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ニュータウン

NTに極真空手の全国王者！

「極真館北摂支部 千里道場」の子どもたち

千里ニュータウンに、昨秋と今春開催された極真空手の全国大会小
学生の部で快挙を成し遂げた道場があると聞き、稽古の様子を訪
ねた。※記事中の学年はすべて当時。
豊中市立千里体育館を主な活動場
所とする極真館北摂支部 千里道場。

なんです。それもほんまにすごいこと
やと思います」
。

「エ イ ッ！」
「セ イ ッ！」 畳 の 上 で、

自分の痛みを知り、人の痛みも知

真っ白い胴着に身を包んだ少年・少

る。先生が一番伝えたかったことを、

女たちが気合を入れながら拳を突き、

子どもたちは強さと一緒に身に付け

足を蹴り出す。凛（りん）とした空気

ようとしている。

が流れる道場では、まだ幼い子ども
たちも皆、集中して一点を見つめて
いた。
撃し合う武道。危険なイメージがあ
るが、
支部長の水谷玄先生（40）は「幼
い頃から相手に殴られる痛みを知る
ことは大切」と考える。
（なお小学生
の試合ではフェイスガードとグロー
ブを着け、首から上への打撃は禁じ
られている）

稽古をつける水谷玄先生

⑦４月７日の練習に参加した部員たち

極真空手は、寸止めせず実際に打

（岡野）
大人を相手に見事な中段蹴りを決める！

1
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知ってるあの人が出ています
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同支部は、昨年 11 月に東京都で行
われた全日本青少年空手道選手権大
会小学生の部「団体戦」で、６回戦を

7

勝ち上がって優勝した。決勝の相手

陸上競技クラブチーム「陸王」インターハイ予選で躍動

は前年に負けていたライバルの京都

「陸王クラブ（以下、陸王）
」は千里

された渡辺愛さん（大阪高校・陸王OG）

にユース大会 800 ㍍で優勝し、近畿大

将の６年生まで全てを勝利。2007年

地域の子どもたちも多く所属する陸上

らが好成績を残した。この３人は陸王所

会決勝まで進んだ元中距離選手。将来

の支部開設以来、団体戦では初めて

競技のクラブチーム。小学生と中高生

属の中学時、800 ㍍で全日本中学校選

を嘱望されたが、その後、独学の練習

全国の頂点に立った。主将を務めた

の部に分かれ、中高生（５月 16 日現在

手権大会出場も果たしている。

法が合わなかったこともあって伸び悩

柚之上暁斗君（６年生）は「支部を背

だったが、先鋒の小学１年生から大

31 人）は日曜日ほかに服部緑地スポー

学校の部活動との両立について、主

み、僅か20歳前後で急激な下降線をた

負う強い気持ちで最後まで戦い抜き

ツ広場で汗を流している。今回はその

将の西海大地君（箕面自由高校３年）

どった。その原体験が立ち上げの動機

ました」と振り返る。

中の高校生たちにスポットを当てた。

は「もちろん部活は大切。でも、そこ

となり、
「個々の適性を見極め、同じ種

だけでは得られない知識や練習法など

目でも単純に同じ練習法にはしない」

人戦」では、支部から７人の王者が誕

５月３、４日に万博記念競技場で行

を陸王で身に付け、学校に持ち帰るこ

という指導方針につながっている。

生した。先生はそれぞれの大会につ

今年５月に埼玉県で行われた「個

われたインターハイ予選に、陸王部員

ともできる」と話す。指導法が確立さ

「個人ごとに力差はあるが、それぞ

（OB・OG 含む）も各学校から出場した。

れた強豪校などに所属する部員や OB・

れに伸びる喜びと伸びない苦しみがあ

男子1500㍍ 総合２位の渡辺史弥君
（大

OGたちへは、主に精神面のサポートが

る。もがいている選手を目の前にした

先生は、最近うれしいことがさらに

阪高校３年・陸王 OB）
、男子 800 ㍍同

行われている。

時こそ、陸王の情熱が試される」
。力強

あったと話す。
「ここではとてもヤン

く話すその言葉には、逆風に立ち向

チャに見える子が、学校でトラブルに

かった者の重みがあった。

あった時、手を上げず我慢したそう

６位の富岡紋人君（箕面高校２年）
、女

13 年前に中高生の部を立ち上げた

子４×400 ㍍リレーに１年生ながら選出

辻本恭伸監督（58）は、高校１年生時

（岡野）

●ボランティアスタッフ募集 日曜日8時20分〜11時、服部緑地スポーツ広場。
スタートの合図やタイム計測など。
ご家族歓迎。辻本監督090・9217・9770まで

いて「日々、厳しい稽古を積んできた
成果」と大いに評価する。

昨秋の団体戦で優勝した選手たち。左から岡島舜斗（２年）、今村稜成（４年）、柚之上暁斗（６年）、関田昂生（５年）
鹿島海成（３年）、上田詞子（１年）＝４月９日、豊中市新千里東町 ※学年は当時、敬称略
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6/23 わくわく千里自然工房 竹で風鈴作り

支えてくれた人に
「感謝」

講師は登録グループ・千里ネイチャークラブ
6/23（土）10時〜12時。豊中市千里公民館（新
千里東町1-2-2）にて●無料●定員40人。小学3
年 以 下 は 保 護 者 同 伴 ● 当日会 場【 問 】0 6・
6833・8090

7/1 自然素材のハンドメイド教室

破砕選別工場・市民工房見学・紙すき体験（無
料）ができます。午後からはリサイクル体験（有
料）も受講可能（要予約） 7/21（土）、28（土）
10時30分〜12時。
くるくるプラザ（吹田市千里
万博公園4-3）にて●小学3年生以下は保護者
同伴（４才以上）●各先着50人程度【問】
くるく
るプラザ（TEL06・6877・5300、FAX06・6876・
0530）

（お題を明記。自作の未発表に限る）

締切：6/11
（月）
必着

それは当然のことなのよと毅然とし、
仕事の自信を勇気につなげて、知的
にエレガントに生きる３人は実在の

2016年米国 セオドア・メルフィ 監督

人物！

NASA（アメリカ航空宇宙局）の宇

やりがいを感じながら知識を深め

宙開発計画を支えた３人の黒人女性

て人生を拓いてゆくドラマが丁寧な

を描いた物語。

筆致で描かれ、
タイトル通り夢を叶え

1961年、白人と有色人種の分離政

る充足感たっぷり。テンポもよくて心

策が行われていた時代に、アメリカ

地のいい活路

合衆国初の有人宇宙飛行計画「マー

が清々しい。

キュリー計画」が動き出す。

女性活躍社

計 算 が 得 意 な キャサリン 、ド ロ

会とわざわざ

シー、メアリーは、労働環境の改善を

掲 げ な くて

求めるうちにやがて才能が認められ、 も、そ れ が 当
良識ある大人の態度を見せる上司の

たり前の社会

理解のもと、軌道計算※を繰り返して

であるべきだ

未来への道を切り拓いてゆく。

と感じた。

※ロ

ケットが飛んでゆく軌道を導き出す
計算式。
当時「コンピュータ」は、計算する

より転載
.com

7/21、28 夏休み施設見学会

次号のお題（1句でも可）
◆お中元◆夏休み ◆反則行為

映画

男子８００㍍のゴール後︑係員の助けを借りて立ち上がる
川端キャプテン＝５月４日︑吹田市千里万博公園・岡野撮影

千里の森に自生する竹を使って七夕飾りを作り
ます 7/1（日） 13時〜16時。わくわくの郷 吹
田市自然体験交流センターにて●市内在住の
人対象。小学生以下は保護者同伴●定員20
人。多数抽選●400円【申】往復はがきに催し
名、参加者全員の住所、名前（ふりがな）、年齢、
電話番号を書いて、わくわくの郷（〒565・0873
吹田市藤白台5-20-1、TEL06・6872・0713、
FAX06・6871・7747）へ。6/11（月）必着。

ドリーム

〒560-0085 豊中市上新
田3-10-21 朝日新聞千里
販売「朝日千里う」係
ＦＡＸ 06・6872・0034
メール aclub＠0843.co.jp
①川柳（お１人３句まで）
②〒住所③氏名④年齢⑤
電話番号（原稿返却不可）

旭丘サンバーズ
︵左︶︑津雲台少年野球クラブ

転勤族ならではの悩みを語り合い、地域の情報
を共有 6/21（木）10時30分〜12時。豊中市千
里文化センター「コラボ」
（新千里東町1-2-2）
にて●無料●当日会場06・6831・4133

父の日に皆くるならと白髪そめ

6/21 おとなの転勤族カフェ

投稿先

朝日 旗 少 年 野 球 大 会 開 催 中

﹁千里あさひくらぶブログ﹂でレポート

朝日新聞社・当社共催の街角コンサート。昨年
６月出演のナターリア・コズローヴァさん（ソプ
ラノ）、次郎丸智希さん（ピアノ）がお客様の声
に応え再登場！
「百万本のバラ」
「夏は来ぬ」など
6/12（火）19時〜20時。千里中央・朝日阪急ビ
ル1Fエントランス（新千里東町1-5-3）にて●無
料●予約不要●自由席【問】06・6872・0031

新千里北町 豊沢タカさん

寺内 岸田知香子さん

6/12 第138回 千里アサコムコンサート

●お問い合せや見学・体験のご希望は kanri.0628@gmail.com 野間田

影うすい父の日贈る初月給

新千里西町 改田明子さん

チーム名で検索す
ると、活動風景が
●練習場所/日/時間：豊中市立千里体育館/毎月曜日/19:00〜20:45
●コーチ：西村美紀・池田麻衣子・大上紗季 ●月謝：4,500円（18年度） バッチリ見られる
公式ブログへ！

朝日千里

◆父の日

頑固でも長生きしてよねお父さん

桃山台 りゅうこさん

本日はフリードリンクですどうぞ

箕面市 佐々木寛太郎さん

誓い解き猪口傾ける父の日に

熊野町 杉本悦子さん

青山台 辻美寿々さん

青山台 石原裕太郎さん

傘すぼめ貴方の傘にとびこんだ

◆梅雨

…問い合わせ。
千里厳選イベント 【問】
【申】…申し込み。

第16、21、22回西日本チアリーディング選手権大会 敢闘賞・奨励賞

２月号で特集した千里青雲高校陸上競技部が、４、５月に
万博記念競技場で行われた記録会とインターハイ予選に出
場した。３年生は事実上、
この大会や６月の記録会をもって
引退する。川端天一郎主将は同部での約２年半を「周りの人
の支えがあって最後まで続けてこられた。仲間のベストを出し
た笑顔は忘れられない」
と振り返った。その思いは、３人の２
年生と新入部員18人に引き継がれる ――

紫陽花がパッと華やぐ梅雨晴間

タブー

外国で禁制を知らずつかまって

新千里東町 新原健市さん

山手町 道広廸子さん

ノーベルも爆発寸前性被害

◆ ●●禁制

国会は居眠り禁制子が見てる

＊活動報告ブログ＊

新千里北町 じゅんたろうさん

SUGAR RABBITS（シュガーラビッツ）小中学生の女子対象

しきたりが土俵を更に狭くする

26

山手町 俣野喜一さん

豊中ジュニアチアリーディングクラブ・
SUGAR RABBITS（シュガ ー ラ ビ ッツ）
が新メンバーを募集中。５月17日現在、
小中学生の女子27人が所属しています。
コーチは、梅花女子大学チアリーディ
ング OB で（財）日本チアリーディング協
会有資格指導員の西村美紀さんら経験
者が３人。
指導方針は「小中学生のうちは厳し
さ以上にチアの楽しさを感じてほしい
（西村さん）」。練習の成果は大会の他
にも、地域の祭りやスポーツイベントな
どで発表している。
（岡野）

高野山女人禁制今は昔

豊中ジュニアチアリーディングクラブ
SUGAR RABBITSが 新メンバー募集!

今回も多くのご投稿ありがとうございます︒スペースの関係で
全てを掲載できませんでした︒次回もご投稿お待ちしています︒

豊中市立千里体育館にて＝３月 日︑豊中市新千里東町

感じて！チアの楽しさ

車いすの映画感想家

AKIRAの

vol.49

人間を指す言葉だったそう。数学が
超苦手な僕はただただ感心した。
不平等の改善に殊更に感謝せず、

AKIRA/フリーライター・文字起こし業。豊中市在
住。本紙に「映画レビュー」
「街レビ」を連載中。

取材・編集・制作：岡野和博（編集長）
・難波倫子

