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連盟旗の由来 
ここ迄という到達点の無い、極限の無い「剣の

道」、この「道」を「空のように広く、海のよう
に深い」との思いから空と海になぞらえて、旗の
地色を「紺碧」に。 「剣」は、両刃の直剣、ツ
ルギを表し、「剱」は片刃の彎刀、刀を表す文字
の意味から、刀法からも「剣道」を「剱」の旧字
体「劔」の一字で表し、旗の中心に金色のゴシッ
ク体で配した。その「劔」を挟むかたちで市の木
である「銀杏の葉」を「い」の字の形で白抜きに
配し、それを市の花「梨の花」の陰紋で細輪に白
抜きして囲み、「稲城市」の剣道連盟であること
を表した。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

稲城市剣道連盟 

(紹介、歴史、活動記録、特長) 
 

当剣道連盟は、昭和 43年 8 月に発足し、今年
で 47年を迎えます。当初は、コカコーラ剣道部
を中心にスタート。そこに富士通剣道部、平尾剣
友会、市役所剣道部等が加盟。一般会員と共に、
第一期の当連盟の基礎を固めてまいりました。そ
の後、歴代の先生方のご指導と先輩方のご努力に
支えられながら、幾多の変遷を経て、現在は下記
8団体、約 200 名の会員で構成される団体となっ
ています。まだまだ、西東京剣道連盟の中では小
さな団体ですが、石ケ森会長のもと、「交剣知愛」
をモットーに、「正しい剣道」を目指して、日々
活動を続けています。 
 
所属団体 8 団体 会員数 225 名 

稲城少年剣道クラブ  矢野口剣道会 
平尾剣友会     稲城剣友会 
向陽台剣道会  稲城中央剣友会 
若葉台剣道会  富士通剣道部 
  

[連盟旗の紹介] 
上記中央の写真は、当剣連の「連盟旗」です。

平成 10 年に 30周年を記念し、当時の会長であ
る範士八段 長内淳介 先生を中心として作成
されたものです。由来について、当時の長内先
生のお言葉より抜粋します。 
 

稲城市剣道連盟 
 
結成 昭和 43 年 8月 
会長  石ケ森 重人 
理事長 安里 孝信 
事務局 内藤 康裕 

TEL: 042-331-7792 
会員数: 一般  120 名 

中学生 65 名 
小学生 40 名 

加盟団体: 8 団体 
合同稽古:  

通常 第 1,3 日曜 
稲城市総合体育館 

  Home Page: 
http://www.inagi-kenren.

com 

 

 

会長 石ケ森 重人 

[少年・一般剣道教室にて] 
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【主な活動状況】 
 
 主管大会 ・稲城市スポーツ大会   5 月下旬 
 ・稲城市民体育大会   ９月下旬 
 
 審査会 ・春季二級以下審査会   ４月中旬 
 ・秋季二級以下審査会   １０月上旬 
 
 講習会 ・剣道形、審判講習会   ８月中旬 
 ・木刀による剣道基本技稽古法  年３回 
 
 稽古会 ・少年一般剣道教室 毎月最終日曜日 
 ・一般合同稽古会    毎月第１、3 日曜日 
 
【加盟団体】 

 
 稲城少年剣道クラブ 代表 内藤 康裕 

稽古日 水曜日 19:00～21:00   日曜日 8:30～11:00  
稽古場所 稲城第一中学校、稲城第三小学校 
対象 小中学生・一般（高校生以上） 
内藤 TEL:042-331-7792 
Home Page http://www.geocities.jp/inasyo_ken/ 

 
 矢野口剣道会 代表 石川 隆彦 

稽古日 水曜日 19:00～21:00   日曜日 7:30～10:00  
稽古場所 稲城第七小学校 
対象 小中学生・一般（高校生以上） 
連絡先 石川 TEL:042-378-6470 

 
 平尾剣友会 代表 大嶋 修 

稽古日 火曜日 19:00～21:00   土曜日 17:00～19:00  
稽古場所 平尾小学校、フレンド平尾体育館 
対象 小中学生・一般（高校生以上） 
連絡先 中山 TEL:042-331-7320 

 
 稲城剣友会 代表 田中 眞人 

稽古日 火曜日 第一、三金曜日 19:00～21:00  
稽古場所 稲城第四小学校 
対象 小中学生・一般（高校生以上） 
連絡先 田中 TEL:042-377-2214 

 
 向陽台剣道会 代表 倉島 秀夫 

稽古日 金曜日 18:30～21:00   日曜日 8:30～11:00  
稽古場所 向陽台小学校 
対象 小中学生・一般（高校生以上） 
連絡先 倉島 TEL:042-378-5285 
Home Page http://www.koyodaikendokai.jimdo.com 

 
 稲城中央剣友会 代表 小野 洋助 

稽古日 木曜日 19:00～21:30   日曜日 19:00～21:30  
稽古場所 稲城総合体育館 
対象 小中学生・一般（高校生以上） 
連絡先 佐藤 TEL:042-401-1618 
Home Page http://www9.plala.or.jp/inagityuoken/ 

 

 
[少年・一般剣道教室にて] 

 

 
[木刀による剣道基本技稽古法講習会にて] 

 

 
[剣道形・審判講習会にて] 

 

 
[稲城市スポーツ大会にて] 
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平成 27 年度役職 
顧 問 長内 淳介、水本 隆太、庄司 英三、上原 幸一、田中 眞人 
参 与 中山 亨一 
会 長 石ケ森 重人 
副 会 長 大嶋 修、 甲斐 睦章 
理 事 長 安里 孝信 
副 理 事 長 飯干 祐一、 石川 隆彦 
事 務 局 長 内藤 康裕 
会 計 晴山 百栄 
会 計 監 査 若林 麻美、 後藤 桂子 
西東京理事 甲斐 睦章 
体 協 理 事 中泉 直義 

 
歴代三役 

,年度・役職  会   長 副   会   長 理 事 長 
平成７年 長内 淳介 石ケ森重人    上原 幸一 
平成８年 長内 淳介 石ケ森重人    上原 幸一 
平成９年 長内 淳介 石ケ森重人    上原 幸一 
平成１０年 長内 淳介 石ケ森重人    上原 幸一 
平成１１年 長内 淳介 石ケ森重人    上原 幸一 
平成１２年 庄司 英三 石ケ森重人    上原 幸一 
平成１３年 庄司 英三 石ケ森重人    上原 幸一 
平成１４年 庄司 英三 石ケ森重人    上原 幸一 
平成１５年 庄司 英三 石ケ森重人    上原 幸一 
平成１６年 庄司 英三 石ケ森重人    上原 幸一 

 若葉台剣道会 代表 宇津木 謙二 
稽古日 月曜日 19:00～21:30   金曜日 19:00～21:30  
稽古場所 稲城第六中学校体育館 
対象 小中学生・一般（高校生以上） 
連絡先 宇津木 TEL:042-377-9806 

 
 富士通剣道部 代表 有川 保仁 

稽古日 火曜日 18:00～21:00   金曜日 18:00～21:00  
稽古場所 富士通川崎工場体育館 
対象 一般 
連絡先 大塚 TEL:045-902-3850 
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平成１７年 庄司 英三 石ケ森重人 上原 幸一   佐藤 宏 
平成１８年 庄司 英三 石ケ森重人 上原 幸一   佐藤 宏 
平成１９年 庄司 英三 石ケ森重人 上原 幸一   佐藤 宏 
平成２０年 庄司 英三 石ケ森重人 上原 幸一   佐藤 宏 
平成２１年 石ケ森重人 田中 眞人    甲斐 睦章 
平成２２年 石ケ森重人 田中 眞人    甲斐 睦章 
平成２３年 石ケ森重人 田中 眞人    甲斐 睦章 
平成２４年 石ケ森重人 田中 眞人    甲斐 睦章 
平成２５年 石ケ森重人 田中 眞人 大嶋 修   甲斐 睦章 
平成２６年 石ケ森重人 田中 眞人 大嶋 修   甲斐 睦章 
平成２７年 石ケ森重人 大嶋 修 甲斐 睦章   安里 孝信 

 
 
高段者 

教士 八段 石ケ森 重人 錬士 六段 白岩 輝久 五段 白井 五郎 
教士 七段 庄司 英三 錬士 六段 中山 享一 五段 宇津木 謙二 
教士 七段 水本 隆太 錬士 六段 酒寄 仁 五段 宇田川 好雄 
教士 七段 鈴木 一夫 錬士 六段 松本 晋弥 五段 厚海 政一 
教士 七段 佐藤 宏 錬士 六段 江川 克弘 五段 南澤 誠 
教士 七段 田中 眞人  六段 石川 隆彦 五段 冨士川 裕司 
教士 七段 安里 孝信  六段 倉島 秀夫 五段 瀬野尾 晃弘 
教士 七段 大嶋 修  六段 堀澤 勲 五段 長内 和久 
教士 七段 中泉 直義  六段 川井田 義幸 五段 中野 光雄 
教士 七段 黒木 聡明  六段 友安 秀徳 五段 若林 麻美 
教士 七段 向後 昭雄  六段 但馬 淳仁 五段 濱中 明代 
教士 七段 甲斐 睦章  五段 岡本 茂樹 五段 鎌田 陽一 
錬士 七段 吉澤 博幸  五段 石田 光広 五段 晴山 百栄 
錬士 七段 土屋 誠  五段 有川 保仁   
錬士 七段 濱中 雄三  五段 小川 三男   

 七段 飯干 祐一  五段 大竹 俊行   
        
        
        
        

 


