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11月の全国大会に向けて

日整少年柔道大会・形競技大会選考会

選手へエール
激励会▶ ３

インフォメーション
休日当番・相談日▶ ５
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公益社団法人群馬県柔道整

復師会は６月20日(日)、柔整

館群接道場で「第30回文部科

学大臣杯争奪公益社団法人日

本柔道整復師会全国少年柔道

大会」に出場する県選手選考

会を開催した。

県内の小学４年生から６年生

まで総勢40名が参加。全国大

会への出場を目指して日ごろ

の練習の成果を発揮し、熱戦

を繰り広げた。

各学年の上位に入った選手

の中から４年生１名、５年生

２名、６年生２名を代表選手

として選考した。

本来であれば出場選手が一

堂に会し、試合を行う予定で

あったが、新型コロナウイル

ス感染拡大を受け、学年別に

試合場へ入場する方式に変更

された。

少年柔道・形競技

選手選考会

日整

目標は優勝
ワクワクする

試合を

全国大会へ

出場選手を決定
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「第11回日整全国少年柔道形競

技会」の選手選考会は、６月22

日(火)午後８時に開始された。

本多重雄会員(草津)が指導する

髙橋瑛士・前間麻椰組、齋藤琉

偉・佐藤壱成組、藤川進会員

(高崎)が指導する關口粋颯・曽

我恒太組が参加した。

少年形競技会は、講道館「投

げの形」の手技（浮落・背負投

げ・肩車）、腰技（浮腰・払腰

・釣込腰）、足技（送り足払い

・支釣込足・内股）の左右、計

18本の技を演技する。演技の流

れ、技の完成度だけでなく、礼

法、足運び、演技中の態度も審

査対象となる。

厳正な審査の結果、高橋・前

間組の本大会出場が決定した。

また、これまで少年柔道大会

と形競技会には、進行時間の関

係で、同じ選手が出場すること

が適わなかった。しかし、今年

はコロナの影響により一般の部

開催が見送られたことで、前間

麻椰選手が初めて両大会への出

場を果たすこととなる。

少年柔道形競技会 選考会

前間選手、初の両大会出場へ

８月12日(木)、柔整館群接道

場での少年柔道指導会に合わせ

「第30回日整全国少年柔道大

会」「第11回日整全国少年柔形

競技会」に出場する選手の激励

会をおこなった。

原澤研祐会長は、練習等に協

力いただいているご家族、指導

者 の 方 々 に 感 謝 の 意 を 表

し、「選手の皆さんは全国大会

で存分に力を発揮できるよう、

健康に充分気をつけて練習に励

んでください」と激励した。

両大会は、例年10月の「スポ

ーツの日」に合わせ開催されて

いるが、昨年は新型コロナウイ

ルス感染症等の影響で中止を余

儀なくされ、本年も一般の部の

開催は見送られた。

今年は11月21日(日)東京の講

道館で両大会の開催が予定され

ている。

①後列左から、渡辺良行監督、６年生齋藤正眞・轟竜悟選手、原澤会長

前列左から、齋藤琉偉・前間麻椰・齋藤優芽選手

②左から田島隆行監督、取 髙橋瑛士・受 前間麻椰選手、原澤会長

選手にエール
激
励
会

①

②
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学生時代に一人暮らしをしているころ、

近隣の公園でボロボロの服を着た人たちが

うろついているのをよく見かけた。友達が

言う。「あんな風にはなりたくない」

当時の私は同意した。社会人となってま

ともな家のある暮らしがしたい。まじめに

働けば大丈夫なはず。怠惰で不真面目なも

のだけがああなるのだろう、と。

バブル景気が終焉してはいたが、まだ日

本全体が浮かれていた。その当時からは想

像もつかないほど現在の生活格差問題は深

刻化している。特にコロナ禍以降、不真面

目どころか、まじめに働いてきた人たちの

多くが職を失い、住まいを追われ、住所不

定の生活を強いられている。

路上生活を送らざるを得ない人たちが、

家を失うまでにいったい何があったの

か、？ああはなるまいと誓った頃は知らな

かったし、知ろうともしなかった。しかし

今は、知る必要に迫られていると感じる。

本書は社会問題となっている事象と憲法

との関係を溶きほぐす憲法入門書だ。「憲

法は私たちが守らなければならないもの

か」、「憲法改正を定める96条は改正でき

るか」など、24の質問に答えながら、日本

国憲法の思想と骨格を丁寧に解き明かす。

「曖昧で、不可解でだからこそ『難解』

という名によってパッケージングされ、且

つ、また避けられてしまう憲法の条文に人

間性を戻す」という真摯な試みに目を覚ま

させられる。と同時に多くの人間にとっ

て、より「まともな」社会を築くには、憲

法というフィルターを通して、私たち一人

ひとりの「人間」としての、「自分たち」

とは異なる存在に対する良心的な想像力が

不可欠だとも確信させてくれる。

国家と行政、民間による人権支援のある

べき姿を問いながらも、前述したホームレ

スの人々など、自分たちとは異なる存在を

回避することで保たれる自尊心など手放し

たほうが、ほかでもない自分自身を救える

とも教えてくれる。「健康で文化的な最低

限度の生活」の必要性とは？、社会保障の

根本についても考えさせられる一冊だ。

憲法を通して

異なる存在への

想像力を養う

BOOKS REVIEW

憲法への招待 新版
著者：渋谷秀樹
発行：岩波新書
定価：840円＋税

本の紹介
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９月の当番施術所
前橋 伊勢崎佐波 桐生みどり 太田 高崎 富岡甘楽

わたなべ接骨院
027-288-9996

風香整骨院
027-280-6178

あさひな接骨院
027-260-1234

阿部接骨院
027-268-3757

新井接骨院
027-285-4370

下沖町つばさ接骨院

027-233-1925

平田接骨院
0270-32-0498

大木接骨院
0270-21-6880

佐藤接骨院
0270-62-5534

さかい鍼灸整骨院
0270-76-4690

ねぎし接骨院
0270-22-2350

森接骨院
0270-25-1122

大川接骨院
0277-44-1151
NARI接骨院
0277-76-5005

さいとう整骨院
0277-43-8574
ながや接骨院
0277-74-5938

ほしの接骨院
0277-76-7042
すわ接骨院
0277-46-0901

鈴木接骨院
0277-46-3741
吉田接骨院
0277-52-0606

武藤接骨院
0277-22-4667
アース接骨院
0277-51-4276

高田接骨院
0277-43-1713
なかじま接骨院
0277-73-6902

むらかみ接骨院
0276-38-2595

さいとう接骨院
0276-56-8500

なみき接骨鍼灸院
0276-52-8588

桑原接骨院
0277-78-6763

増尾接骨院
0276-48-7252

小林接骨院
0276-31-4871

櫻井接骨院
027-326-2522
ほりこし整骨院
027-384-8283

間庭接骨院
027-373-6290
櫻井接骨院
027-361-8933

下田接骨院
027-371-6287
平井接骨院
027-362-6310

鈴木接骨院
027-373-0108
忍冬堂牛込接骨院
027-364-2439

林接骨院
027-371-3708
櫻井並榎接骨院
027-322-6658

さまた接骨院
027-372-2178
戸所接骨院
027-361-3241

牛込接骨院
027-346-5814

千住名倉清水接骨院

027-326-3741

やまな整骨院
027-347-6000

おおるい接骨院
027-384-8607

たちばな鍼灸接骨院

027-393-6810

宮原接骨院
027-326-3277

涌永接骨院
0274-62-1059

秋山接骨院
0274-63-6139

阿久津接骨院
0274-64-2701

矢島接骨院
0274-63-6840

阿部接骨院
0274-74-6841

伊藤接骨院
0274-63-2354

5日(日)

12日(日)

19日(日)

20日(月)

23日(木)

26日(日)

http://www.sekkotuin.or.jp/kyujitu/index.html

休日当番は変更となる場合があります。

詳しくは当会ウェブサイトにて、ご確認をお願い致します。左のＱＲコードからも
アクセスできます。
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休日当番

コロナ禍のため、ご相談の対応は電話

のみとなります。ご了承ください。

保険相談日

9月21日（火）午後8時

学術相談日

9月22日（水）午後8時

ＩＴ相談日

9月26日（日）正午

各種相談日

http://www.sekkotuin.or.jp/kyujitu/index.html


Build a better future.

公益社団法人
群馬県柔道整復師会

http://www.sekkotuin.or.jp/

Gunma
Judotherapist
Association


