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        月月刊刊  ＫＫＯＯＭＭＡＡＫＫＥＥＮＮ                            

２２２２２２２２００００００００００００００００５５５５５５５５．．．．．．．．２２２２２２２２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  

 

    丸山丸山丸山丸山先生より先生より先生より先生より     

一級への道 

イヤー意外だ。チョウびっくり！！！ 

３年生で剣道教室が終わったとき、もうこりごりして、とても入会してくるとは思えなかった。それなのに、

すぐに手続をしてきた。それでもいつまで続くかな？との思いのほうが強かったことを、はっきりと覚えてい

る。とにかく格好悪さが目立った存在だった。 

いよいよ稽古が始まった。支度は丁寧というのか、とにかくゆっくりだ。稽古のほうはといえば、始まって

間もないのに、後ろに下がって面を外して汗をふいている。それから何を見るでもなく、ゆっくりといつまで

も座っている。見かねて声をかけると、丁寧に手ぬぐいで帽子を作って、面を着ける。 

それが一回ではない。 

あれっ、また座っているよ。と気づくこと２回、ときには３回。やる気があるのかと言いたいのを我慢して

「早くしないと終わっちゃうよ。」と声をかける。 

友達が休んだ日は、彼も来ない。 

面を打たせると、左手を突っ張って少しだけ上げ、そのままの腕の格好で、左手を胸の前に下ろして右手で

打つ。だから竹刀の先は天井を向いて、面がねに当たっている。「まさに面だ。」 

足はといえば、踏み込むとき、膝を胸のほうに高く上げて、そのまま下ろすので、前に出ない。面に向かっ

て腕が前に伸びているので、腰が曲がって海老のようになっている。 

注意してやらせても、依然として変わらない。 

「やってみせて、説いて聞かせて、やらせてみて、ほめてやらねば人は動かず（育たず）」そんな言葉を思

い出して、いろいろとやってみたが、一向に変化が見えない。 

５年生の合宿のときだった。付きっきりで「背筋を伸ばせ、腰を曲げるな、大きく両腕を振り上げろ、振り

上げた左こぶしは、おでこの前だ。両こぶしは相手のおでこにぶっつけるつもりで投げ出せ。当たるときに、

手をぎゅっと握って、手首のスナップを利かせろ。踏み込みは、左足でおへそを押し出すように、強くけり出

せ。右足は滑らせて、できるだけ遠くに踏ん張れ。」と声をかけて、できるまでやらせた。  

終礼の前に、みんなの前でやらせた。姿勢良く、しっかり踏み出しての面打ちができた。すぐに身に付くも

のではないが、努力が認められ、みんなの推薦による賞をもらって、合宿は終わった。 

さて９月、練習が始まってみると、彼は元の木阿弥。それからまた練習中に背中を叩いたり、けりの弱い足

を叩くことが続いた。注意された彼は、悲しそうな困ったような目をして私を見るが、けっして無視すること

はなかった。いつでも一生懸命に努力する姿が、上手になりたい、友達から一本とりたい、という心が、ひし

ひしと私の胸を打った。だから、本気になってお尻を叩けた。その後、月例の試合で、一本だけでなく勝利す

るようになり、途中で面を直すことはなくなった。休むこともない。 

そして１２月、６年生から受けられる一級審査に見事合格した。埼玉県のどこに行っても認められる剣道の

実力である。オメデトウ、本当におめでとう！！！ 

剣道教室には、お父さんに勧められて入ったものとばかり思っていたので聞いてみたら、自分で希望し、友

達を誘ってきたとのこと。そのことがチョウ意外だったのである。 

自分で選んだ道、初めからやる気があったので、続いたのだろう。やっぱり目標を立てて、やる気で継続し、

自信を持つことが成功の鍵だ。これからの人生に幸あれ！！！ 

１月２３日 丸山記 
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    本荘本荘本荘本荘先生より先生より先生より先生より        

～～～～埼玉大学寒稽古を振り返って埼玉大学寒稽古を振り返って埼玉大学寒稽古を振り返って埼玉大学寒稽古を振り返って～～～～    

    

KOMAKEN １２月号で呼びかけたところ、予想以上に多くの駒剣メンバー（小学生，中学生，大人）が

我が母校の寒稽古（１／５～１／１９ １５日間）に参加してくれました。感謝！ 

 

１５日【皆勤賞】神田修、西智仁、三原直也、芦村顕   素晴らしい！ 

１１日 中桐弘晴 

 ９日 星野正成、羽鳥翔太郎、星野芳範 

 ８日 本荘真 

 ７日 古峯良祐、千葉和甫、野口順平 

 ６日 石田雄哉、石田涼、星野史成 

 ５日 高橋薫平 

 ４日 本荘風人、星野裕美 

 ３日 奥山いずみ、小川輝、渡辺あこ、渡辺かこ、古谷駿、奥山雄太、本荘勇志、冨田篤史、 

奥山恵子、渡辺良平 

 １日 鈴川紘平、大本郁子、石井美保、渡邊順迎、冨田勝実、尾島寿子、木村裕之  

（敬称略） 

延べにすると１９５日（皆勤１３人分）にもなります。なお、お子さんの送迎かたがた見取り稽古を熱心に

されている方もいらっしゃいましたが、上記は防具をつけて参加した回数のみとさせていただいております。

皆さん、大変お疲れ様でした。がんばりに敬意を表します。 

 

また、１月９日に同大学で行われた鳳翔剣大会（埼玉大学剣道部 OBの教え子の大会）の結果は、次のとお

りでした。 

 

ベスト８  本荘風人 

ベスト１６ 石田雄哉、小川輝 

二回戦敗退 古峯良祐、高橋薫平 

一回戦敗退 星野正成、石田涼、中桐弘晴  

 

この大会は学年別ではなく、小学校男子の部・女子の部となっていますので、低学年には厳しいかもしれま

せんが、小学生は出場人数の制限がありませんので、今年出なかった人も来年はトライしてみてはいかがでし

ょうか。出場資格は寒稽古に３日参加することです。また、神田修先輩など、寒稽古はがんばった中学生でも、

学校として参加しないので大会に出られないということもありましたので、来年は駒剣中学生の部の参加も考

えたいと思います。 

 

この貴重な経験が、近いうちに成果としていろいろな形で現れるはずです。そして、今回の寒稽古で見たこ

と、肌で感じたことをぜひ駒剣の稽古に活かしてほしいと願っています。 

埼玉大学の寒稽古の記事が，今書店に並んでいる『剣道日本』３月号に載っています。渡辺あこちゃん，か

こちゃんも写っていますので見てください。 

 

村岡杯、さくら草旗の大会も近い。がんばろう！ 

 

丸山先生、本荘先生、ありがとうございました。 
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埼大寒稽古に参加した方たちが感想文を寄せてくださいました。 

      

        埼玉大学寒稽古が楽しい理由埼玉大学寒稽古が楽しい理由埼玉大学寒稽古が楽しい理由埼玉大学寒稽古が楽しい理由                        でぶや剣道部特待生でぶや剣道部特待生でぶや剣道部特待生でぶや剣道部特待生    書書書書    

 不思議な共通点を感じて・・・ 

 今日はさあ～塩入先生と稽古が出来たよ！切り返しを教えてもらったよ！という子供達の目のキラキラ。  

今日は、先生に二回も飛ばされちゃったよ！と本当に嬉しそうに話す顔。 

あそこに行って稽古をすれば・・・もしかしたら～すんげ～～先生と稽古できるかもしれない。 

すんごい先生の稽古が見られるかもしれない。 

なんか？ヒントが？もしかしたら見つかるかもしれない。 

「ああ～そうなのか～」と思えることに出会えるかもしれない。 

  

家に帰り、防具を干して、明日の用意をして、竹刀の手入れをすませながら・・・ 

「もう少し重い竹刀でやってみるかな～」 

「明日は、バタバタしない剣道をするぞ～」 

鈴木剣道具店に走り、嫁さんにナイショで普通の倍もする「虎徹」購入。 

これならば・・・次の大安吉日・友引が楽しみじゃワイ。フフフ・・・・・。 

  

あそこで、もう一呼吸待って・・・ 

いやいや、あそこは出なくちゃ・・・ 

なんだい！剣道って、「釣りばか」とかわりないじゃん。 

 

 

    埼埼埼埼大寒稽古大寒稽古大寒稽古大寒稽古に初参加に初参加に初参加に初参加                    成人会員成人会員成人会員成人会員    奥山恵子奥山恵子奥山恵子奥山恵子    

 朝の４時４５分、子供達と剣道の支度をして家を出る。外はまだまだ夜中。 

空にはたくさんの星が輝き、人通りのない道を車で埼大へと向かう。 

埼玉大学の体育館に足を踏み入れる。空気はピンと張り詰めたような冷たさ。こんな時間に剣道着を着て稽古

に来るなんて・・・（私も剣道馬鹿の仲間入り？） 

 初日は子供達の送迎だけで、二階から見学。見学は寒い！立っても座っても寒い！しかし初めて見る埼大の

寒稽古、駒剣の子供達が頑張っているのを見ているだけでも楽しかった。 

その日、本荘先生から「三段を受けるのだから稽古に参加しましょう！途中で“や～めた”もありですから大

丈夫です。」と励まされて、見ているのも寒いしちょっと頑張ってみようかな！？と思い、参加してみること

にしました。 

 埼大の寒稽古は駒剣の稽古とは少し違い、体育館内の空気が凛としていて、身も心も引き締まる感じがした。 

５時半、稽古が始まる。まだまだ眠っている身体を無理やり起こしての稽古。 

技術的な面で何か得た物があったかと聞かれると、正直あまりなかったかもしれない。しかし精神的に得た物

が大きく、剣道に対する自分自身の考え方や気持ちが以前よりも前向きになった感じがして、自分でも嬉しか

った。 

 結局、小・中学生・高校生・大学生のような稽古は体力的に無理で、休みを入れながらの稽古になってしま

った。 

それでも参加して良かった！楽しかった！面白かった！良かった！楽しかった！面白かった！良かった！楽しかった！面白かった！良かった！楽しかった！面白かった！    

稽古に参加するように勧めてくださった本荘先生に感謝！！ 

来年は最低４日間参加を目標に頑張るぞ、おー！！おー！！おー！！おー！！    
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    埼埼埼埼大寒稽古に参加して大寒稽古に参加して大寒稽古に参加して大寒稽古に参加して       星野正成星野正成星野正成星野正成 

ぼくは、今年初めてさい大の寒けい古に行った。 

初日はねむくて起きられなかった。おいていかれてとってもくやしかった。 

朝は「4：30」に起きるのがたいへんだった。２日目は初めてだったのできんちょうした。 

大学生は大きくて先生みたいだった。 

井口選手ともけい古をしてもらったし、塩入先生や大保木先生、色々な先生とけい古をしていただいてうれしかった。 

遠い所の小学生とも友達になれた。２時間だったけどこま剣とは全ぜんちがう練習だった。 

学校が始まってからは 6：30 までしかできなかったけど、とても寒かったけど、 

月末試合でも勝てるようになったし、さい大の試合でも１本取れるようになった。 

とてもうれしくてよかった。 

 

 

    埼埼埼埼大の寒稽古に出て･･大の寒稽古に出て･･大の寒稽古に出て･･大の寒稽古に出て･･・・・・                            古峯良祐古峯良祐古峯良祐古峯良祐    

知らない先生と地稽古や掛かり稽古ができて、これからの「ため」になると思いました。 

 

 

    埼埼埼埼玉大学の寒稽古玉大学の寒稽古玉大学の寒稽古玉大学の寒稽古               中桐弘晴中桐弘晴中桐弘晴中桐弘晴 

寒稽古は大変だったけれど、それだけ技なども上達したので、寒稽古に行ってよかったです。 

 

 

中桐君中桐君中桐君中桐君ののののおおおお母様母様母様母様にもおにもおにもおにもお話話話話をををを聞聞聞聞いてみましたいてみましたいてみましたいてみました。。。。    

「初日だけは、私も一緒に自転車で埼玉大学まで行き、次の日からは子供だけでいけるように、と思ったのですが、余り

にも寒いので、結局車で送り迎えをすることになりました。（弘晴くんは）朝は、目覚まし時計をかけて自分で起きていま

した。４：３０に一度起きたのに、５：００に出掛ければいいからと、また寝てしまい、次に起きたときは６：００だった、というこ

ともあり、そのときは自分で自分に腹を立てていました。学校が始まってからは、７：００ぐらいまでしか稽古に出られなか

ったのですが、最終日はどうしても最後まで出たいと言い、私も仕事で迎えに行けなかったので、学校を遅刻する覚悟

でバスで１人で帰ってくるようにと言いました。その日は、最後まで稽古に参加して、バスで帰ってきて、なんとかクラスの

先生が出席をとる前に教室に入れたようで、遅刻にはならなかったようでした。期間を通して、朝、出掛けるときはつらそ

うでしたが、帰ってくると朗らかで、とてもいい顔をしていたのが印象的でした。来年は中学生ですが、ぜひ、また参加し

たいと言っております。ありがとうございました。」（中桐君お母様談） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさん、お忙しいところたくさんの感想文をお寄せいただき、ありがとうございました。 
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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    

1/6  ・OB の石井さんが稽古に参加されました。寒い中、皆元気に稽古に励んで、とてもよい稽古始めでした。    

1/8  ・丸山先生から今年１年を過ごすに当たってのお話があり、みんな良く聞いていました。 

     前半は体ほぐし、緩やかに始動、中休みの後は息をもつかせぬ、激しい稽古でした。 

1/13 ・面打ちでは、周りの人に負けないくらいの大きな声を出し、しっかりと打つ。 

1/15 ・素振り 背筋を伸ばす、打つときに下を向かない。 

     足の引きつけが大切（足の裏を見せないこと）  

     出席率よく、気合いの入ったいい稽古でした。  

1/20 ・腕立て伏せが練習にあったが、低学年の子は腕ではなく、腹立て
・ ・ ・

になってました。 

     面打ちは、打ったら力を抜く。本当に寒くなってきました。怪我をしないよう、体を良く温めてねと思いました。 

1/22 ・見学のお子さんや、調子があまり良くないけど出席されているお子さんもいました。一段と寒い季節に入ってきました

ので、体に気をつけて、稽古を続けてもらいたいと思いました。 

1/27 ・星野くんのお姉さんが高校合格の報告を兼ねて、稽古に来てくれました。「星野さんは２段です。中学校で２段をとる

ことができます。皆さんも目標を持ってがんばりましょう。」（丸山先生より） 

     寒さに負けず、みんながんばっていました。 

1/29 ・月例試合は、学年別８０秒１本勝負でした。チャンピオンは６年生石田君、５年生小川君、４年生本荘君、２・３年生 

板倉君でした。試合後の地稽古、掛かり稽古は大変気迫がこもっていました。みんなかっこよかったです！ 

  

 

☆☆☆☆                    特集特集特集特集    ６年生６年生６年生６年生    もうすぐ卒業！！もうすぐ卒業！！もうすぐ卒業！！もうすぐ卒業！！                                                                                                                                    

 

さて、もう早いもので２月！ 来月には６年生の皆さんは小学校を卒業。駒剣も卒業！ 

おめでたいことです・・・けど、さびしいなあ～～～(T_T) 

寂しさごまかして、恒例の質問攻めです！！ 

「へぇ～」「そんなあだなで呼ばれてるんだあ～」、みたいな楽しい回答続々ですよ。 

 

問１．問１．問１．問１．    いついついついつから剣道を始めましたか？から剣道を始めましたか？から剣道を始めましたか？から剣道を始めましたか？    

 池田君・・・・３年生から 

 石田君・・・・２年生から        問２．どうして剣道を始めましたか？問２．どうして剣道を始めましたか？問２．どうして剣道を始めましたか？問２．どうして剣道を始めましたか？ 

 恵守さん・・・５年の秋ごろから      池田君・・・ 

 奥山さん・・・２年の秋から        石田君・・・初めて見たときカッコイイと思ったか 

菊地君・・・・３年の時          恵守さん・・お兄ちゃんが部活でやっていて楽しそうだったから 

古峯君・・・・３年生から         奥山さん・・先パイにあこがれて、おもしろそうだったから 

中桐君・・・・３年生の秋ごろから     菊地君・・・なんとなく楽しそうだったから 

 吉野君・・・・３年生の２学期から     古峯君・・・かっこよかったから 

                      中桐君・・・自分でやりたいと思って 

                      吉野君・・・友達にさそわれたから    

    

問３．学校ではみんなに何て呼ばれてますか？問３．学校ではみんなに何て呼ばれてますか？問３．学校ではみんなに何て呼ばれてますか？問３．学校ではみんなに何て呼ばれてますか？    

   あだなは？  

 池田君・・・いけっちょ              問４．学校で好きな科目、苦手な科目は？問４．学校で好きな科目、苦手な科目は？問４．学校で好きな科目、苦手な科目は？問４．学校で好きな科目、苦手な科目は？ 

 石田君・・・ジージョ                          好き     苦手 

 恵守さん・・えも、えもさん、            池田君    社会     体育 

 奥山さん・・いず(塾では朝青龍と呼ばれてマス･･･)   石田君   体育・図工   算数 

 菊地君・・・きくちゃん               恵守さん   家庭科    算数 
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 古峯君・・・ねっちょ                奥山さん  図工以外全部  図工！！ 

 中桐君・・・なかぎり                菊地君    社会    国語・算数 

 吉野君・・・ヨッシー                古峯君    体育     音楽 

                           中桐君    理科   体育･道徳･国語･家庭科 

                           吉野君    体育     社会 

問５．好きな食べ物問５．好きな食べ物問５．好きな食べ物問５．好きな食べ物、、、、苦手な食べ物は何ですか？苦手な食べ物は何ですか？苦手な食べ物は何ですか？苦手な食べ物は何ですか？      

       好き     苦手 

池田君  キムチ鍋    トマト        問６．剣道以外に習い事や得意なことはありますか？問６．剣道以外に習い事や得意なことはありますか？問６．剣道以外に習い事や得意なことはありますか？問６．剣道以外に習い事や得意なことはありますか？ 

石田君  カレー     豆類           池田君  塾・テニス    

恵守さん すき焼き    ネギ類          石田君  習い事なし、得意なことは短距離走 

奥山さん 野菜      魚介類          恵守さん 英語を習ってます。 

菊地君  チャーハン    リゾット         奥山さん 習い事は塾とピアノ。得意なことはピアノ 

古峯君  うどん     にんじん              とパソコン。 

中桐君  牛肉・鶏肉   インゲン豆・にんじん   菊地君  本を早く読める（マンガじゃない） 

たまねぎ・貝類           古峯君  ない 

吉野君  ギョウザ    豆            中桐君  特になし 

                          吉野君  塾 得意なことはすぐ寝ること 

 

問７．どこの中学校へ行きますか？剣道は続けますか？問７．どこの中学校へ行きますか？剣道は続けますか？問７．どこの中学校へ行きますか？剣道は続けますか？問７．どこの中学校へ行きますか？剣道は続けますか？    

  

池田君  本太中学校・剣道は続ける。 

 石田君  本太中学校・もちろん続ける。       

 恵守さん 木崎中学校・部活はやるつもり･･･。    

 奥山さん 本太中学校で続けます。         

 菊地君  木崎中学校・続ける。                    

 古峯君  附属中学校・続ける。          

中桐君  常盤中学校・続ける。          

吉野君  本太中学校・剣道は続ける。       

                         

問８．駒剣で一番良かったこと問８．駒剣で一番良かったこと問８．駒剣で一番良かったこと問８．駒剣で一番良かったこと、、、、楽しかった思い出は何ですか？楽しかった思い出は何ですか？楽しかった思い出は何ですか？楽しかった思い出は何ですか？        

  

池田君･････今まで勝てなかった相手に一本取れたことが、一番思い出に残った。 

 石田君･････立派な先生方に教えてもらえたこと。クリスマスの試合が楽しかった。クリスマス会も。 

恵守さん･･･合宿が楽しかったです。 

奥山さん･･･合宿でみんなと仲よく遊んだり剣道できたことカナ？ 

菊地君･････友達ができた。 

古峯君･････夏の合宿 

中桐君･････初めてやったころには全く上手ではなかったけど、３年間くらい続けていくうちに、少しずつ上達

して、試合でも勝てるようになったときが一番よかった。  

吉野君･････夏合宿 

 

問９．剣道をやっていて問９．剣道をやっていて問９．剣道をやっていて問９．剣道をやっていて、、、、一番つらかったことは何ですか？一番つらかったことは何ですか？一番つらかったことは何ですか？一番つらかったことは何ですか？    

 池田君･････合宿の稽古 

 石田君･････特になし               

 恵守さん･･･夏の練習・・・。あつかった・・・。  
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 奥山さん･･･先生に泣くまでしごかれました；      

 菊地君･････中学生や駒剣の人との仲                     

 古峯君･････先生に掛かり稽古             

 中桐君･････剣道をやりたくないと思ったこと。     

 吉野君･････木曜日の腕立て              

問１０．先輩として下級生にアドバイスするとしたら？問１０．先輩として下級生にアドバイスするとしたら？問１０．先輩として下級生にアドバイスするとしたら？問１０．先輩として下級生にアドバイスするとしたら？    

 

 池田君･････声を思いっきり出す。 

 石田君･････先生の話をよく聞く。練習あるのみ。 

恵守さん･･･まだまだアドバイスなんてできません（汗）･･･。 

 奥山さん･･･マジメに剣道やって、人一倍稽古すること。 

 菊地君･････ぜったいに勝てない人にでも，全力でかかっていく。  

 古峯君･････地道に練習する。 

 中桐君･････基本打ちをしっかりすれば、上手になります。 

 吉野君･････面が上手に着けられるようになろう。 

  

問１１．将来の夢問１１．将来の夢問１１．将来の夢問１１．将来の夢、、、、大人になったらやってみたいことを教えてください。大人になったらやってみたいことを教えてください。大人になったらやってみたいことを教えてください。大人になったらやってみたいことを教えてください。    

  

池田君･････剣道の先生。化石を発掘する人。 

 石田君･････夢は剣道日本一。やってみたいこと･･･駒剣の先生になりたい。 

 恵守さん･･･獣医 

 奥山さん･･･将来の夢はパン職人。大人になったら、小説書いたり、ＨＰ作ったりしたいなぁ～･･･。 

 菊地君･････とくになし 

 古峯君･････大人になったら、刀で物を斬ってみたい。 

 中桐君･････剣道日本一。 

 吉野君･････剣道の先生。 

 

問１２．最後に言いたいこと何でもどうぞ！問１２．最後に言いたいこと何でもどうぞ！問１２．最後に言いたいこと何でもどうぞ！問１２．最後に言いたいこと何でもどうぞ！    

  

池田君･････先ぱい先生方へ 

       今まで剣道のことを教えてくださってありがとうございます。中学になっても剣道を続けるので、

よろしくお願いします。 

 石田君･････先生方、今までありがとうございました。 

 恵守さん･･･始めたのが５年生ぐらいからだったから、あまり長くはできなかったけど、剣道を始めてとっても

楽しかったです。練習はあと少ししかないけれど、残りの練習もがんばります！ 

 奥山さん･･･中学校に行ってもときどき駒剣に来るから、その時までお互い強くなろう！ 

 菊地君･････これまで剣道を教えてくれた先生，これまで仲よくしてくれた友達，本当にありがとうございまし

た 

古峯君･････先生方ありがとうございました。これからも稽古をがんばりたいと思います。 

    中桐君･････先生、成人部の方々、今までありがとうございました。 

    吉野君･････根気強くぼくを指導してくれた先生方、ありがとうございました。 

 

   ６年生の皆さん６年生の皆さん６年生の皆さん６年生の皆さん、、、、たくさんの質問に答えてくれてどうもありがとうございました。たくさんの質問に答えてくれてどうもありがとうございました。たくさんの質問に答えてくれてどうもありがとうございました。たくさんの質問に答えてくれてどうもありがとうございました。        

                    一緒に稽古できるのはあと少しだけど一緒に稽古できるのはあと少しだけど一緒に稽古できるのはあと少しだけど一緒に稽古できるのはあと少しだけど、、、、体に気をつけて体に気をつけて体に気をつけて体に気をつけて、、、、残りの駒剣の稽古を十分楽しんでくださいね。残りの駒剣の稽古を十分楽しんでくださいね。残りの駒剣の稽古を十分楽しんでくださいね。残りの駒剣の稽古を十分楽しんでくださいね。    

                    下級生も下級生も下級生も下級生も、、、、６年生と稽古できるのはあと何回？６年生と稽古できるのはあと何回？６年生と稽古できるのはあと何回？６年生と稽古できるのはあと何回？    どんどんかかっていってどんどんかかっていってどんどんかかっていってどんどんかかっていって、、、、稽古をつけてもらいましょう！！稽古をつけてもらいましょう！！稽古をつけてもらいましょう！！稽古をつけてもらいましょう！！    
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☆☆☆☆                    ２２２２月月月月、、、、３３３３月月月月、、、、４月４月４月４月の予定の予定の予定の予定                                                                                                                                    

 

   年度末はいろいろと行事が詰まってますよ。！ご確認よろしくお願いします！！ 

    

    ２２２２月月月月        

予約名について予約名について予約名について予約名について・・・・・２月５日（土）、１９日（土）は正心剣友会の名前で予約が入っていますが、通

常どおり駒剣の稽古です。  

初～三段審査会初～三段審査会初～三段審査会初～三段審査会（上尾）・ ２月１３日（日）成人会員の中に受審される方がいらっしゃいます。 

応援しましょう！ 

写真撮影について写真撮影について写真撮影について写真撮影について・・・・６年生に送るメッセージアルバムのための写真の個人撮影を随時行っていきたい

と思います。 

            カメラマン（？）に声をかけられたら、思いっきりいいお顔で「ニッコリ(^^)/！」

よろしくお願いしま～す。 

    

    

    ３３３３月月月月     

３月 ５日（土）・・・・さくら草旗大会結団式（ＯＢ中学生が稽古に参加してくれる予定です） 

  １２日（土）・・・・駒場剣友会級審査会・１７年度剣道教室申し込み受付け 

  １９日（土）・・・・越谷村岡杯（出場選手のみ参加、その他は通常どおり稽古あり） 

  ２０日（日）・・・・さくら草旗争奪剣道大会 

  ２６日（土）・・・・通常稽古の後、６年生を送る会（5:00～）、６年生の保護者を送る会（7:30～） 

    

    ４４４４月月月月     

４月 ２日（土）・・・・(仮称)駒剣ＯＢ合同稽古会（1:00～5:00） 

   ９日（土）・・・・稽古時間変更（６月１１日まで 1:00～3:00）・剣道教室（3:00～5:00） 

  ３０日（土）・・・・駒場剣友会総会(1:00～) 年に一度の大切な会合です。万障お繰り合わせの上、

ご出席下さいますよう、お願い申し上げます。 

 

 

 

☆☆☆☆                    星やんのコーナー！！星やんのコーナー！！星やんのコーナー！！星やんのコーナー！！                                                                                                                         

お楽しみ！お楽しみ！お楽しみ！お楽しみ！「「「「星やん武芸帳星やん武芸帳星やん武芸帳星やん武芸帳」」」」です。です。です。です。    

毎回毎回毎回毎回毎回毎回毎回毎回、、、、いろいろなお話があってとってもためになるこのページ！！いろいろなお話があってとってもためになるこのページ！！いろいろなお話があってとってもためになるこのページ！！いろいろなお話があってとってもためになるこのページ！！    

こういうこういうこういうこういうお話が読めるのもお話が読めるのもお話が読めるのもお話が読めるのも、、、、駒剣で駒剣で駒剣で駒剣で剣道やっているからこそできる剣道やっているからこそできる剣道やっているからこそできる剣道やっているからこそできることなんです。ことなんです。ことなんです。ことなんです。    

これもこれもこれもこれも長い人生できっとどこかで役に立つ長い人生できっとどこかで役に立つ長い人生できっとどこかで役に立つ長い人生できっとどこかで役に立つ、、、、ひとつのひとつのひとつのひとつのおおおお勉強勉強勉強勉強なんなんなんなんですですですですよよよよ。。。。えっへん！えっへん！えっへん！えっへん！    

    これを書いてくださってる星野さんはね、書道は先生になれる腕前！手先がとっても器用なので，縫い物

なんかもお上手で、その上、石の判こを彫ることもできるし、竹刀のつば止めなんかも自分で材料をそろ

えて手作りされちゃう！！剣道にこる前は釣りにもこっていて、釣りの道具なんかも自分で手作りされて

たらしいですよ。 

    すごいですね～～～！！ 

さ～てさ～てさ～てさ～て、、、、今月はどんな今月はどんな今月はどんな今月はどんなお話かな？お話かな？お話かな？お話かな？・・・・・・・・・・・・    


