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２２２２２２２２００００００００００００００００４４４４４４４４．．．．．．．．３３３３３３３３月月月月月月月月号号号号号号号号        駒駒駒駒駒駒駒駒場場場場場場場場剣剣剣剣剣剣剣剣友友友友友友友友会会会会会会会会  

 

☆    先生方よりひとこと                                

 

 

丸山先生丸山先生丸山先生丸山先生よりよりよりより    

    

駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会は人間形成道場人間形成道場人間形成道場人間形成道場である。 

2004 2 14 丸山記 

私が駒剣に期待駒剣に期待駒剣に期待駒剣に期待していることは、立派な人間になるための基礎を培う処立派な人間になるための基礎を培う処立派な人間になるための基礎を培う処立派な人間になるための基礎を培う処であ

ってほしいということである。 

一刀は万刀に化するというように、剣道の錬成が人間の育成になることを念

頭に、剣道の一挙一動を人間形成の一つ一つに位置づけて指導し、会員はそれ

を習得して欲しいのである。同時に、会員は生活の仕方の一つ一つが、剣道の

上達に関わるように、自覚して行動してほしいのである。 

 

その環境作りは、師範師範師範師範（剣道の指導者）の自覚の自覚の自覚の自覚が第一である。師範は根っこ

となり、機関車とならなければならない。師範がこの理念をしっかりと自覚し

て指導に当たれば ”ただ勝てばいい ” ”格技は勝たなければやる意味がな

い ”などの体質は生まれてこないのだ。 

勝つことを否定するものではない。勝つことは大切である。なぜならば、人

間形成の重要な手段だから！ 

”あいつは下手だ ” ”のろまだ ”など個性を無視した声も出ないはずだ。

人の顔が一人一人違うように、人間にはそれぞれの特性が人間にはそれぞれの特性が人間にはそれぞれの特性が人間にはそれぞれの特性がああああるるるると同時にそれはそれはそれはそれは
掛け替えのないもの掛け替えのないもの掛け替えのないもの掛け替えのないものなのだ。良い方に良い方に伸ばしていくのが指導者であり

保護者でありよき友人である。そういう人になるような影響力をもった駒場剣

友会にしたいのである。 

 

会則を改正して保護者会でなく後援部後援部後援部後援部としたのは、一人の子の保護者ではな一人の子の保護者ではな一人の子の保護者ではな一人の子の保護者ではな
くくくく ”人間形成を目指す会の充実・発展を後援するのだ”人間形成を目指す会の充実・発展を後援するのだ”人間形成を目指す会の充実・発展を後援するのだ”人間形成を目指す会の充実・発展を後援するのだ    ””””との意識をしっかり

持っていただきたかったからである。人は社会の中で育つのだ。 ”駒剣が良く

なればそこにいるものも良くなるのだ ”と考えている。逆に一人の上達にこだ

わったら、周りはみな敵だ。一人ならトップだが、他人の良さ悪さがわからな

い井の中の蛙なのだ。それが良くないことは知っていながら、我が子にだけ目

が心がいってしまうのが人情というものなのだろう。大変失礼なことを言って

しまったが、平素の協力の様子から後援部員の方々には大方のご理解をいただ

けていると感じている。さらに、後援部の皆さんが ”相手が上手になればうち

の子も上手になる ” ”周りの者が思いやりがあればうちの子も思いやりのあ

る子になる ” ”駒剣が良くなれば子供たちが良くなり、うちの子もその中で

良くなるのだ ”と信じて駒剣を丸ごと背負っていってほしいのである。 
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会則で指導部・錬成部・後援部としたのは、上記の趣旨のほかに、会員がみ

な同等の発言権を持っていることを表したものだ。絶対多数は後援部にある。

したがって、後援部には正しくリードする責任があるのだ。駒剣の浮沈は後援駒剣の浮沈は後援駒剣の浮沈は後援駒剣の浮沈は後援
部の方々の会を愛する心・育てる力にかかっている部の方々の会を愛する心・育てる力にかかっている部の方々の会を愛する心・育てる力にかかっている部の方々の会を愛する心・育てる力にかかっている。このところを十分ご理解

いただき、積極的にご協力くださるようお願いする次第である。 

こうした運営の結果、子供たちは日々熱心に稽古に励み、立派な態度で正し

い剣道をして強く上手になり、どんどん勝ちあがる選手が輩出され、人間とし

て社会に有益な人に育ってくれれば、駒剣はよき思い出の元になり、各人の生

き様の根っことなって万々歳である。 

 

役員の皆さん、会員の皆さん！ この趣旨をご理解くださって、趣旨徹底と

会の充実発展にご協力くださるようお願いする次第である。 

 

 

木村木村木村木村先生先生先生先生よりよりよりより    

 

２月の稽古を振り返って２月の稽古を振り返って２月の稽古を振り返って２月の稽古を振り返って 

 

さくら草旗も近づいてきて、駒剣の中の試合にも力強さが以前に増して出て

きています。２月の月例試合（２月２８日）も気迫のこもった良い試合が多

くありました。２月の月例試合で気が付いたことを二つ、記します。一つは"

三歩前進から蹲踞（そんきょ）の間について”、二つ目は"始めの直後につい

て"です。 

 

１．三歩前進から蹲踞の間について１．三歩前進から蹲踞の間について１．三歩前進から蹲踞の間について１．三歩前進から蹲踞の間について 

試合は試合会場に入るときから始まっています。堂々とした態度で三歩でる

その姿に”勢い”があることが重要です。三歩で相手と気持ちを合わせつつ、

竹刀を"袈裟（けさ）切り”に抜き、構えて蹲踞する。そのとき背筋がピンと

伸びていること。この一瞬の蹲踞の姿勢を体全体から気迫が満ち溢れている

人は必ず、すばらしい試合をします。さくら草旗の選手の人達は段々と良い

蹲踞ができる様になってきました。そしてここでは"気迫だけは絶対に負けな

いぞ”と相手の目をにらみつける、くらいの迫力を是非持ってください。 

 

２．２．２．２．””””始め始め始め始め””””の直後についての直後についての直後についての直後について 

その蹲踞のときにお尻をドカッと落とさないで、（お尻がドカッと落ちている

と直ぐに立ち上がれません。）立会いの"始め”の声を聞くや、蹲踞から立ち

上がりつつある中でも相手の面が打てるような、また、相手がいつ攻めてき

ても対応できる気迫のある立ち上がりを行う事が重要です。そして一番重要

なことは、逃げない心、です。 

"始め”の声と同時に後ろに動く人、右に動く人がいます。堂々と大きな気合

と共に、相手に向かって前に一歩出ましょう。"始め”と同時に、逃げない心
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で気合と共に前に一歩出る事から、勝利が少しづつ近づいてきます。 

 

６年生には駒剣最後の月となりました。ここまで後輩を立派に引っ張ってく

れてありがとう。試合、稽古共に、逃げない心で最後の月を締めくってくだ

さい。頑張ろう。 

 

    

おおおお当番当番当番当番さんのさんのさんのさんの声声声声    

 

・テニスボールを使って練習をしました。（先生がボールを投げて竹刀で正面から打つ。） 

・あごが上がってしまう人のために面にテープを張りました。いろいろアイディアいっ

ぱいの練習をしていただきありがたいです。 

・昇段審査で２段に成人会員の石田さん、冨田さん、渡辺さん、３段に中牟田さん、星

野さんが合格されました。おめでとうございます。 

・中学校受験を終えて、久しぶりに木村さん、渡辺君が練習に来てくれました。 

・一足一刀の間合いの取り方を考えましょう。身長の差、稽古の量、年齢の差など違う

ことを考えて間合いを取ることが大切です。 

・紅白戦、たくさんの先輩たちが来てくださりとても気合の入った稽古でした。 

・基本を丁寧に教えていただいた後に、それを使って互角稽古をしました。みんな今や

ったことを思い出しながら、大きな声を出し、気合を入れてやっていたので、とても

よかったと思います。試合を意識してか、みんな意欲的に取り組んでいました。 

 

 

☆     特集 もうすぐ卒業 ６年生！  その２                  

 

「卒業、送る言葉、贈る言葉」 

とうとう 3 月、6 年生は卒業ですね。さびしいけど、みんな笑顔でお祝いしましょうね！ 

今月の特集は「卒業、送る言葉、贈る言葉」です。 

駒場剣友会後援部を代表して、6 年生へ送る言葉を、後援部副部長の奥山さんから、 

お世話になった駒場剣友会へ贈る言葉を、6 年生を代表してキャプテン神田くんから、 

6 年生の保護者を代表して神田さんから、それぞれいただきました。 

    

「六年生ってやっぱり凄い！」「六年生ってやっぱり凄い！」「六年生ってやっぱり凄い！」「六年生ってやっぱり凄い！」    
 

後援部副部長 奥山 恵子 

 

毎年のことなのですが、六年生が駒剣を卒業してしまうと、ぽっかりと大き

な穴が開いてしまったような気持ちになります。 

昨年卒業した六年生は特に、人数も１２名と大勢いて剣道の腕前もとても素晴
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らしかったので、その穴はとても大きな穴のように感じていました。 

今の六年生にはちょっと失礼ですが、正直に言って４月頃は「大丈夫か

な？」と思っていました。 

しかしどうでしょう！いつの間にか、神田キャプテンを中心に下級生をグイグ

イと引っ張っているではないですか！！ 

今の６年生は、塾の都合で休会した子、様々な事情で退会してしまった子な

どがいて、人数的には恵まれなかった学年かもしれません。 

そんな中でも神田キャプテンが下級生と上手くコミュニケーションをとり、

他の６年生が下級生の面倒を見てやり、６年生が積極的に大きな声を出し、少

ない人数ながらもとても良く頑張ってくれました。 

剣道の腕前の方も、パワーとスピードが段違いに凄くなり、元立ちをするの

が大変でした！ 

本当に「６年生って凄い！」と感じさせられました。 

 

子供同士仲良く楽しく稽古が出来るよう頑張ってくれて、ありがとう。 

修道館の稽古にも下級生を引き連れて参加してくれて、ありがとう。 

 

 中学校へ行って剣道を続ける子、他のクラブ活動で頑張る子など、色々だ

と思います。どこの中学校へ行っても、どんなクラブ活動をしていても、駒場

剣友会で学んだ事を忘れないで頑張ってください。 

いつでも駒場剣友会に防具をかついで遊びに来てください。待っていま

す！！ 

 

剣道という宝箱剣道という宝箱剣道という宝箱剣道という宝箱    
 

駒場剣友会キャプテン 神田 修 

 

この３年間、へたくそなぼくに一から教えてくださってほんとうにありがと

うございました。 

剣道を始めた最初は、自分には才能などないと思いました。今も、時々思う

ときも・・・・でも、続けていくうちに自分が上達しているのがちょっとずつ

わかってきました。 

駒剣で最初に言葉をかけてくれたのは奥山先生でした。その言葉はいまでも

はっきり覚えています。いや一生忘れません。 

「おばさんも、剣道始めたばかりだから一緒にがんばろうね!!!」 この言葉

がどれだけ支えになったかわかりません。だから剣道が続けられたのかもしれ

ません。 

剣道を始めて１年目でやっと勝てるようになってきました。それは、丸山先

生、杉山先生、菅原先生、山崎先生、本荘先生、尾島先生、木村先生や成人部

の先生方に正しい剣道を教えてもらったからです。 
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最初は誰でもうまくはできませんが、努力とやる気があわさって初めて才能

に結びつくと思います。才能という宝箱を開ける鍵は、努力とやる気です。 

ぼくのやる気を引き出してくれたのは駒剣の皆さんです。 

そして、今、ぼくは修道館や大谷場中、埼玉大学の稽古にも参加させてもら

っています。いろんな人と練習することで強くなれました。 

ぼくは駒剣を卒業するけれど、駒剣のみんなも自分の宝箱を見つけてくださ

い。 

宝箱を開けるとすごい強さが待っていると思います。ぼくもまだ開けきれて

いませんが・・・・。もうひとつ、心の強さも大切な要素だと思います。 

 

    

駒駒駒駒    剣剣剣剣    とととと    のののの    出出出出    会会会会    いいいい    
 

6 年生保護者代表 神田 けい子 

 

駒剣との出会いは、修が小３で剣道教室にお世話になったのがきっかけです。

それまでスイミングスクールに通っていたのですが、やめてしまったので何か

新しいスポーツを始めさせたいと考えていました。サッカーや野球を勧めても

あまり興味を示さず、毎日なんとなく時間を過ごしていたので、剣道教室に参

加させてみることにしました。 

剣道には興味をもったようで、そのまま駒剣の仲間に入れていただくことに

なりました。 

最初のころは、それほど熱心とはいえなかった修でしたが、先生方や先輩の

おかげで次第に剣道らしくなり、試合で１本が取れるようになったころから、

だんだん練習にも熱心になってきました。特に、６年生になってキャプテンに

選ばれてからは、修道館や大谷場中学校の出稽古にも積極的に行くようになり

自覚も芽生えてきたようです。皆さんから「剣道馬鹿」といわれるように、こ

んなに剣道に夢中になるとは考えていませんでした。 

剣道を頑張ることで、体も心もずいぶん大きく成長してくれました。 

６年生になって学級が荒れた時期がありました。これまでの修でしたら「学

校に行きたくない」などと言い出したのではないかと思います。でも、今日は

こんなことがあったと報告をするものの「学校へ行きたくない」とは言いませ

んでした。 

ずいぶんたってから、「学校で嫌なことがあっても、剣道があったから。剣道

が強くなるという目標があったから我慢できた」と言われた時は、剣道をやら

せて本当に良かったと心から思いました。駒剣の皆さんの暖かい雰囲気が元気

にしてくれたのだと思います。 

これも、熱心にご指導いただいた丸山先生をはじめとした先生方、成人部の

方々、先輩、駒剣の仲間、そして保護者の皆様のおかげと感謝しております。 
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夏の暑さの中で、汗だくになりながらの稽古、冬の道場の床の冷たさ、月例

試合、剣道大会、夏合宿での稽古や花火大会などたくさんの思い出ができたこ

とと思います。 

中学生になると、駒剣の練習にはなかなか参加できなくなりますが、時間が

できたらきっと顔を出すことと思います。そのときには、また、よろしくお願

いします。 

私も、見取り稽古をしているうち、剣道を始めることになりましたが、子ど

も達のようにはなかなか上達できません。でも、思春期を迎えた難しい年頃の

子どもと、剣道を通じて共通の話ができることは子育ての中で大きな意味を持

つことになると思います。 

「継続は力なり」を目標に、無理をせず剣道を続けられたらと考えています。 

 

 

 

奥山さん、神田君、神田さん、とっても素敵な言葉をありがとうございました。 

6666 年生のみなさん、保護者の皆様、年生のみなさん、保護者の皆様、年生のみなさん、保護者の皆様、年生のみなさん、保護者の皆様、お世話になりましてありがとうございました。お世話になりましてありがとうございました。お世話になりましてありがとうございました。お世話になりましてありがとうございました。    

ご卒業おめでとうございます！！ご卒業おめでとうございます！！ご卒業おめでとうございます！！ご卒業おめでとうございます！！    

 

☆    お知らせ                                 

 

☆ ３月も予定がいっぱいです。風邪を引かないように、体調管理をしっかりしなくては！ですね。 

  ここで確認しておきましょう。 

 

３月１３日（土）  駒場剣友会級審査会  午後３：００～ 

   ２０日（土）  さくら草旗争奪剣道大会（さいたま記念体育館）  午前９：３０開会 

   ２１日（日）  越谷剣道クラブ少年剣道大会 村岡杯（越谷市総合体育館）午前９：４０開会 

   ２７日（土）  ６年生を送る会  （通常稽古終了後写真撮影あり）午後５：００～２階会議室 

           謝恩会＆親睦会（南浦和「寿司よし」）午後７：３０～ 

         

☆     剣道のへぇ～                                 

 

今月はみなさんの剣道のハテナ？について、調べてみたいと思います。 

 

そのそのそのその１１１１        胴胴胴胴のハテナ？のハテナ？のハテナ？のハテナ？    

 

 錬成部 OOOO    さんからの「ハテナ？」です。 

「「「「剣道剣道剣道剣道具の胴の内側にある具の胴の内側にある具の胴の内側にある具の胴の内側にある、、、、あのあのあのあの皮の皮の皮の皮の紐の輪はなんでしょう？」紐の輪はなんでしょう？」紐の輪はなんでしょう？」紐の輪はなんでしょう？」    

 

なんなんでしょう？・・・お守りをつけている人もいるらしいですが･･･ 

答えは意外とシンプルでした。あの輪を使って、剣道具をつるして干すのだそうです。 

（子供用の胴には、ないかもしれませんが･･･）まず、面の左右の面紐を大きな輪が４つで



7 

きるように面金のところで結びます。そのうち２つの輪を左右の小手紐に通してから結ぶと、

面と小手がセットになります。残りの２つの輪をあの胴の内側にある輪に通します。そうす

ると、面、胴、小手が、長い面紐によってワンセットになります。その面紐の輪を竹刀に引

っ掛けて持ち運んだり、つるして剣道具を干したりしたそうです。 

昔の道場は、今のように剣道具を置く棚などがなかったので、壁に引っ掛けて、「武者窓」

と呼ばれる窓から入る風にあてて陰干しにしたそうです。同じように、はかまにもつるし干

しのための輪がついているそうです。ご存知でしたか？ 

 

そのそのそのその２２２２        お洗濯のハテナ？お洗濯のハテナ？お洗濯のハテナ？お洗濯のハテナ？    

 

 お子さんが剣道を始めて間もない I I I I さんからの「ハテナ？」です。 

「「「「袴袴袴袴や剣道着は、みなさんどれくらいの頻度でや剣道着は、みなさんどれくらいの頻度でや剣道着は、みなさんどれくらいの頻度でや剣道着は、みなさんどれくらいの頻度で洗洗洗洗っているのでしょう？」っているのでしょう？」っているのでしょう？」っているのでしょう？」    

 

う～ん、これは聞いてみたいですよね。それから、どうやって洗っているのか？ 

ちなみに、Hさんは、ご主人から最初は藍が落ちるから水洗いしたほうがいいと聞き、新し

い綿袴をたたんだまま、ネットに入れて洗濯機でガラガラとまわしてしまいました。・・・・・・ 

ブッー！これNGです。 ひぇ～！ 

 

じゃあ、どうすればいいのでしょう？ 

本などには、おろすときは塩水やお酢で色止めするとか、お風呂で押し洗いして、脱水せ

ずに逆さにつるして干すとか、いろいろ書いてあるようです。洗う回数も、２ヶ月くらいに１

回とか、毎週とか人によっていろいろ・・・・・・（練習の回数や汗のかき方にもよります

が・・・） 

 

みなさん、新しい袴を下ろすとき、どうようにされていますか？ 

稽古用の剣道着、袴は、どのくらいの頻度で、どのように洗っていらっしゃいますか？ 

                

            駒剣の駒剣の駒剣の駒剣のみなさんみなさんみなさんみなさんはどうされてますか？はどうされてますか？はどうされてますか？はどうされてますか？    教えてくださ～い！！教えてくださ～い！！教えてくださ～い！！教えてくださ～い！！    

    

    

☆     アンケート                              

 

と、いうわけで、またまたアンケートです。 

今回は先生方を初め、練成部（成人会員、小学生会員）、後援部（保護者）の駒剣会員のみな

さま全員が、対象です！ 

もし、「自分の稽古着は自分で洗っているよ！」という、エライ小学生がいたら、ぜひ教えてくだ

さいね。 

みなさんのこだわりや、剣道具に対する愛着心がおうかがいできるのではと、楽しみにしており

ます。お忙しいところ恐れ入りますが、何とぞよろしくお願いします！ 

次のページ次のページ次のページ次のページを切り取って、次回の稽古のお当番さんに提出してください。を切り取って、次回の稽古のお当番さんに提出してください。を切り取って、次回の稽古のお当番さんに提出してください。を切り取って、次回の稽古のお当番さんに提出してください。→→→→    
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締め切りは３月２７日（土）締め切りは３月２７日（土）締め切りは３月２７日（土）締め切りは３月２７日（土）    

☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆    アンケートアンケートアンケートアンケート    ☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆    

 

質問質問質問質問    

１１１１．稽古用の剣道着、袴はどのくらいの頻度で、洗っていますか？その洗い方も教えてください。．稽古用の剣道着、袴はどのくらいの頻度で、洗っていますか？その洗い方も教えてください。．稽古用の剣道着、袴はどのくらいの頻度で、洗っていますか？その洗い方も教えてください。．稽古用の剣道着、袴はどのくらいの頻度で、洗っていますか？その洗い方も教えてください。    

 

 

 

 

２２２２．新しい剣道着や、袴を買ったら、まずどうしますか？あなたのおろし方を教えてください。．新しい剣道着や、袴を買ったら、まずどうしますか？あなたのおろし方を教えてください。．新しい剣道着や、袴を買ったら、まずどうしますか？あなたのおろし方を教えてください。．新しい剣道着や、袴を買ったら、まずどうしますか？あなたのおろし方を教えてください。    

 

 

 

 

３３３３．剣道着や、袴、剣道具．剣道着や、袴、剣道具．剣道着や、袴、剣道具．剣道着や、袴、剣道具（防具、竹刀）の（防具、竹刀）の（防具、竹刀）の（防具、竹刀）のお手入れの仕方でお手入れの仕方でお手入れの仕方でお手入れの仕方で、、、、お勧めの方法があったら教えお勧めの方法があったら教えお勧めの方法があったら教えお勧めの方法があったら教え

てください。てください。てください。てください。    

 

 

 

 

４４４４．お手入れではないけれど、．お手入れではないけれど、．お手入れではないけれど、．お手入れではないけれど、ちょっとこだわっているところ、おしゃれにかっこよく決めているちょっとこだわっているところ、おしゃれにかっこよく決めているちょっとこだわっているところ、おしゃれにかっこよく決めているちょっとこだわっているところ、おしゃれにかっこよく決めている

ポイントなどがあったら、ぜひ教えてください。（手作りのつば止め、貴重なお守りなどなポイントなどがあったら、ぜひ教えてください。（手作りのつば止め、貴重なお守りなどなポイントなどがあったら、ぜひ教えてください。（手作りのつば止め、貴重なお守りなどなポイントなどがあったら、ぜひ教えてください。（手作りのつば止め、貴重なお守りなどな

ど・・・・）ど・・・・）ど・・・・）ど・・・・）    

 

 

    

 

 

５５５５．その他、聞きたいこと、知りたいこと、教えたいこと、何でも、ございましたら、どうぞお書きく．その他、聞きたいこと、知りたいこと、教えたいこと、何でも、ございましたら、どうぞお書きく．その他、聞きたいこと、知りたいこと、教えたいこと、何でも、ございましたら、どうぞお書きく．その他、聞きたいこと、知りたいこと、教えたいこと、何でも、ございましたら、どうぞお書きく

ださい。ださい。ださい。ださい。    

 

 

 

                      お名前またはペンネーム 

 

                       ご協力ありがとうございました。 

 ご意見、ご要望等ございましたら、お気軽に本荘まで、お声をおかけください。よろしくお願いいたします。 


