連携、一挙手一投足すべて

において学ぶべきところがたくさんありました（事前準備訓練のキャン

プで朝寝坊すること以外は）。

　経験によるところが大きいのかもしれませんが、やはりスカウトの活動をスムーズに行うためには大人同士

のコミュニケーション、人材の活用が重要になってくると実感しました。同じ隊の副長に県庁ＯＢの方がいらっ

しゃり、この方が県（県連ではなく、県）とのパイプ役として、埼玉県連の壮行会会場（県庁講堂）の確保や

来賓（県知事、県議会ボーイスカウト振興議員連盟）への連絡をしてくださいました。

　今回のジャンボリーでの目玉（？）の「キャンプ・イン・キャンプ」（ジャンボリー会場周

辺（バスで２時間以内）のキャンプサイトにて地元のスカウトと一緒に参加者が一泊キャ

ンプ）ですが、バスが到着場所を間違って参加者を本来降ろす場所と違う場所に降ろ

したり、ウォーターアクティビティの質の差異が激しかったり（ある場所ではカヌーだっ

たが別のある場所では染め物作成だった）と、改善の余地が多分にある内容でした。

ですが基本的な部分（到着するまでどこの国のスカウトとどのキャンプサイトに行くかは

不明、など）にはいわゆる「ドキドキ感」が高められ、スカウトにとっては従来のジャンボ

リーよりも楽しいものとなったのではないかと思います。

　今回の経験を原隊ならびに新潟連盟のスカウトの仲間（大人も含みますよ）に還元

できるように、活動できればと思っております。

日本派遣団レセプションに、急遽参加す

ることになりました。（型のみ披露）

チーフの染め

物を作成して



（６） 第２３号

２２ＷＳＪの思い出
Ａ－３だるま班　　後藤万瑠子（新潟１５）

　世界スカウトジャンボリーで、わたしが一番記憶に残っているのは、cultural festival です。

　Ａ－３隊は団子をふるまったり、おりがみ体験、書道体験コーナーをしたりしました。みんな、法被や浴衣を

着て、もてなしました。私達だるま班は、書道体験コーナーを担当しました。当初、お手本を用意して、来た

人にそれを書いてもらうスタイルでした。しかし、後半になるにつれて、自分の名前を漢字で書いてほしいとい

う人たちが増えてきました。結局、来た人の名前を書くほうに変わりました。名前を書く上で難しかったのは、

その国独特の発音の名前を日本の読みになおすことと、その読みにどんな漢字をあてるかということでした。

色々ある漢字の中でなるべく悪い意味のものでなく、良い意味の漢字を思い出しながら書きました。名前を書

いてあげると、満足そうな顔で帰っていきました。私たちが普通に使っている漢字が外国の人にとってcool だ

というのがなんだか変な感じでした。

　わたしが浴衣を着ていたように、それぞれ、自国の民族衣装を着ていました。スウェーデンでは、民俗衣装

を着ていた人のほかに、スウェーデンのキャラクター、ムーミンの格好をした人がいました。目をあけただけの

布をかぶっていたので、化け物みたいで怖かったです。

　わたしがcultural festival で行ったのは、イタリア、マレーシア、韓国などです。イタリアではイタリアの都市

がどこになにがあるかというゲームをしました。大きな都市はわかったのですが、他の都市が全然できなくて、

意外と知らないものだなぁと思いました。マレーシアで配っていたカレーと韓国の料理がおいしかったです

が、何よりそれらが辛かったです。今思うと、色んな国の料理を食べてばっかりだった気がします。

　わたしが今回世界スカウトジャンボリーに行った目的は、外国の人と交流することでした。その交流のなか

で印象に残っていることが二つあります。

　ひとつは、ジャンボリーショップで買い物をしようとしたときでした。ショップの列に並んでいたら、前にいたオ

ランダ人の男の子と女の子が話しかけてきました。その二人は日本のマンガやアニメが好きで、その話で盛りランダ人の男の子と女の子が話しかけてきました。その二人は日本のマンガやアニメが好きで、その話で盛り

上がりました。そのまま一緒に買い物をしました。英語での会話は、スムーズに話せたわけではなかったので

すが、とても楽しかったです。

　もうひとつはスウェーデンの制服と交換したときです。スウェーデンのスカウトが浴衣と制服を交換しないか

とやってきました。わたしはスウェーデンの制服がずっと欲しかったので、即決で交換しました。その子も日本

のマンガやアニメが好きだと言っていました。マンガ、アニメから日本語を学んでいるそうです。浴衣ですから、

副長の指導のもと、着方を教えました。とても喜んでくれたので、良かったです。後日、スウェーデン隊他と食

事をとる機会がありました。そのとき、たまたま私の向かいの席に浴衣を交換した女の子が座りました。お互い

日本の文化やスウェーデンの話をし、次の日本開催のＷＳＪで会おうと約束しました。

　世界スカウトジャンボリーの楽しさは行ってみないと分かりません。それは、わたしの予想をはるかに超えて

いました。楽しめたのは、仲間やリーダー、ＷＳＪに関わった方たちのおかげです。日本に帰ってきてからなお

さら感謝の気持ちが大きくなっています。

　次回、日本で開催されるＷＳＪに参加したと思っています。今回出会った友との再会をはたしたい、というこ

ともありますが、ＩＳＴとして感謝の気持ちを返していきたいです。

（IＳＴ：Internatinal Service Team 国際サービスチーム員）

Thanks for the memories!!
The Jamboree is over and more than 40 000 Scouts have had the time of their life



第２３号 （７）

神神神神にににに誓誓誓誓いをいをいをいを立立立立てててててててて！！！！

上越第３団団委員長　　松矢　光一
 カトリック高田教会では、１９８１年ボーイスカウトを各地で発団されてきたマリオ・カンドゥチ神父様を迎え、

ボーイスカウト発団に向かって動き出した。

  戦後まもない頃、カトリック高田教会では高田四隊少年隊が発団したのだが、準備不足等で１～２年で休団

となってしまった。この二の舞にならぬ様、リーダー養成から始め、幾人かの若者たちに声を掛け、１９８３年に

５名の青年をボーイスカウト指導者講習会に参加させた。１９８３年９月にボーイスカウト発団準備委員会発足、

１０月準備隊結成、１９８４年の４月１日には、リーダー７名・小３年スカウト５名・小４年スカウト５名・小５年スカウト

３名が『神の前に誓い』をたて日本ボーイスカウト上越第３団カブスカウト隊として発足した。

　しかしながらリーダーが次々と去ってしまったり、少年達の入団が思うようにならなかったりと、発団以来毎年

毎年が右往左往の連続である。

　例えば発団以来のリーダーが、転勤になった時には、上越教育大学の学生が仲間になってくれたり、休団

になったリーダーが、当団に移籍してくれ、今や中心的な存在になったり等等。。

　また、ある年海外キャンプと称して、佐渡へ行った時は、大型台風と丁度会いそうになったが、出発の朝方、

台風が急に進路を変え、素晴らしい天候に恵まれたキャンプになったりと、数え上げれば数限りなく、毎回の

プログラムでも神様はギリギリの所で手を貸してくれ、スカウト達にいつも満足？してもらえている。

　最初に書いた様に、この教会のボーイスカウトの歴史は、この上越第３団からではなく、昭和２６年８月に高

田第四隊として発団したのだが、様々な難題

が発生し数年で廃団となってしまいました。そ

の時の反省を元にその当時のリーダーのお一

人が、上越第３団の副団委員長・育成会長と

なり、影になり日向となり温かく見守ってくれ大

きな力となってくれていた。（現在は外から見

守ってくれている）

　これからもボーイスカウト活動を神様が必要

とする限り、神に誓いをたてるスカウトが絶える

ことがないと確信している。

　このところ、上越第３団を卒業したスカウト達

の結婚式に呼ばれたり、その子供たちが入団

してくれたりで、喜ばしいことが多くなってき

た。

　これからも希望あるスカウト活動の発展の為

に、還暦を超えた体に鞭打ちつつ喜びと祈り

の内に、一日一日を過ごしている。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

次号は　柏崎第２団　　横田雅典氏

にお願いします。

リレーリレーリレーリレー寄稿寄稿寄稿寄稿

例年行っている雪中キャンプ

時の春日山登山！

春日山頂上にて

創立２５周年記念キャンプ

in 軽井沢



（８） 第２３号

太極拳のおすすめ 編集長　　杉山　剛（中条１）

　私は太極拳が大好きです。委員諸氏にもぜひ好きになっていただきたいので、ご紹介します。

　そもそも太極拳とは・・・ということは省略します。実際に毎日打拳（太極拳をすること）している実感から

次のようなことが言えます。

①本当に高齢者向きの運動だと感じています。

　ランニングの時の足の出し方は前に転倒する姿勢を留めるような動きですが、太極拳では後ろ脚に

重心を残した状態で前足を出す猫のような歩き方です。この動きをゆっくりやればやるほど良いので

す。片足立ちの練習をしているようなものです。片足立ちの効果はネットで確認すると交互一分間朝

晩合計三回すると50分強のウォーキングと同等の効果があるようですよ。太極拳で鍛える筋肉はジョギ

ングによるそれと違い体の奥の筋肉です。それが転倒防止に役立ちます。

　説明が後先になりましたが、太極拳の動きの特徴はゆっくり、中腰、重心の確実な動き、上半身と腰

そして下半身の連携の取れた動き、そしてゆっくりとした途切れることのない腹式呼吸。いずれも精神

的、肉体的効果が確認されています。高血圧にも良いようです。

　そして忘れてはいけない効果はボケ防止です。仲間と共に動くと言うことはもちろん効果的ですが、

何より太極拳の一見複雑な動きを順序を間違えず、体の各部の動きをチェックしながら動きます。目・

耳・皮膚・深部感覚と相談しながらの動きですので、脳への刺激は相当なものです。自動車運転の習

い始めの頃、頭がパニクッたことを覚えて居られませんか。あれと同じです。しかし不思議なもので、慣

れるとなんということなく体が動いていきますので、心配ありません。

　ここまで書いて気が付きました。・・・本当にボケ防止効果があるのだろうか？正確にはボケ速度の

低下効果はあると願っています。

趣味の部屋

低下効果はあると願っています。

②結構役に立ちますよ！！

　転倒防止等の高齢者特有の効果は当然あるのですが、予想外にＢＳ活動に役立っています。

* 先ず山登りに著しい効果がありました。中国に3年間駐在していた間、ほとんど運動らしい運動はせず

週に一度日曜日1時間半の太極拳指導の他、ほぼ毎日宿舎でＶＣＤを見ながらの一人練習30分程

度のみでした。それが６５歳で日本に帰って息子と二王子岳（１４２０ｍ）に登った時、以前と同じ時間

で疲れもせず登ることが出来ました。しかも特筆すべきは下山の時の膝の使い方が改善されていた

為、いつもなら感じる膝の傷みも無く誠に快調でした。

* もう一つはスキーです。間もなく６９歳ですが、カブのスカウトと一緒の滑走は十分できています。皆さ

んも同じかも知れませんが、私の場合は運動不十分な長期間の後という条件下での話です。

* 中国で軽いギックリ腰を起こしてから腰は不調ですが、その後支障なく生活できています。

　今私は週に一回太極拳教室（日本武術太極拳）に通って2時間教わっています。それと週に２・３回ジム

に行き、鏡を見ながらの自己練習を繰り返しています。打拳しているのは楊式24式と４８式、それにようやく

覚え終わった太極剣（剣を使った太極拳）の3種類です。中国ではこの他に楊式４２式と陳式８１式も習い

ましたが忘れてしまいました。

　太極拳は私にとって一生の友になりました。ゆっくりですが極めていきたいと思っています。

始めて見ようかなと思われたら・・・

自修はまず無理です。どこかの教室に入って週一回（お

よそ５００円）習うことから始めてください。


