
- 1 - 

こまけんだよりこまけんだよりこまけんだよりこまけんだより    
    

平成１７年平成１７年平成１７年平成１７年５５５５月号月号月号月号    駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会    

今月の言葉今月の言葉今月の言葉今月の言葉    

    

丸山先生丸山先生丸山先生丸山先生よりよりよりより    

    

退任あいさつ退任あいさつ退任あいさつ退任あいさつ    

前会長前会長前会長前会長        丸丸丸丸    山山山山    健健健健    二二二二    

このたび，会長を退任することになりました。その職務を無事に全うできましたのは，

皆様の御協力によるものと厚く感謝申し上げます。さらに，会長推薦により名誉会長を

仰せつかり，続いてお付き合いいただけますことを，まさに名誉なことと存じ，倍旧の

ご厚誼をお願いする次第です。 

さて私と駒剣の関わりですが，実は昭和５１年の剣道教室開設から，常に深く関わっ

ていましたので，我が事のように愛着を覚えながら付き合ってきました。当時，教育委

員会勤務の上，浦和剣道連盟の事務局長をしていた関係で，いろいろと相談に乗りまし

た。 

 剣道教室修了者に剣道を続けさせようと，講師たちが相談して，翌年に駒剣を結成し

ました。指導者は浦剣推薦による教育委員会委嘱の講師の方たちですが，一昨年までの

教育委員会主催中は，毎回私が人選し，浦剣から推薦していたのです。したがって，駒

剣の指導者は教育委員会から委嘱された方たちだったのです。その中に私も入っていま

した。 

 指導を始め，会の運営を進めていくうちに，保護者の方たちの意見でいろいろな行事

が組まれるようになり，その世話焼き代表さんが，会長さんと呼ばれていました。誠に

スムーズに運営されていたのですが，いつの間にか，会の運営や指導者との連携などに

ソゴが生じてきました。原因は，指導者が知らない間に保護者中心で会を運営するよう

な会則が，平成４年４月２５日に制定されていたのです。そのことが分かったので会則

を見直して平成１４年１１月９日付けで改正し，主席師範である会長を中心に，錬成

部・指導部・後援部（保護者）の三者一体で運営に当たる，他に例のない駒剣独自の現

在の体制が出来上がったのです。 

 会則を変えて以来，私の頭の中はいつも駒剣のことでいっぱいでした。どうしたらも

っとよい会になるか，よりよい指導をするにはどうしたらよいか。それはそれは大変や

りがいのある仕事でした。 

 会員のまとまりとともに剣道の技術，人間形成など，会の目的が徐々に達成されて向

上し，成果を上げてきたことを確信し，喜んでおりましたが，病魔に襲われて健康に不

安を覚え，このままでは会に迷惑をかけることになることを恐れ，引退を決意しました。

後任には，当然，菅原副会長を推薦したのですが，ちょうどそのころ，体調を崩されて
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固く辞退されたので，若手にお願いすることを考えて，会則により指導部の互選をして

本荘師範にお願いすることとなりました。 

 本荘会長ならば，まずは健康そのもの，剣道に対する情熱・努力・剣道界との連携な

どすばらしく，剣道の技術も勝れ，指導は本職なので申し分なく，立派な人間形成をめ

ざす駒剣の精神をきちんと受け継いで，若い力で会を引っ張っていってくれるものと確

信しております。ただ，現職で期待されて活躍中なので，多忙だと思います。この点ご

理解の上，皆様方の絶大なる御協力をいただき，駒場剣友会をますます盛り上げていっ

てほしいと思います。 

 私もお役に立てることがあれば，駄馬にむち打って命のある限り頑張りますので，お

引き立てのほど宜しくお願いして，退任のご挨拶といたします。 

ありがとうございました。 

            

  丸山先生，ありがとうございました。今後ともご指導のほど宜しくお願い致します。 

 

 

ありがとうございました    

    

    

菅原先生菅原先生菅原先生菅原先生よりよりよりより    

    

副会長退任並びに副会長退任並びに副会長退任並びに副会長退任並びに相談役就任のごあいさつ相談役就任のごあいさつ相談役就任のごあいさつ相談役就任のごあいさつ    

                                                                                        前副会長前副会長前副会長前副会長        菅菅菅菅    原原原原    慶慶慶慶    一一一一    

今回の役員改選につきましては，昨年から体調を崩しておりましたため，丸山先生に

一切をお任せしておりました。 

今回，本荘先生が会長になってくださるということで，本荘先生ならば駒場剣友会を

ぐんぐん引っ張っていってくれることと，大変よろこんでおります。 

駒場剣友会がますますよい会になりますように，皆さんの御協力を御願い致します。 

 

（平成１７年度駒場剣友会定期総会 菅原先生のご挨拶より） 

 

 

菅原先生には，今年度より新たに相談役として，さらにご指導をいただけることになりまし

た。菅原先生，ありがとうございました。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。 

 

                            

 

ありがとうございました 



- 3 - 

    

本荘先生より本荘先生より本荘先生より本荘先生より    

  

丸山先生の後任として駒場剣友会の会長職を仰せつかりました。私にとって大変な重

責ですが，皆様方の御協力をいただき務めてまいりたいと思います。 

 総会の席でもお話しさせていただきましたが，現在の駒剣は，指導部，錬成部，後援

部の３つが一体となっているところに大きな意味があります。一ヶ月前に行われたＯＢ

合同稽古会での整列風景にもありましたように，指導陣を正面に，その左手に小学生会

員と多数の保護者（後援部），向かいに成人会員，右手に巣立っていった０Ｂ会員と，

大きな一つの輪になっているのです。これは丸山前会長が築いてくださった組織であり，

他の道場等では見ることのできない大きな財産であります。 

 さて，この会（組織）をさらに発展させるためにはどうしたらよいか。今，私の頭に

あるのは，①錬成部成人会員にどんどん指導陣の一員に加わっていただきたい。（その

ためにも御自身の剣道にさらに磨きをかけていただきたい。）②ＯＢ会員に今まで以上

に駒剣とのつながりを持ってもらえるようにしていきたい。③後援部のさらなるバック

アップをお願いしたい。昔と違い，剣道をやっているお父さん，お母さん（成人会員）

が大勢いらっしゃいます。いろいろな面で頼っていいと思います。ただし「頼る」と「任

せる」とは違いますので，おひとりおひとりの力添えをいただき，子どもたちの成長に

つなげていきたいと思います。④小学生会員は，年々上達しています。ただ，始めた次

期や学年が異なり，個々にレベルの違いもあります。その辺を配慮しての指導が我々指

導陣に今，必要となってきております。「人間形成道場」として，さらなる創意工夫を

凝らした指導を行っていきたいと思います。 

私自身，小学生の時に駒場の道場で剣道の手ほどきを受けて，はや三十年がたとうと

しております。この機会に改めて初心に返り『師弟同行 交剣知愛』，皆さんとともに

一歩一歩，歩んでいく所存です。どうぞ宜しくお願い致します。     

本荘 真 

 

 

よろしくおねがいします 

    

 

お詫び 

なお，新副会長には木村先生が就任されましたが，ご出張中で，原稿のお願いをしそびれて

しまいました。木村先生には機会を見て，お言葉をいただければと思っております。申し訳

ありませんでした。木村先生，どうぞ宜しくお願い致します。 
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     ＯＢ合同ＯＢ合同ＯＢ合同ＯＢ合同稽古会稽古会稽古会稽古会のののの感想感想感想感想                

 

 さくらがほころび始めた去る４月２日（土），駒場剣友会ＯＢ合同稽古会が行われました。

山崎先生のお別れ稽古会を機に始まった，駒剣現役会員とＯＢが一堂に会して稽古をする

この会は今年で３回目です。今回は第２体育室という大きな会場をお借りして，時間も４

時間と大幅に拡大されましたが，それを感じさせないほど多くの参加があり，時間いっぱ

い熱のこもった稽古や試合が繰り広げられました。 

 試合は，現役とＯＢが混合４チームに分かれてのリーグ戦が行われました。試合中は各

チームの高校，大学生が大将としてチームをまとめ，円陣を組んだり，中学生同士がそれ

ぞれにアドバイスの声を飛ばしたり，小学生たちが精一杯の声で先輩たちを応援したり，

まさに先生方に大切に育てられた駒場の剣士，ここにありといった光景でした。 

 

錬成部の方が，先輩方と応援に来てくださった保護者の方々にアンケートをとってくだ

さいましたので，ここでご紹介します。 

    質問は以下の３つでした。皆さん，ご回答ありがとうございました。 

    

質問１．本日の会への感想をお願いします。質問１．本日の会への感想をお願いします。質問１．本日の会への感想をお願いします。質問１．本日の会への感想をお願いします。    

質問２．かわいい後輩へ一言お願いします。質問２．かわいい後輩へ一言お願いします。質問２．かわいい後輩へ一言お願いします。質問２．かわいい後輩へ一言お願いします。    

質問３．ご意見がございましたらお願いします。質問３．ご意見がございましたらお願いします。質問３．ご意見がございましたらお願いします。質問３．ご意見がございましたらお願いします。 

 

                ＯＢ・ＯＧのＯＢ・ＯＧのＯＢ・ＯＧのＯＢ・ＯＧの諸先輩諸先輩諸先輩諸先輩方方方方        

    

川畑陽介先輩川畑陽介先輩川畑陽介先輩川畑陽介先輩                                                                                    

１．とても有意義に過ごせました。 

２．がんばれ！ 

大本学先輩大本学先輩大本学先輩大本学先輩    

１．非常に楽しかったです。 

２．頑張って練習してください。 

河野雄太先輩河野雄太先輩河野雄太先輩河野雄太先輩    

１．いろいろな人と稽古ができて楽しかっ

たです。 

２．夢中になって頑張ってください。 

星野裕美先輩星野裕美先輩星野裕美先輩星野裕美先輩    

１．駒剣の懐かしい雰囲気・・・明るくて，

和やかな雰囲気，よかったです。 

２．駒剣ならきっと強くなれます！頑張っ

て！ 

３．日程は中学・高校などの大会と重なら

ない日 

    

    

    

西智仁先輩西智仁先輩西智仁先輩西智仁先輩    

１．久々にみんなに会えてよかった。みん

な強くなっていてよい練習ができた。 

  小学生がとても上手になっていた。 

２．基本を大切にして，駒剣として頑張っ

てください。 

羽鳥翔太郎先輩羽鳥翔太郎先輩羽鳥翔太郎先輩羽鳥翔太郎先輩    

１．先輩たちとできて，とてもよかった。

また参加したいです。 

２．厳しい練習に耐えて，頑張ってくださ

い。 

本荘勇志先輩本荘勇志先輩本荘勇志先輩本荘勇志先輩    

１．人数が多くて驚いた。練習が多くでき

たのでよかったと思う。 

２．これからも剣道頑張ってください。 
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神田修先輩神田修先輩神田修先輩神田修先輩    

１．みんな強くなっていてビックリしまし

た。 

２．先輩よりもっともっと強くなって下さ

い。 

木村香織先輩木村香織先輩木村香織先輩木村香織先輩    

１．負けて悔しかったので，頑張ろうと思

った。 

２．頑張って。 

森田大樹先輩森田大樹先輩森田大樹先輩森田大樹先輩    

１．楽しかった。 

２．もっと自信を持って打ってください。 

武藤駿介先輩武藤駿介先輩武藤駿介先輩武藤駿介先輩    

１．とても暑かったのですが，楽しかった

です。 

２．強い人の試合を見て，技を沢山身につ

けてください。 

    

    

    

    

    

    

奥山雄太先輩奥山雄太先輩奥山雄太先輩奥山雄太先輩    

１．楽しかった。また開くならば，もっと

人数を増やしてやってみたい。 

２．がんばって～！ 

３．稽古の回数を多くしてほしい。 

千葉和甫先輩千葉和甫先輩千葉和甫先輩千葉和甫先輩    

１．人数も多く，日ごろできない人や千枚

などとできたのでよかったと思います。 

２．これからも剣道を続けて頑張って練習

してください。 

中桐弘晴先輩中桐弘晴先輩中桐弘晴先輩中桐弘晴先輩    

１．ＯＢの先輩たちと稽古できて，技を覚

えたので使ってみたい。 

２．とても上達したと思うので，これから

も頑張ってください。 

３．会場が少し狭かったので，広いところ

を会場にしてほしい。 

    

菊地晋作先輩菊地晋作先輩菊地晋作先輩菊地晋作先輩    

１．全力の力が出せてよかったと思います。 

２．特になし 

奥山いずみ先輩奥山いずみ先輩奥山いずみ先輩奥山いずみ先輩    

１．長かったけど充実した稽古ができたと

思います。 

２．この調子で頑張って！ 

野口順平先輩野口順平先輩野口順平先輩野口順平先輩    

１．みんな楽しそうに剣道をやっていたの

で，とてもよかったと思います。 

２．これからも練習に励んでもらいたい。 

古谷駿先輩古谷駿先輩古谷駿先輩古谷駿先輩    

１．いい体験になりました。 

２．これからも頑張ってください。 

宮地悟史先輩宮地悟史先輩宮地悟史先輩宮地悟史先輩    

１．久々に先輩に会えてよかった。みんな，

前会ったときより上手になっていた。

これからももっと練習をして上を目指

したいと改めて思った。 

２．これからも上を目指して頑張ってくだ

さい。 

冨田篤史先輩冨田篤史先輩冨田篤史先輩冨田篤史先輩    

１．久しぶりに駒剣のみんなと稽古をして，

とても楽しかった。みんなすごく強く

なっていたのがとても驚いた。 

石田雄哉先輩石田雄哉先輩石田雄哉先輩石田雄哉先輩    

１．先輩方に会えてよかったです。 

２．これからも練習頑張ってください。 

恵守由奈先輩恵守由奈先輩恵守由奈先輩恵守由奈先輩    

１．初めて参加したので，緊張しました。

最後のほうはバテてしまって，しっか

り打つどころではありませんでした。 

２．私も頑張るので，みんなも頑張ってく

ださい。 
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    錬成錬成錬成錬成部成人会員部成人会員部成人会員部成人会員        

星野芳範さん星野芳範さん星野芳範さん星野芳範さん    

１．小学生から大学生までステキな会です。 

  交剣知愛 

２．精進あるのみ 

冨田勝美さん冨田勝美さん冨田勝美さん冨田勝美さん    

１．あっというまに終わってしまいました。 

  とてもよかったと思います。 

２．いつまでも剣道頑張ってください。 

石井美保さん石井美保さん石井美保さん石井美保さん    

１．世代を超えての稽古会ですばらしいと

思います。４色対抗試合もよかった。    

    

    

    

    

    

恵守陽子さん恵守陽子さん恵守陽子さん恵守陽子さん    

１．みんなの成長した姿が見られてうれし

かったです。 

神田けい子さん神田けい子さん神田けい子さん神田けい子さん    

１．成長したＯＢ・ＯＧの皆さんの顔が見 

れて，とても楽しいひとときでした。

子供の成長って早いですね。 

２．みんな立派に成長していて，頼もしい

です･･･｡また会えるのを楽しみにして

います。来年もぜひ参加してください。 

渡辺良平さん渡辺良平さん渡辺良平さん渡辺良平さん    

１．楽しい会だと思います。 

２．剣道はいくつになってもできます。 

３．また９月末に次回開催してはいかがで

しょうか。 

山田節男さん山田節男さん山田節男さん山田節男さん    

１．大変よい集まりでした。 

２．駒剣の精神をしっかり身につけてくだ

さい。 

３．後援部・成人会員の方，ご苦労様です。 

    

    

    

    

    

ＡさんＡさんＡさんＡさん    

１．子どもたちの成長が間近に見られるこ

とができたので，とても感動いたしま

した。 

２．楽しい剣道を目指して続けてください。 

    

大本郁子さん大本郁子さん大本郁子さん大本郁子さん    

１．心身共に成長された皆さんにお会いで

きて本当にうれしかったです。学年の

壁を越えて楽しそうにしている姿，先

輩から後輩へアドバイスをしている姿

を見て，この会を続けていきたいなと

思いました。 

２．生涯剣道細く長く続けましょう。 

木村由枝さん木村由枝さん木村由枝さん木村由枝さん    

１．大変にぎやかでよかったです。 

２．強い先輩を見て頑張って稽古しましょ

う。 

３．審判が上手にできなくて申し訳なく，

目の慣れた高校生もＯＫかなと思いま

す。 

渡辺順迎さん渡辺順迎さん渡辺順迎さん渡辺順迎さん    

１．子どもたちが大きく成長している姿に

驚きました。迫力あふれる稽古，試合

には感動してしまいました。来年が待

ち遠しいです。 

２．強くなるだけでなく，「凛」とした剣士

の姿を身につけたいと思っています。

２．楽しい剣道を目指して続けてくだ

さい。 

一緒に頑張りましょう。 

３．楽しい合同稽古会でした。皆さんあり

がとうございました。 
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    保護者の方保護者の方保護者の方保護者の方        

ＢさんＢさんＢさんＢさん    

１．小さい子には，大きな先輩たちと稽古

ができてよかったです。汗だくで，少

しハードだったでしょうか。顔を見る

なり「もう死にそう～」。でもうれしそ

うでした。 

野口さん（野口先輩のお母さん）野口さん（野口先輩のお母さん）野口さん（野口先輩のお母さん）野口さん（野口先輩のお母さん）    

１．先輩の試合を見せていただいて，感

動いたしました。 

２．練習を頑張って強くなって下さい。 

石田さん石田さん石田さん石田さん    

１．楽しかった。 

三原さん三原さん三原さん三原さん    

１．皆さん，特に中学生が大きくなってび

っくり！気合いの入ったいい試合でし

た。    

小川さん小川さん小川さん小川さん    

１．広い場所で大勢の先輩方がお見えにな

り，時間もたっぷりで，とてもよかっ

たと思います。 

    

    

    

    

    

鈴川さん鈴川さん鈴川さん鈴川さん    

１．高校生，中学生のＯＢ・ＯＧの皆さん

の迫力ある動きが見られましてよかっ

たです。 

３．普段お稽古でお会いすることの少ない

皆さんとお稽古ができるとよい刺激に

なり，目標もできるので，とてもよい

と思います。 

本荘さん本荘さん本荘さん本荘さん    

１．大変大勢の参加者に驚きました。まさ

に盛会！貴重な体験となりましたので，

これをもとにさらに発展していければ，

すばらしいと存じます。 

２．お疲れ様でした。一生懸命の試合姿，

ほほえましく，頼もしかったです。 

３．皆様お世話になりましてありがとうご

ざいました。 

 

 

 

 

 

 

 

           定期総会開催定期総会開催定期総会開催定期総会開催のごのごのごのご報告報告報告報告    

 

 ４月３０日（土）駒場剣友会定期総会が開催されました。 

限られた時間の中でしたが，多くの議案が審議承認され，質疑応答が活発に行われました。 

１６年度決算報告，１７年度予算案審議などの他に，会長・副会長の交代，会則の改正な

ど，承認された大きな議案は以下のとおりです。 

 

・丸山会長が退任され，名誉会長に就任されました。 

・菅原副会長が退任され，相談役に就任されました。 

・新会長には本荘先生が，新副会長には木村先生が，それぞれ就任されました。 

・会計規約に，会費の兄弟割引規定（同時に３人以上のきょうだいが入会している場合，

二人目以降の月会費が２０００円になる。），休会規定（休会届を出して長期間休会す

る場合には月会費が１０００円となる。）等が追加されました。 

その他詳しいことについては，後ほど総会議事録が配付される予定ですので，そちらで

ご確認下さい。 
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            お知らせお知らせお知らせお知らせ    

 

    ５月の予定５月の予定５月の予定５月の予定        

 

・・・・５月２９日（日）さいたま市少年剣道大会５月２９日（日）さいたま市少年剣道大会５月２９日（日）さいたま市少年剣道大会５月２９日（日）さいたま市少年剣道大会（記念総合体育館）に参加します。 

  都合の悪い人を除き，全員選手として参加できます。日ごろの稽古の成果が出るよう

に，体調を整えておきましょう。保護者の皆様のご協力，ご声援よろしくお願い致し

ます。 

集合時間等，詳しいお手紙は後日配付される予定です。 

 

・７（土），２１（土）の練習は，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。 

 

    ６月の予定６月の予定６月の予定６月の予定        

 

・６月１８日から土曜日の稽古時間は６月１８日から土曜日の稽古時間は６月１８日から土曜日の稽古時間は６月１８日から土曜日の稽古時間は通常どおり３：００～５：００に戻ります。通常どおり３：００～５：００に戻ります。通常どおり３：００～５：００に戻ります。通常どおり３：００～５：００に戻ります。    

（１１日で，剣道教室が終了するため）間違えないように気をつけてくださいね！！ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・きりとり・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ひっさびさ～のひっさびさ～のひっさびさ～のひっさびさ～の    アンケート～！！アンケート～！！アンケート～！！アンケート～！！    るんっ♪るんっ♪るんっ♪るんっ♪     

１．ぼくの，わたしのクラスじまん！！１．ぼくの，わたしのクラスじまん！！１．ぼくの，わたしのクラスじまん！！１．ぼくの，わたしのクラスじまん！！    

みんな，学年が一つ上がって１カ月たちました。新しいクラスと先生，それから友達。

もう名前も覚えたよね？先生はどんな先生？何かすごいことできる友達がいる？ 

今，学校ではやってる遊びはなに？教えてみんなのクラスのこと！ 

 

 

 

 

２．うちのペットじまん！！２．うちのペットじまん！！２．うちのペットじまん！！２．うちのペットじまん！！    

 この間，ヤドカリをもらったから，「やーさん」とか「うずら」とか，かってに名前をつ

けたら，子供にすごく怒られちゃった (^_^;)...でもその後，彼がつけた名前は「キャン

チョメ」と「キンチョメ」・・・？？？ (?_?) 

あなたのうちのペットは何？名前は？何が好きなの？教えて！！（イラストも歓迎♪） 
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