
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

・・・自分のせいにする・・・ 

香田露伴は人生における成

功者と失敗者を観察し一つ

の法則を発見したそうです。

大きな成功を成し遂げた人

は、失敗を人のせいにするの

ではなく自分のせいにする

という傾向が強い。物事がう

まくいかなかったり失敗し

てしまった時、人のせいにす

れば自分は楽です。あいつが

こうしなかったからうまく

いかなかったのだ・・・あれ

がこうなっていなかったか

らから失敗したのだ・・ 

物事をこのようにとらえて

いれば、自分は傷つくことは

ありません。悪いのは他であ

って自分ではないのだから

気楽です。だが、こういう態

度では物事はそこで終わっ

てしまって、そこから得たり

学んだりすることは何もあ

りません。失敗の原因を自分

に引き寄せる人は同時に「あ

れはああでなく、こうすれば

よかった」という反省するこ

とになります。それが進歩で

あり前進であり向上という

ものです 

これは、うまくいかなかった

時、人のせいにしてはいけな

いことがよく理解できる教

えです。成功した先人のおし

えを自分のこれからに生か

し、楽な方ではなく進歩のと

もなう方に目を向けていき

たいものです。 

おきてしまったことは全て

自分のせいです。 

名空会からて道場 広報紙  

№２５９ 平成２８年 10 月（2016 年） 

道場 Tel 7 4 - 7 3 3 1 

道場 Fax 7 3 - 2 2 2 5 

師範 携帯メール sasaki-5025-sihan@docomo.ne.jp 

   電話  090-3254-3976  〒503-0805 大垣市鶴見町 166-2 

 

大垣（本部道場）昇級審査会の予告 

10 月 27 日（木）大垣市武道館 

白・黄帯 午後 6：00～7：00 

緑・茶帯 午後 7：00～8：30、一般 8：00～8：30 

本部道場・養老道場・池田道場・神戸道場の上級受審者（1・2・3 級）は 

この審査会を受審します。 

雄平指導員の教室  金曜日 7：30～9：00 

高校生も参加し、基本・形はもちろん、組手のけい古

も行っていますので気合いの入った雄平教室です。 

本部道場の小学生・中学生有志と雄平指導員の「北方教室」生徒も

月 2 回参加してのけい古になります。（師範の許可が必要） 

 

昇段審査会の予告 11 月６日（日）大垣市武道館 

1 の上級合格者で師範が受審を認めた会員。 

香田露伴 こうだろはん 
慶応３年～昭和 22 年 
（1967～1947） 

明治、大正、昭和期の小説家・随筆家 

一般生のけい古風景 
 

範士八段 
師範 佐々木 清巳 
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平成28年

西道場

7:00~8:30 7:30~9:00 6：30～8：20

曜日 月 木 月 金 火 木 水

担当 城野指導員 長谷川指導員 師範 雄平指導員 師範 長谷川指導員 城野指導員（第2）

3 6 3 7 4 6 5

10月 １０祝休 13 10祝休 14 11 13 12

17 20 17 21 18 20 19

24
27

武道館
24 28 25

27

武道館

27

武道館

31 31

一般　7：30～9：00

3祝 4 1 3祝 2
7 10 7 11 8 10 9
14 17 14 18 15 17 16
21 24武道館 21 25 22 24武道館 24武道館
28 28 29 28本部道場

予定表 11 火

23 日

25 火

10月 27 木

27 木

28 金

8 火

13 日

15 水

11月 22 火

24 木

24 木

25 金

神戸下宮小学校 北方空手クラブ

時間

はつらつさっそう 溌溂颯爽

　　Ｆａｘ：７３－２２２５ 　e-mail：sasaki-5025-sihan@docomo.ne.jp　(携帯メール）

さやか研究会　223回目　午前5時 道場 師範・矢田貝・河村・長谷川

武道館稽古日＆保護者見学会 大垣市武道館 少年部・一般

昇級審査会：養老道場 高田中武道館

いつも、気持ちをさわやかにしておく。

いつも、さっそうとした気分でいる。

5：00～6：20

武道館稽古日＆保護者見学会 大垣市武道館 基礎コース

稽古を休まれる場合は、ご連絡いただくと状況が分かり助かります！！

本部道場
ＴＥＬ74-7331　　　※Fax　＆　e-mail　は受付のみとなりす、返信はありませんのでご了解ください

西道場 　　本部道場　0584-74-7331　　（師範携帯に転送されます）
関連道場

養老町武道館・笠郷小体育館 河村接骨院道場・池田町総合体育館 本部道場・緑が丘会館

名空会の一般生

武道館稽古日＆保護者見学会 大垣市武道館 基礎コース

池田道場生の本部けい古日 道場 本部一般＆池田道場生

西濃地区空手道大会 大垣市武道館 代表選手出場

秋の審査会

名空会特別けい古日 研修道場（大垣）

さやか研究会　222回目　午前5時 道場 師範・矢田貝・河村・長谷川

昇級審査会 大垣市武道館 少年部

池田道場生の本部けい古日 道場 本部一般＆池田道場生

名空会特別けい古日 研修道場（大垣） 名空会の一般生

大垣市体育大会　空手競技 大垣市武道館 代表選手出場

白・黄　5：30～7：00 緑・茶・黒帯　7：00～8：30

毎月・第4木曜日・第4金曜日（基礎コース）はご子息ご令嬢の成長ぶりをどうか見学に来てください

次月

4
11
18

25武道館

武道館時間割

7

14

21

28

武道館
武道館：5：00～6：20

金

美登里指導員

10月度　稽古予定表 名空会岐阜県本部

基礎コース 少年部 中・高生 一般

Ⅰ部　5:00～6:30　
Ⅱ部　6:00～7:30　
Ⅲ部　7:00～8:30

7：30～9：30

時を守り 場を浄め礼を正す


