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今年は日中間で第１

号となった神戸・天津

友好都市提携30周年の

年にあたり、神戸市長

の天津訪問等、数多く

の記念事業が計画され

ており、今回のカーニ

バルは、NPO法人化記

念1周年のお祝いも兼ね

て盛大に開催しようと、

天津市民でもある名誉顧問の郭福厚老師の招

請を計画していました。しかしながら予想外

の新型肺炎（SARS）の感染拡大により、3 0

周年記念の各種事業が相次いで中止・延期と

なり、日中間の人的交流が停滞するという状

況で、郭福厚老師の招請も延期せざるを得な

くなりました。

こうした事態の中、当協会はスポーツNPO

団体としての立場で、微力ながらも新型肺炎

（SARS）支援のための募金活動を行うことを

決定し、関係団体、機関等と協力し募金を呼

びかけ、短期集中的に取り組みを行いました。

カーニバルの案内と併せて募金のお願いを関

係各団体に送付し、また協会のホームページ

でも募金のお願いを掲載しました。

カーニバル当日

には、会場に募金

箱を設置し、会員

をはじめ来場者、

市民に広く呼びか

けを行いました。

募金は郵便振替で

の受付の関係で７

月７日付で締切り

ましたが、お陰様

で378,482円の浄財を集めることができまし

た。カーニバルの開会式では、中国駐大阪総

領事館の趙大為領事と孫忠宝副領事のご臨席

を賜り、募金の一部10万円を手渡させていた

だきました。総領事館を通じて北京に送金す

ることで、国家関係機関・部門等で役に立て

るように、ご手配下さいました。また残りの

募金は天津市対外友好協会を通じて、天津市

衛生部に送金しました。

今年のカーニバルはSARSの影響から従来の

計画を大幅に変更することとなりましたが、

「災い転じて福となす」、「陰極まりて陽と為す」

ではありませんが、開催にとってマイナス面

の多い中、逆にこれをバネにすることもでき

ました。例えば、昨年からスポーツ振興くじ

（toto）の助成金を受けることが決定しており
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ましたので、名称を従来の「発表会」から

「交流大会」へと変更し、第１部を表演競技会、

第２部をグループ発表会、そして第３部を

SARS支援活動キャンペーン協賛の特別表演会

とすることで、最初から最後まで見応えのあ

る構成となりました。

第１部の表演競技会では、太極拳部門、長

拳部門に各８名の選手がエントリーし、最優

秀賞、優秀賞、努力賞、敢闘賞、特別賞、審

査員特別賞が選ばれました。第２部のグルー

プ発表会は、過去最高となるチーム数 61( シ

ルバーエイジ演武を含む）、のべ約600名の参

加となりました。また、第３部は当会のコー

チ陣も含めて、日本に在住され活躍されてい

る中国人コーチを招請し、特別表演をしてい

ただくことで、交流大会に花を添えて頂きま

した。特に、四国大学生活科学部教員の范永

輝氏ならびにその仲間の方達と、NPO法人中

国武術研究会（広島県三原市）主任コーチの

王輝氏には、遠路はるばるご参加をいただき

ました。この誌面を借りて厚くお礼申し上げ

たいと思います。

武英級・元全国チャンピオンを含め総勢５

名による中国人コーチ・老師達の表演は圧巻

で、まさに技と美の競演となり、武術太極拳

の母国・中国にエールを送るかのようでした。

竹中保仁、品川仁志両コーチも友情出演とし

て舞台に立ち、中国人コーチの方々に負けず

劣らず、熱のこもった表演を行い、日中の武

術の交流の一コマを象徴しているようでした。

プログラム進行が小一時間近く遅れたにも

かかわらず、最後まで観客の皆さんに残って

いただきました。立錐の余地もない程の満席

状態で、次々に繰り広げられる素晴らしい表

演を、熱く静かにご覧いただき、大きな声援、

拍手をいただいたことに対し深く感謝したい

と思います。

中国の武術界には、「以武会友」「武林是一

家」という諺がありますが、最後の締めとな

る特別表演会はまさにこの言葉通り、日中の

コーチ陣達およびその関係者、観客、スタッ

フの一体感のもとフィナーレを迎えられたの

ではないかと思います。今回のカーニバルが

正に「交流大会」の名に恥じぬものとして、

参加された方すべてが、色々な意味でよい交

流体験をされ、日々の練習の糧の一つになれ

れば、このカーニバル交流大会の主催・運営

側として喜びにたえません。

最後に、2003年神戸太極拳カーニバル交流

大会に参加していただいた、すべての方に感

謝申し上げるとともに、とりわけ準備不足等

でプログラム進行やその他、様々な問題があ

るにもかかわらず、臨機応変に対応して裏方

に徹していただいたスタッフの方々に深くお

礼を申し述べたいと思います。 （上り浜記）

太極拳を習い始めて一年余り。途中病気を

したり、用事があったりで、月三回の練習も

休む事が多々ありました。先生は熱心に汗を

流して教えて下さるのですが、なかなかその

場限りで頭に入らず、まだまだ体がついてい

かないという状態ですが、「こわいもの知ら

ず」でカーニバルに参加する事になりました。

私達の西部コミセングループは、出番が割

合と早く、早々と着替えをし、慌ただしく、

そして緊張しつつリハーサルを済ませていよ

いよ本番。



3

舞台に立つと観客席が割合と暗く、人の顔

が見えなかったので「アガル」という意識は

余りありませんでした。ただ入門・初級共、

完全に自分のものになっていないので、前の

人の動きを見ながら、なんとか演じる事がで

き「やれやれ !!」。

その後はリラックスして皆さんの演武を見

る事ができました。カラフルな表演服を来た

人達は、まあなんと優雅にゆったりと滑らか

に演じておられるのかとうらやましく思いま

した。私もあのように演じられる様に、これ

からもっともっと練習に身を入れ頑張ろうと

思いました。そして又、「井の中の蛙」になら

ず、「大海」を知った事、参加して良かったと

感謝しています。ありがとうございました。

今回で３度目の出演となったカーニバル。

簡化24式と練功十八法を表演しました。

練功は今年の４月から始めたばかりで、しか

も準備体操のつもりでしていたので、急に練

功で出ると決まった時は「ええ～っ！」と驚

いてしまいましたが、本番では他の教室の方

たちが一歩前に出て表演してくださったの

で、斜め前をチラチラと見ながらい

つもの準備体操のつもりで出来まし

た。（ほっ・・・）

加藤先生の「2 4式は今回で終わりに

しましょう、来年は 32勢で出ましょ

うね。」との言葉に、(よ～し、がん

ばろう！)と意気込みだけはしっかり

持って舞台に立ちました。ところが

ところが、終わってみると所々頭が

まっしろになっていて、ちゃんと動

けたかどうか全然覚えていなかった

のでした。

第１部の競技会と第３部の中国の老師の

方々の表演は、本当に圧巻でした。特に中国

の范老師の九節鞭の表演は子供達がすごく興

味を示していました。私も直立不動で見とれ

てしまいました。

ＳＡＲＳの影響で郭老師がいらっしゃれな

かったのは残念でしたが、カーニバルに参加

できて、他の教室の方や中国の老師の方々の

表演も見られてとても感動しました。来年も

楽しみにしています。

私はカーニバルに行って一番楽しみにして

いたのは抽選会です。今年でカーニバルに出

たのは３回目です。表演競技の部では審査員

特別賞をもらいました。それと、花束を中国

の先生に渡しました。舞台裏でさやのちゃん

達と中国の先生の表演を見ました。その中で

ベルトみたいなもの（九節鞭と言うそうです）

を振り回しているのを見て「すごいなぁ」と

思いました。私は「どのぐらいあるんですか」

と聞きました。先生は「１mぐらいある」と

言いました。

そして抽選会、扇が当たりました。



4

息を弾ませ、汗を滲ませて、観客席から聞

こえる拍手に送られ次々と帰って来られる老

師・コーチの皆さん。出番前の穏やかな表情

を一転させて披露される演武を、私はスタッ

フの一人として、舞台の袖から見ていました。

真横の位置、カーテンの隙間からとはいえ、

持ち場が違う

他のスタッフ

に比べると、

多くの表演を

見る事ができ

たでしょうし、

ましてや、特

別表演会にご

出演くださっ

た老師・コー

チの方々の舞

台袖での様子

を拝見できた

のは、役得だ

ったかもしれません。

私が担当したキュー係は、音楽や表演チー

ムの紹介がタイミングよく入るよう舞台の様

子を確認して、アナウンス係や音響担当者に

キュー( 指示 )を出すのですが、やってみると

案外難しい係です。チーム毎に舞台での立位

置が違い、動きも違うのに、打ち合わせ無し

のぶっつけ本番で、音楽をオン・オフするタ

イミングがわからなかったり、予定原稿が急

に変わったり。薄暗い舞台の袖で少々慌てる

場面もありましたが、何とか乗り切る事がで

きたのは、アナウンス係や舞台進行係との連

携があったからだと思います。

いくつかの反省点と心地よい疲労感・達成

感を残して、今年のカーニバルも無事終了し

ましたが、今回の経験を次にスタッフとして

参加される方にも良い形で引き継ぐ事ができ

ればと思いました。

私たちは、神戸太極拳カーニバルに初めて

参加しました。カーニバル参加を決めてから

の２カ月間、

がんばって練

習しました。

週に１度の教

室が終わって

からの１時間

は空腹とも闘

いながらの練

習でした。先

生にいただい

たカセットと

プリントでの

自宅練習…家

族の視線を気

にしながらの練習でした。５月には、特別に

２度、先生が場所を手配してくださり、２時

間みっちり練習をしました。後になって「こ

の２度の練習のおかげで、なんとかなったね」

と、皆でよく話しました。「もう辞める」と、

早々に根性ナシぶりを発揮していた私でさえ

「もしかしたら覚えられるかも」と、思った

くらい密度の濃い練習でした。練習中、先生

は「スゴク上手になった」「スゴクまとまっ

てきた」と、いっぱい誉めてくださいました。

「ほんまかな」と、思いながらも、その気に

なってがんばることができたのは、先生のお

かげです。本当にありがとうございました。

そして迎えた発表会当日。梅雨の季節とは

思えないほどの好天に恵まれ、自然と心もう
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きうきしてきました。皆と一緒に会場入りし、

同じチームで参加する他の教室の方たちと、

初めて合同で練習しました。ペアを組む相手

と初めて会った人もいましたが、うまく息が

あったと喜んでいました。リハーサルも終え、

いよいよ、どきどきの本番です。本番では緊

張して、何が何だかわからないうちに終わっ

てしまいました。でも、終わってからの気持

ちは、何ともいえず良く、皆と参加すること

ができて本当によかったな、と思いました。

先生も皆も笑顔、笑顔でした。

自分たちの出番が終わってからは、ゆっく

りと他のチームの演技を見ました。太極剣や、

梅花扇等、初めて見る種目も多く、とても楽

しかったです。特別表演会は、素晴らしくて

「ホントにすてき」と、見とれてしまいました。

長かった１日も終わりです。打ち上げの席

で、カーニバルのおかげでたくさんの人と出

会えたこと、教室では話をしたこともなかっ

た人と仲良くなれたことが、一番よかったな、

と思いました。また、皆で参加できればうれ

しいです。

私は、一番最初につるぎをすることになり

ました。大会よりはきんちょうしなかったけ

れど、ステージにもあがっていないのにドキ

ドキしました。ステージにあがると、いろい

ろな人がきていました。むねがドキドキする

ので大きく息をすってひょうえんしたら、だ

いじょうぶで、ステージにあがるのが少しず

つなれていきました。

最後になって先生たちのひょうえんを見

て、一番かっこよかったのが竹中先生のつる

ぎでした。とってもかんどうしました。私も、

もっとたくさん練習してじょうずになれたら

いいなと思いました。

早朝、圓山飯店のベランダから見た「ゆっ

たりとしたラジオ体操」、これなら私にも出来

そうだと思い、西区民センターに通い出した

のが太極拳との出会いでした。

私事の雑用等で休みがちな十余年でしたが、

いよいよシルバー表演の出場資格有りであら

ためて歳を再認識しました。しかし、皆さん

の中では私が一番若いのだと思い、それなり

に頑張りましたが、容姿・智力・体力全てに

おいて、私が一段と劣り、老いておりました。

でも、周りの方々から刺激を受け、元気の素

だけはしっかりと頂戴してきました。

今まで続けられたのも御教導を下さいまし

た先生の「楽しくやりましょうね」の御言葉

によるものと感謝いたしております。今後も

太極理論「陰・陽」を、少しでも見極めたい

と思っております。

皆様、これからもよろしくお願い申し上

げます。 謝謝
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ところで「KOBE国際交流フェア」

って何？

私も当日まで知りませんでした。今年

で３回目らしいですが、アジア・南米・

欧米の国々が、各ブースに、自国の紹介

のパネルやパンフレット、ビデオや民芸

品などを置いています。ブースを見てま

わると国の特徴などを説明してくれま

す。また、各国の代表的な食べ物の屋台

が出ており（値段も200円 ～ 500円位）

食べ歩きできるよう並んでいます。

大きな特徴は、メジャーな国が少ない

点です。中国の奥地の少数民族、ウィグル族

や雲南民族といったぐあいです。もちろん、

韓国、フィリピンやインドネシア、モンゴル、

カナダ、ロシア、チリ、ペルー他も出展して

いました。

とりあえず、私たちは中国担当ということ

で、ブースには天津の泥人形や絵葉書をおい

てました。もちろん、演武もあります。スペ

ースシアターの中のステージで、24式、32式

剣、ちびっこ達の長拳など。出番が11時40分

のお昼頃で、あちこちの屋台からは心さそわ

れる良いにおいがしてきます。ステージの前

にテーブルといすがあるので、食べながら見

るといった、リラックスした雰囲気です。そ

んな様子ですから、太極拳で出演された方も、

いつもより緊張感が少なくてゆったりとでき

たかもしれません。

ステージでは、中国ウィグル族の古典舞踊

やモンゴルの馬頭琴など、どんどん出てきま

す。日本代表は琴でした。目の不自由な方で

すが、子供の頃から習っていてすばらしかっ

たです。琴で中島みゆきの「地上の星」も演

奏していました。

私は出番が終わると屋台めぐりとブースめ

ぐり。ちょっとした小旅行をしました。ベト

ナムの生春巻、ペルーのタコス、ロシアの焼

そばなど。日本のファーストフード代表は、

巻き寿司とおにぎりでした。外国の方は巻き

寿司を買っていましたが、私は他の国のもの

を食べたいのでやめました。

おもしろいブースに、200円で各国の民族衣

装が着れて、ポラロイド写真を撮ってくれる

というのがありました。中でも最も人気があ

ったのは韓国のチマ・チョゴリ。色が鮮やか

でとても美しいです。実は、私も200円なら安

いとチマ・チョゴリを着ました。初めて着た

のでうれしかったです。そして年がいもなく

厚かましくもカナダの「赤毛のアン」にも挑

戦。これは意外にも自分で言うのも何ですが

「かわいい」（読者の皆さんからの批判は広報

へどうぞ！）写真を広報に渡して載せてもら

おうかと思ったりして。きっと、カットされ

るでしょう。

太極拳の発表会とはまた違った楽しさがあ

りました。今年、参加できなかった方、また

どんなものかご存知なかった方、もし来年、

時間があれば出てみて下さい。太極拳が終わ

ったあと、ぶらぶら各ブースを歩くのもまた、

おもしろいですよ。屋台も楽しいですよ。

（飯田記）
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ジュニアオリンピックカップ武術太極拳大

会の出場選手は競技種目により未就学から22

才以下または大学生と年齢規定があり、24式

太極拳、総合太極拳、長拳、南拳、南刀、南

棍、長・短器械など16種目、男女計32種目で

延べ583人が出場し、競技が行われました。

６月１日（日）、大津市皇子が丘体育館で今

年で10回目を迎えるシルバー大会が開催されま

した。JR湖西線西大津駅下車、徒歩３分の近

距離ですが、神戸からはかなりの距離でした。

協会からの参加者は20名で、男子太極拳Ｃ

の部で丸山惣一さんが１位、女子2 4式太極拳

Ｃの部で大浜文子さんが６位、新田米子さん

が７位、男子太極拳の部で丸山惣一さんが２位

に入賞されました 。

この体育館では第５回シルバー大会も開催

され、９名が参加、当時のメンバーで今回も

エントリーした人は２名ですが、それ以外の

メンバーで現在も協会で頑張っている人もお

ります。（私もその一人です）第１回大会の

全体のエントリー数は延べ100名足らず、今

回は延べ500名超。10年でこれだけ太極拳人口

が増えたのにびっくりです。

75歳以上は2 4式前半なので、 脚、下勢な

しで、最高年齢男子92歳、女子84歳。抱拳礼

プラスお辞儀のほほえましい風景も時々見受

けました。陳式、楊式、孫式、総合、剣、刀

などに挑戦する人も多くなり、シルバー層の

深さを感じた大会でした。

10年たつと当初の上位入賞者の姿が少なく

て、少し淋しく思いましたが、選手を引退し

ても、各所属団体で活躍されているのを聞く

につけ、高齢者の健康法としての太極拳の良

さを感じました。

今回は最後まで見ずに帰りました。年で

しょうか？　　　　　　　　　（小比賀記）

全日本武術太極拳競技大会は前年夏の全日

本選手権大会の成績に基づき指定された選抜

選手と、都道府県連盟推薦選手が出場し、国

際競技規定套路種目の長拳、南拳、各種器械、

総合太極拳、42式太極剣など12種目、 24

種目で延べ322人が出場し競技が行われました。

男女計
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今日で神戸まつりに参加したのは、二回目

です。去年は、入門長拳がおぼえたてだった

けれど、今年は、自信をもってがんばれまし

た。もっともっと練習して、来年も神戸まつ

りに出たいと思います。今日は、楽しかった

です。

ぼくは５月18日にこうべ祭りに出ました 。

はじめはテレビに写るかなあとか友だちが見

にくるかなあとか考えていました。そしたら

出えんの時間になったのでフラワーロードに

行ってえんぎが始まりました。そしてえんぎ

が終わって家に帰りました。その次の日に友

だちが「小野君、テレビに出ていたよ」とい

ったのでびっくりしました。

第33回神戸まつり、わくわくパフォーマン

スに参加しました。新緑の六甲の山脈を正面

に見ながらフラワーロードに入り、東遊園地

横、市役所前と二度の演武です。お天気も良

く、時間も正午なので沿道には大勢の観客で

おまつりムードいっぱいです。

NPO神戸太極拳協会と紹介があり、観衆の

眼差しを感じながら、ゆっくりした動きで太

極拳 =子供達の長拳 =梅花扇と横に長く並び、

３種の演技を、勇壮な音楽、そしてドラの音

に合わせて演武しました。教室は違っても当

日に合流して、すんなりと共演出来るなんて

…皆さんすばらしいです。

来年の神戸まつりには加古川教室からも多

数の仲間で参加出来る様に励みます。
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私達は毎週土曜日に県庁斜め向かいにある生

田文化会館にて５時30分～７時までを初級クラ

ス、６時30分～８時30分までを中・

と２クラスに分けて練習しております。練習メ

ンバーも増え、５才から成人まで、30名を超え

ようとしています。

今年４月より、基本技術の更なる向上と

武術隊」として技術を強化するためにクラス

分けしました。初級クラスでは、基本功を中心

に、カンフー体操１・２、入門長拳、初級・少

年長拳を練習しており、協会客員コーチである

周コーチと中国留学より帰国した品川コーチに

初級クラスを指導していただいております。

中・上級クラスでは初級・少年長拳、器械、規

定長拳等を練習しており、王コーチと私竹中が

指導を担当しております。ついつい指導に熱が

入り、休憩時間を取り忘れる事もありますが、

両クラスとも本場中国の練習内容を取り入れ、

中国と同じ環境とまではいきませんが、活気あ

る練習に励んでいます。 （竹中記）

于老師は神戸大学医学部に留学中の皮膚科

の医師です。幼少の頃より長拳等の武術に親

しんでこられましたが、大学生の時に出会っ

た呉式太極拳に魅せられ、研鑽されています。

協会の内外から40名が参加した講習会は、

極拳の歴史や目的などの講義から始まり、専

門分野の医学的見地からも保健体育としての

太極拳について話され、ストレスが多い現代

社会で常に興奮状態にある脳にとって、意識

を集中して太極拳を行なうと、脳の多くの部分

を休ませる事ができるので、心の安静に有効で

あると強調されました。

実技では「身体ほぐし」より先に「心ほぐし」

が大事であると、站 功をしながら自分の体

を内視しました。常に外に向いている意識を自

分の体の中に向けるだけで安静状態が得られる

のだそうです。そしてゆっくりと呼吸をしなが

ら意識を下、中、上の各丹田に集中すると共に

労宮からエネルギーが注がれるイメージ、細か

いフィルターを頭から足の先まで通して心身を

清涼にするイメージなどを学びました。

その後の「身体ほぐし」では、ポイントは関

節をほぐす事であり、特に腰が一番重要である

と、マッサージを加えたり、捻る方法を学びま

した。それに加えて呉式太極拳の発勁や雲手の

用法なども教えて下さいました。 （上柳記）

上級クラス

「神戸

太
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みなさんこんにちは。前回号まで中国から中国

便りを送らせて頂いておりました、品川です。無

事帰ってまいりました。帰国後もまた皆さんと中

国武術を愛好していきたいと当協会でお世話にな

っております。今後ともよろしくお願い致します。

さて、中国から帰ってきてまだネタがあるの？

と思われる方もおられるかとは思いますが … あ

るんです。今後は中国で学んできた特に長拳系統

のネタについて皆さんにお伝えしていきたいと思

っております。とは言ってももちろん太極拳を練

習されている方々にも共通する事は多数あるかと

思いますので、太極拳専門の方も読んでください

ね。それではいってみましょう。(カッコ内のア

ルファベットの後の数字は声調を表します)

まず第１回目のこのコーナーでのネタは…圧

腿（ya1 tui3：ヤー トゥイ ）です。中国武術を

練習していく上で切っても切り離せない、最初

から最後まで要求される柔軟性を鍛える練習方

法の１つです。特に下半身の柔軟性を鍛える練

習方法です。またバランス感覚の強化や筋力ト

レーニングにもなります。圧腿の代表的な種類

としては４種類、弓歩圧腿、仆歩圧腿、側圧腿、

正圧腿があります。

弓歩圧腿 ( gong1 bu2 ya1 tui3：ゴンブーヤートゥイ)

主に大腿前部の大腿四頭筋の靱帯を柔軟にする

ための圧腿です。

練習方法は1：弓歩の姿勢をつくる。2：後足の

踵を上げつま先を前に向ける。3：上体が前に倒

れないように注意しながら大腿前部が伸びてい

る事を確認、意識する。4：上体を上下運動させ

る事で負荷をかける。

仆歩圧腿 ( pu1 bu2 ya1 tui3 ：プーブーヤートゥイ)

主に大腿部内部の内転筋、恥骨筋の靱帯を柔軟

にするための圧腿です。

練習方法は1：仆歩の姿勢をつくる。2：伸ばし

た足のくるぶしから下の部分を壁に沿うように

置く。3：両足裏が地面から離れてはいけない

（離れてしまう場合は仆歩の姿勢を少し高くす

る）。4：両手で両足首をつかむ（つかめない場

合は伸ばしている足の膝を手で押さえる）。

5：上体を上下運動させる事で負荷をかける。

※ 紙面の都合で、他の２種の圧腿は次号に紹介

させてもらいます。以上の圧腿を行う際には、

上体をまっすぐにして息を吐きながら、無理を

せず、ゆっくりと行って下さい。（編集部）

中国の紅い玉を抱いて十二年が過ぎましたが、

「太極拳」とめぐり会って今日まで続けていて良

かったなと早朝の公園での練習から帰って汗を

流してほっと一息ついた時にいつも思います。

片肺ながら少しでも体力を維持して健康で過ご

すことができればと思い、習い始めたのですが、

当初は、体がリラックスできなく力が入るばか

りで套路も満足に覚え

ることができなくなん

と難しいスポーツなん

だろうとあきらめかけ

ていました。でも少し

ずつあせらず続ければ

まだ不十分ですができるんだなと実感していま

す。それとたくさんの仲間ができ、年の差を越

えて語り合えることは楽しいものです。これか

らもよろしくお願いします。

※次回の執筆者は、西さんです。
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「尾閭中正」は「尾閭正中」とも言いいますが、

意味は同じです。「尾閭穴」は尾骨の末端にあり、

「尾閭中正」も身法を中正に成す部分といえ、古

典の要訣である≪十三勢歌≫には「尾閭中正神

貫頂」(尾閭を中正にすれば、神は頂に達す)と

歌われており、「尾閭中正」の要求は「鬆腰臀」、

「虚領頂勁」の作用と同じす。実際に「尾閭中正」

と「鬆腰斂臀」は表裏の関係にあります。つま

り「尾閭」は臀部の中間に存在するため、「尾閭」

の中正か否かが、臀部の中正か否かと一致しま

す。「尾閭」自体は臀部の正斜にほとんど影響し

ませんが、臀部の正斜は「尾閭」の中正に影響

します。したがって、「尾閭」の中正を保持する

には、まず「臀胯」(臀部とそけい部股関節)の

中正を図らなければなりません。「鬆腰斂(垂)臀」

は技術的な作用のみではなく、臀部の中正と

「尾閭中正」の条件ともなります。「尾閭」が斜

に偏っていれば、内部的には尾椎と腰椎の接続

が正しくできず、真っ直ぐでなくなり、外部的

には臀部が歪んで突き出ていることなります。

よく見られる欠陥の例として、「拗歩」の際に

前脚の股関節が外側に突き出しやすくなり、臀

部は後ろへ突出します。こうなれば尾閭の状態

は必ず外斜するか、または後ろにそり上がるよ

うになります。他の例として「雲手」の左右運

動において、換手の後で肩が臀部に遅れて動く

とすれば、おのずと「臀胯」は側面に突き出す

こととなり、「尾閭」も必ず同じような動きとな

ってしまいます。
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（いずれも日曜日）

時間：13:30～ 15:30 会場：未定　

講師：周偉・竹中保仁　

講習費：全８回　10,000円

９月20日、10月４, 18日、11月29日、

12月6, 20日、 04年１月17, 31日

（いずれも土曜日）

時間：13:30～ 15:30

会場：加古川総合文化センター　

講師：竹中保仁　講習費：全８回　10,000円

昨年度より当協会のNPO法人化にともな

い、新会員制度（正会員・活動会員・一般会

員・賛助会員）のもとで会費（年会費）徴収

を行っております。

事務手続きが少し遅くなり恐縮ですが、７月

10日より今年度分の年会費の納入・徴収事務

を行っております。今年度（2003年度・平成

1 5年度）の年会費納入締切は８月 20日です。

該当する会員の方々には、年会費納入につい

ての関係書類を郵送または、各教室の指導員

を通じてお渡しすることとなっていますので、

ご確認願います。

年会費納入をいただきませんと、新年度会

員証の発行ができません。この会員証は年会

費の領収書も兼ねています。定款第９条２項

の（3）の規定により、連絡なく会費（年会費）

を請求から１年以上滞納したときは会員資格

を喪失しますので、十二分にご注意願います。

事務手続きが円滑に進むように、年会費納

入についての会員各位のご理解とご協力を、

よろしくお願い申し上げます。

前号に掲載しました「行ってきました春節祭」

の筆者は嶋岡啓子さんです。第11回兵庫県武術

太極拳選手権大会の文末が脱落しておりまし

た。脱落内容は「（兵庫県代表選手）のご活躍

とご健闘をお祈りします」。以上、13号の誤

植・脱落につきましてお詫び申し上げます。

９月21日、10月５, 19日、11月２, 16, 30日、

12月７, 21日
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