◆会長

松川圀隆

◆連絡先 〒902-0063
沖縄県那覇市三原３−12−32

道連

沖縄県
剣道道場連盟

◆加盟団体数 ７

（財）
全日本剣道道場連盟
〒143-0011
東京都大田区大森本町 1-2-8
電話 03-5493-7080
FAX 03-5493-0220
HP http://www.zendoren.org/

（松川圀隆）
TEL : 098-855-2507

コー ナー

道場ファイル 20

大道塾

（だいどうじゅく）

沖縄県剣道道場連盟
◆塾

長

登録番号1

松川圀隆 教士七段

◆設 立 1954年
◆所在地 〒902-0063 沖縄県那覇市三原３－１２－３２
◆連絡先 松川圀隆
TEL&FAX 098-855-2507
◆稽古日・時間
週４回 火、木、土、
日 １日２時間
初級、中級、上級の３クラスに分けるが一般と共に稽古

戦 後の剣 道 禁 止 期 間を経て解 禁と
なった昭和27年、
その時点から道場の
設立を念願していた松川久仁男（故人）
だったが、
２年後の昭和29年11月、那覇
市楚辺に自費で剣道場『尚武館』
を建設
した。当時、県内に剣道場は皆無であり
数多くの剣道愛好者が集まった。その後、
久仁男は尚武館を閉め自宅を那覇市内
の大道地区に移し、37年、
自宅に隣接す
る土地を購入し、
そこに『大道塾』
を設立
した
（後に大道地区は三原に地名変更）
。
平成10年に久仁男の死去により長
男の圀隆が二代目塾長として後を継いだ。
父の遺訓「礼儀、気魄、報恩」
をモット—
に、以来、基本を中心とした稽古で少年
稽古風景

指導に努めてきた。現在、道場で指導者
として活躍している剣士たちの多くは小
学校１、
２年で大道塾へ入門し、以後も稽
古を継続してきた者たちである。
「先輩た
ちが五段、六段となって、後輩の少年剣
士たちの指導に常時当たっている」
そのよ
うな厳しくも信頼関係の深い中で稽古が
行なわれていることが、道場として誇れる
ところとなっている。
毎月第３日曜日には初級、中級、上級
の３クラスで塾長杯争奪戦を行ない、子
供たちの楽しみと実力向上の両方を兼ね
て「月間チャンピオン」
を行なっている。ま
た、年２回の全員地方合宿で親睦と実力
アップも図る。

平成 24 年の全日本少年剣道錬成大会にて
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東 京のジャクパ剣 志 館にて1 3 年
間、少年剣道指導を行なった糸数哲
は、37歳で地元沖縄に帰り、平成15
年４月沖縄剣志館を設立した。当初3
名だった館員たちも10年の間に20名、
卒業生13名と増え、
月曜から金曜まで
の５日間、毎日道場から稽古に励む子
どもたちの気合が響いている。
稽古内容は打ち込み掛かり稽古を
欠かさず、基本稽古、地稽古、試合練
習を行なっている。
また、
２〜３チームに
分かれて、
日替わりキャプテンで練習す
るという方法も取り入れており、
だれも
が練習内容を考え、
リーダー的立場と
なれるようにし、
日頃からチームやキャプ

テンに協力する態度や姿勢を養って社
会性を育成することを目指している。
年間行事としては強化合宿の他に
家族合宿、小学校卒業想い出合宿な
ど、仲間や家族との絆を大切に稽古に
励むことができるようにとの行事もある。
また、親子剣道対決もあり、剣道をやっ
ていない父母にも試合で一本を決める
体験をしてもらい、親子間でさらに剣道
の理解を深めて稽古や応援に役立て
てもらっている。剣志館運動会では厳
しい稽古を離れて、みんなで運動を楽
しんで一日を過ごす。夏のビーチパー
ティーも沖縄ならではの美しい海辺で
行なう、想い出深いイベントだ。

泥んこリレー

剣志館ビーチパーティーにて

沖縄剣志館

（おきなわけんしかん）

沖縄県剣道道場連盟 登録番号3
◆代表者 糸数 哲 錬士六段
◆設 立 2003年
◆所在地 〒904-1106 沖縄県うるま市石川８１８番地４
◆連絡先 糸数 哲
TEL&FAX 098-965-7041
◆稽古日・時間
幼児の部 水曜 17:30〜18:30
小学生低学年 火・木・金 18:45〜20:45
小学生高学年 月・水・金 18:45〜20:45
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豊見城市立長嶺中学校

（とみぐすくしりつながみねちゅうがっこう）
沖縄県剣道道場連盟

登録番号8

◆代表者

大城

校長

◆設

2011年

立

徹

◆所在地 〒901-0211
◆連絡先 平田すずか

沖縄県豊見城市字饒波１０６８番地２

TEL 098-850-1900 FAX 098-850-1472
◆稽古日・時間
平日

16：00〜18：00

土・日

9：00〜12：00

少年剣道教室時代の同志が中学校

部のモットーは、正しい剣道の修練と学

進学を機に全国制覇を目指し、長嶺中学

習はもちろんのこと、礼儀作法の大切さを

校に集結した。那覇市の隣に位置する豊

学び、部旗に掲げる
「一貫不怠」の心構

見城市立長嶺中学校は、平成23年４月
に男子７名女子１名で剣道部が発足。学
校建て替えと同時に２試合場を確保した
素晴らしい道場が完成したこと、剣道有
段者である学校長や顧問にも恵まれたう
え、保護者においても六段・七段の高段
者もいるという好環境でスタートした。

えで修業をしていくこと。昨年の夏季地区
中体連において、
２年生中心のチームで
優勝を遂げ、先日開催された沖縄県新人
大会では準優勝の成績を収めた。長嶺
中学校剣道部は九州へ、全国へとさらに
目標を高く設けて日々の鍛錬を行なって
いる。
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剣道クラブ養秀会

（けんどうクラブようしゅうかい）

道場ファイル 24

城北剣道クラブスポーツ少年団

（じょうほくけんどうクラブスポーツしょうねんだん）

沖縄県剣道道場連盟 登録番号５
◆代表者 幸地德和 錬士六段
◆設 立 1982年
◆所在地 〒903-0804
沖縄県那覇市 市立城北小学校 体育館
◆連絡先 幸地德和 TEL 098-885-7151
◆稽古日・時間
火
18：00〜20：00
土・日 7：30〜10：00

小学校PTA主催地域子供会対抗運動会後の懇親会に
て、子供の健全育成のために剣道教室の要望があり設立。
初稽古は子ども200人が集まり、親子500人の稽古が実
現した。小・中学生が中心で稽古しており、一般も共に稽古
する。連盟主催の大会などに参加のほか、年１回青少年の
家等で合宿を行ない、
また年間各種イベントもある。スポー
ツ少年団の団員、指導者綱領並びに剣道の理念に基づき、
スポーツを通じて子どもたちの健全育成を目的に活動してい
る。

道場ファイル 26

石田中学校

（いしだちゅうがっこう）

沖縄県剣道道場連盟 登録番号7
◆代表者 松川安博 六段
◆所在地 〒902-0071 沖縄県那覇市繁多川５－１７－１
◆連絡先 松川安博
TEL 098-917-3404
FAX 098-917-3424
◆稽古日・時間
火〜金 16：30〜18：30
土・日 午前中

部旗の文字は「気魄」。
３０
年ほど前に卒業生が寄贈し
たもの。
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沖縄県剣道道場連盟 登録番号4
◆代表者 玉城清一 教士七段
◆設 立 1983年
◆所在地 〒903-0816 沖縄県那覇市首里真和志町１－５
◆連絡先 玉城清一 TEL 098-942-1802
◆稽古日・時間
少年の部 金17：30〜18：30
土14：00〜16：00
日 9：00〜11：00
一般の部 日 11：00〜12：00

地域住民の屋嘉比柴三氏の呼びかけによ
り、剣道を通して強い身体と正しい心を養い、
剣道の精神を学業の上に生かして、将来社会
に役立つ立派な人間を育成する目的で設立し
た。現在、初心者・錬成２部（４年生以下）
・錬成１部（５年、
６年）
の３部により
活動を行なっており、道場のモットーを
「基本、挨拶、礼法」
とする。卒業生は
教師、警察官、医者などとなり、活躍している者が多いことが自慢である。
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沖縄警察署
スポーツ少年団

（おきなわけいさつしょスポーツしょうねんだん）
沖縄県剣道道場連盟 登録番号6
◆代表者 大道チエ子 錬士六段
◆設 立 1990年
◆所在地 〒904-0033
沖縄県沖縄市山里２－４－２０沖縄警察署５階武道場
◆連絡先 大道チエ子
TEL&FAX 098-932-1768
地域の子どもたちの健全育成を
http://okisupokendo.ti-da.net/
◆稽古日・時間
図るために設立。一人ひとりの個性
火・水・金
18：30〜20：30
を大事にし、楽しく剣道を通して、子
土 		
17：00〜19：00
供たちの心と身体の健やかな成長を

目指している。全剣連2011年度少
年剣道教育奨励賞を受賞。

