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合筆
夏を思わせるよ うな暑 さと、半そででは肌寒いような涼 しさを、変互に感 じなが ら、5月 ももう後半
にな りま した。新型イ ンフルエ ンザの情報 に翻弄 されてい るような毎 日ですが、情報 は冷静に受け止 め、
必要以上に荒立てず 、 うがいや手洗 いなど、自分にできる予防策をとりなが ら、お気を付け下さい。
18日 、月曜 日、県の教区長 ・倉日幸明先生宅に書類 の手続 きでお邪魔 してきま した。私 も仕事 の後
だ つたので、訪問 したのが夜の 7時 くらいで した。 お邪 魔するな り、
「
い らつ しゃい。まあ、飯 で も食 って行つて頂鬼 J
とお つ しやるのです。私は恐縮 して
「しや ↓や

・ ・。J

とお断 りしよ うとしたのですが、
「
いいか ら、いいか ら。家 はね、遠感な しなの。ね、ま、寄 って行つて下さいよ。J
とい うこ とで、ついつV抑 馳走になることにな りました。
倉田先生には、小坂先生の亡くなつた後、何 かと助けていただいていますと どんなことで も快 く51き
受けて いただき、こちらも甘え つばな しです。倉日先生 は、病気で片足を無 くされ、義足で丸

もう片

方の足 も不自由で汽 皆 さん も大会 で、杖をついた倉田先生を見カヤサた ことがあると思 い ます。そ うい
う不 自由な体で 、道院長 としてだけでな く、県の 中心 として活躍 されてい ます七 しか し、けっ してそ う
い うことを自慢 した り、鼻に掛けた りすることな く、とて も気 さくな方で曳

また、倉 口先生は、常に

ポジテ ィブな方で、いつ も
「
梶谷 さん、楽 しくや りま しょう。大文夫だか ら。私み た↓Wこ障害者だって、道院長や つて られ る少林
寺は、ホ ン トにすばらしいんです か ら。J
と、声をかけてくれま曳 うれ しいです札 いつ も勇気を もらつていますと私は、こ うした素晴 らしい
方 々 と出会える少林寺拳法 つて、本 当にいいなと思 い ます1そ して、自分 もそ うい う、他の人に勇気を
与えられ る人にな りたいと思 ってい ま曳
周 りの人に、何か しら良い影 響を与えられ る人、自分 も大切にす るが、他の人 も同 じよ うに大切にで
きる人、そ して、人だけではない、地域や社会でもリー ダー として在 ろ うとする人づ くりを、少林寺拳
法は 目指 しています。 しか し、そんな大それたこ とはできません、なかなか ・・・。 まずは、自分の身
近か ら、友達集団か ら、職場か ら、そ うい う人のつ なが りを作 つてい ければいいなと思 い ま丸
さて、これか ら昇級試験、さいたま市 民大会、県大会 と、行事が続 きます者 目標があるとい うことは
励みにな ります 汽 また、少林寺拳法 の大会は 、革に大会に参加 して演武をやる ことを目的に している
のではあ りません。同 じ少林寺拳法 の拳 士 として、他支部の拳士たちとの交流 も目的にな つてい ま丸
並んで待 ってい るときに、同 じ部門に出る拳士に話 しかけてみた りす るの もいいですね。毎年大会に出
ていると、だいたい同 じ拳 士 と顔を合わせ るよ うにな りま丸
「
去年 もいたよ才
、 どこの道院 J
なんて話 し力Wサて、伸間を増や してみては どうで しょう。大会にでる拳 士 同士 、敵同士で はあ りません。
みんな仲間同士です。それ が少林寺拳法の乗晴 らしい ところです。
結手
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1。 さいたま市民大会につ いて
(1)日 時

5月

31日 (日)AM 9!00開

館(8!45集

AM10:00開

会

PM 8!00閉

会予定

合 ・出欠確識

(2)場 所 浦 和駒場体育郷
(3清 ち物 □ 道着 □ 帯 □ 袖章 □ 弁当 □ 飲み物 そ の他各自で
(4)その他
①駐車場が少ないので、できるだけ乗 り合わせでお願い しま曳
②車で行かれる方は駐車券 が必要ですので、お申し出ください。(26日 ま■ 29日 に渡 しま汽 )
③当日、車は奥より詰 めて駐車 します。途中の出車はできませんのでご了承くださ↓、 駐車場が狭い
ので、早めに若いていた方が無難で丸
④当日どうしても参加できな くなつた場合は、梶谷まで連絡ください109o∞o201951。

2.さ いたま市長選にともなう練習均所の変更と、大会のための特別練習会について
24日 がさいたま市長選 のため、体育館が使えませんので、岸町公民館での練習にな りま抗

また、下記

の 日程で、大会前の特別練習会を設定 しました。時間の都合のつ く方は、練習に参加 して下さい。
22日 は〕→選挙 のため岸町公民館に変更
公民館の使用については、いつ も脊藤さんにやって もらつ
23日 働 → 午後 3:lXl〜5:lXl 宮離

民館 いま曳 今回市長選に伴 う体育館 の使用奈止の日も、お頼↓

30日 (JD→ 午後 5:00‑9 ilXl 大 戸公民館

る前に、もう予約 していてくれましたっ こうい う気の使い方、
見習 いたいな と思い ます。あ りが と うござい ます。紙 面をお

りしておキ
L中し上十
すま曳

3,全 日本少年錬成大会 について
毎年夏体みに開催 されて い る 「
全 日本少年鎌成 大会J(詳 細 下記)の参加 について 、5月 いつぱ いが 申込期
限 となつています。特に申 し出のない場合 は申 し込み を したい と思Vヽます活 用事等で参加できない場合 は、
22日 までに梶谷 まで連絡 くだ さV、 移動 方法については、後 日確認 したい と思 い ます。
8日 (土)

① 日時

8月

② 場所

日 本武道館

4.仲 間を増やそ う !
少林寺挙法の良さをたくさんの人に分かつてもらうために、たくさん、友達や知 り合いを誘 つてみてくだ
さい。仲間は多い方が楽 しいですよ札 紹介用のパ ンフレット等が必要でしたら、申し出ください。

