
- 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６６６６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    

    

今月のめにゅ～～今月のめにゅ～～今月のめにゅ～～今月のめにゅ～～                        みんなで読んでね♪みんなで読んでね♪みんなで読んでね♪みんなで読んでね♪ 

 

    

☆☆☆☆今月のことば今月のことば今月のことば今月のことば・・・・・・・・本荘
ほんじょう

先生
せんせい

、木村
き む ら

先生
せんせい

、4、5 月のお当番
とうばん

さんの感想
かんそう

 

☆☆☆☆大会大会大会大会
たいかい

結果結果結果結果
け っ か

報告報告報告報告
ほうこく

！！！！・・・・・・５月２９日の大会の試合
し あ い

結果
け っ か

！ 

☆☆☆☆アンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果
け っ か

その１その１その１その１・・・試合
し あ い

に出 場
しゅつじょう

した選手
せんしゅ

の皆
みな

さんの感想
かんそう

 

☆アンケート☆アンケート☆アンケート☆アンケート結果結果結果結果
け っ か

その２その２その２その２・・・・・・・・・・・・クラス自慢
じ ま ん

、ペット自慢
じ ま ん

に回答
かいとう

してくれ

た人ありがとう！！ 

☆お☆お☆お☆お知知知知
し

らせらせらせらせ・・・・・・・・・新入
しんにゅう

会員
かいいん

の紹介
しょうかい

、６月７月の予定
よ て い

など要
よう

チェック！ 

☆☆☆☆星星星星
ほし

やんやんやんやん武芸帳武芸帳武芸帳武芸帳
ぶげいちょう

・・・・・・・今月は「お面の内側
うちがわ

なぜ赤い？」！ 

              またまたへぇ～なお話♪ 

              いつもありがとうございます！ 
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                         今今今今    月月月月    のののの    ここここ    とととと    ばばばば    
    

    本荘先生本荘先生本荘先生本荘先生        

        

先週の日曜日、「第２１回さいたま市浦和少年剣道大会」において、日頃の稽古の成果を発揮して、

見事団体戦Ａ、Ｂ両チームが３位入賞を果たしました。みんなのがんばりに敬意を表します。おめで

とうございます。 

 

昨年、Ｂチームが３位に入り、今年は両方が３位ですから、駒剣全体として着実に実力がついてき

ていると言えます。それに、小学生の団体戦に参加している１１の剣友会のうち、Ａ、Ｂ２チームを

出せているのはわずかに４団体のみ。駒剣はＣチームまでも作れる層の厚さがありました。そこだけ

見ても今の駒剣の充実ぶりがうかがえます。 

 

さて、試合後のミーティングでも話しましたが、今回の試合での課題をあえてあげれば「面打ち」

です。ここぞというところで「小手」「胴」と下へいってしまい、正面からズドーンと相手に向かって

いく（真っ向から切り下ろすような）「面」が少なかったように見受けられました。真っ直ぐで強い面

が打てると他の技も生きてきます。今回、団体、個人で上位に入っている他の団体の選手の中にも、

小手先で、姿勢は崩れ、当てっこの剣道をしている選手がおりました。試合に強いからといってそう

いう選手の真似をすることなく、駒剣の皆さんは基本に忠実で真っ直ぐな剣道をしていって下さい。

切にそう願います。 

 

話は変わりますが、プログラムの一番後ろに、過去の大会の記録が載っていました。昨年の団体３

位と個人での高橋薫平選手、本荘風人選手以外に唯一駒剣関係が出ているのが、平成１０年の第１４

回大会での団体３位であります。今の大学１年生になったメンバーが小学校６年生だった時代です。

４月に行ったＯＢ合同稽古会にも来てくれた、石井先輩や関口先輩らの代が成し遂げたことのようで

す。このあたりの面々が受験を終え、定期的に駒剣の稽古に参加してくれるという話もあります。役

員会、総会でもお話ししましたが、中学生、高校生、大学生、そして一般になっても縁が切れない剣

友会にしていきたいと願っております。その意味からも、来たる夏合宿においても多くの皆さんの参

加をいただき、二泊三日、剣を交えつつ交流を深めてまいりたいと思っております。ＯＢ会員への働

きかけについても、どうぞよろしくお願いいたします。 
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    木村木村木村木村先生先生先生先生        

この度の役員改選におきまして指導部長職を拝命致しまして、錬成部長の大本さん、後援部長の星

野さんと共に、駒場剣友会の副会長職を仰せつかりました。大変な重責ではございますが、出来る限

り本荘会長を補佐申し上げ、丸山前会長から引き継がれております剣道を通じての“人間形成道場”

発展のために、少しでもお役に立てます様、精進して参る所存でございますので、引き続き宜しくご

指導の程、お願い申し上げます。 

 

子供達にすこしでも剣道を好きになってもらいたい、と願っております。剣道の稽古は、“苦しいも

の”、“辛いもの”ではありますが、それを乗り越えられた自信の後に、それぞれの“楽しさ”、“すば

らしさ”を子供達に見つけてもらいたい、と願っております。“鍛える”だけではなくて、“育てる”

剣道指導を、みんなの総合力を持ちまして実施して参ります様、私自身もそして駒場剣友会も、もっ

ともっと“鍛え”、“育って”行きたいと存じております。 

 

先般の「さいたま市剣道大会」におきましても、駒場剣友会はすばらしい結果を残す事が出来まし

た。引き続き、この勢いをバネに致してみんなで盛り上げて参りましょう。 

 

健康であるから稽古ができます。家族の協力があるから稽古ができます。仕事をし、学業があるか

ら稽古ができます。恵まれた環境であることを深く感謝すると共に、この環境を大事にして、駒場剣

友会の一回一回の稽古を大切に、真剣勝負で行って参りましょう。 

                                         

              本荘先生、木村先生ありがとうございました。 

    

    

４４４４、、、、５月のお当番さんの声５月のお当番さんの声５月のお当番さんの声５月のお当番さんの声((((抜粋抜粋抜粋抜粋))))    

 

・4 月当初は、前年度の 6 年生が抜けたばかりで例年さびしくなるところですが、今年は準備運動のとき

からみんなの掛け声が大きくて元気いっぱいなのにビックリしました。すごい！ 

・低学年の子達が、練習内容をよく理解できないようで、時々戸惑っている様子でした。 

・成人会員の方がたくさんいらして、元立ちになってくださり一人ひとりに声をかけてご指導いただいた

のでとてもありがたいと思いました。  

・「手首のスナップを利かせて打つ。（打ったときの音が違います）」(丸山先生より) 

・途中で面をはずして休む人が多かった。これから暑くなるので、気を引き締めて稽古に励みましょう。 

・総会に多くの方が集まってくれました。 

・大きな声が出ていて気合が感じられてよかったです。 

・試合が近くなり、基本をしっかり練習し、自分の得意な技を生かせるよう練習しましょう。 

・試合稽古をするときは、作戦を考えて、こうやってみよう、この技ができるようにやってみようと思い

ながら稽古しましょう。(丸山先生より) 

・試合に向け、礼儀作法についてのお話がありました。一本をとる技を意識しながら、大会に備えてよい

練習試合ができました。 

・原山小 3年の小林君が新しく入会されました。よろしくお願いします。 
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                  大大大大    会会会会    結結結結    果果果果    報報報報    告告告告    
 

平成１７年度さいたま市浦和少年剣道大会平成１７年度さいたま市浦和少年剣道大会平成１７年度さいたま市浦和少年剣道大会平成１７年度さいたま市浦和少年剣道大会    駒場剣友会記録駒場剣友会記録駒場剣友会記録駒場剣友会記録    

個人戦個人戦個人戦個人戦    

小学校３年生             

  渡辺かこ渡辺かこ渡辺かこ渡辺かこ△   －メメ 蔵田（天馬） 

  須山直斗須山直斗須山直斗須山直斗△   －メメ 野中（新田） 

  細谷遼太細谷遼太細谷遼太細谷遼太△   －判定 川名（一心館） 

小学校４年生 

  古谷古谷古谷古谷    慧慧慧慧△   －メメ 坂本（三室） 

  渡辺渡辺渡辺渡辺郁宝郁宝郁宝郁宝○ メ －   大益（秋本） 

      ○ 判定－   山本（原山） 

      △   －メメ 谷口（三室） 

石田石田石田石田    涼涼涼涼○ メコ－   木村（秋本） 

      ○ メメ－   室田（埼玉田島） 

      △   －メメ 内田（天馬）  

ベスト８ベスト８ベスト８ベスト８ 

  西西西西    聖仁聖仁聖仁聖仁○ コメ－   永山（原山） 

      ○ ドコ－コ  矢数（埼玉田島） 

      △   －コ  篠原（天馬）  

ベスト８ベスト８ベスト８ベスト８ 

 

 

団体戦 

Ａチーム一回戦 

小学校５年生  

  渡辺あこ渡辺あこ渡辺あこ渡辺あこ○ ド －   竹田（原山） 

      △   －メメ 関根（埼玉田島） 

中牟田侑紀中牟田侑紀中牟田侑紀中牟田侑紀○ 反メ－   山地（三室） 

○ メメ－   向 （領家） 

△   －メコ 小沼（天馬） 

  三原知樹三原知樹三原知樹三原知樹△ 反 －コ判定鹿内（三室） 

  本荘風人本荘風人本荘風人本荘風人○ メコ－   石井（西警察） 

      ○ コド－   吉野（原山） 

      △   －メ  松本（新田） 

ベスト８ベスト８ベスト８ベスト８    

小学校６年生 

鈴川紘平鈴川紘平鈴川紘平鈴川紘平△   －メメ 金子（領家） 

前田啓佑前田啓佑前田啓佑前田啓佑○ 反メ－   福田（領家） 

    ○ メ －   内藤（三室） 

    △   －メメ 高橋（駒場） 

小川小川小川小川    輝輝輝輝△ コ －メメ 亀田（埼玉田島） 

 高橋薫平高橋薫平高橋薫平高橋薫平○ メメ－   川下（西浦和） 

      ○ メメ－   前田（駒場） 

△ メ －ココ 久我（新田） 

     ベスト８ベスト８ベスト８ベスト８ 

 先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将 

駒剣駒剣駒剣駒剣    

ＡチームＡチームＡチームＡチーム 

石田 

涼 

渡辺 

郁宝 

西 

聖仁 

小川 

輝 

中牟田 

侑紀 

本荘 

風人 

高橋 

薫平 

 ５（７） メメ  メド コ メ コ  

 ０（１）   ド     

一心館一心館一心館一心館    白石 宮本 塩沢 後藤 室岡 小西 原 
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Ａチーム二回戦 

 先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将 

駒剣駒剣駒剣駒剣    

ＡチームＡチームＡチームＡチーム 

石田 

涼 

渡辺 

郁宝 

西 

聖仁 

小川 

輝 

中牟田 

侑紀 

本荘 

風人 

高橋 

薫平 

 ３（４）   メド  メ  コ 

 ３（３）  メ  メ  メ  

三室三室三室三室    

剣友会剣友会剣友会剣友会 
椎野 皆川 小林 鹿内 栗本 皆川 赤星 

 

Ａチーム準決勝 

 先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将 

駒剣駒剣駒剣駒剣    

ＡチームＡチームＡチームＡチーム 

石田 

涼 

渡辺 

郁宝 

西 

聖仁 

小川 

輝 

中牟田 

侑紀 

本荘 

風人 

高橋 

薫平 

 ０（２） メ     コ  

 ２（５） メ メ  メコ  ド  

新田道場新田道場新田道場新田道場    西村 野中 赤間 松本 武内 斉藤 久我 

駒場剣友会Ａチーム駒場剣友会Ａチーム駒場剣友会Ａチーム駒場剣友会Ａチーム    ３位入賞！３位入賞！３位入賞！３位入賞！    

 

 

 

 

ＢチームＢチームＢチームＢチーム一回戦一回戦一回戦一回戦    

 先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将 

駒剣駒剣駒剣駒剣    

BBBBチームチームチームチーム 

藤野 

律 

渡辺 

靖宝 

古澤 

由奈 

坂下 

幸治郎 

星野 

正成 

渡辺 

聖宝 

近藤 

麻美 

 ５（８） ド メ メ メメ メ  メメ 

 ０（１）     メ   

原山原山原山原山    

剣友会剣友会剣友会剣友会 
山本 井上 西形 天田 吉野 野尻 勝田 
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ＢチームＢチームＢチームＢチーム二回戦二回戦二回戦二回戦    

 先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将 

駒剣 

Bチーム 

藤野 

律 

渡辺 

靖宝 

古澤 

由奈 

坂下 

幸治郎 

星野 

正成 

渡辺 

聖宝 

近藤 

麻美 

 ５（７） ドド  メ ド  メ メメ 

 １（３） ド    メメ   

中尾少年

剣士会Ｂ 
山岸 西山 大間 小黒 松本 並木 鈴木 

ＢチームＢチームＢチームＢチーム準決勝準決勝準決勝準決勝    

 先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将 

駒剣 

Bチーム 

藤野 

律 

渡辺 

靖宝 

古澤 

由奈 

坂下 

幸治郎 

星野 

正成 

渡辺 

聖宝 

近藤 

麻美 

０ （０）        

７（１３） メメ メメ メメ メメ メメ メメ メ 

天馬少年 

剣友会Ａ 
駒林 内田  篠原 大林 福島 山田 山口 

駒場剣友会Ｂチームも３位入賞！駒場剣友会Ｂチームも３位入賞！駒場剣友会Ｂチームも３位入賞！駒場剣友会Ｂチームも３位入賞！    

 

 

一般団体の部一般団体の部一般団体の部一般団体の部    

ＡチームＡチームＡチームＡチーム一回戦一回戦一回戦一回戦    

 先鋒 中堅 大将 

駒剣駒剣駒剣駒剣    

ＡチームＡチームＡチームＡチーム 
渡辺 良平 大本 郁子 星野 芳範 

 １ （３） メコ  メ 

 ２ （５） コ コメ コメ 

中尾少年剣士会Ｂ中尾少年剣士会Ｂ中尾少年剣士会Ｂ中尾少年剣士会Ｂ    加 藤 木 村 山 岸 
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ＢチームＢチームＢチームＢチーム一回一回一回一回戦戦戦戦    

 先鋒 中堅 大将 

駒剣駒剣駒剣駒剣    

ＢチームＢチームＢチームＢチーム 
石田 恵介 石井 美保 西 博尚 

 １ （２） コ  メ 

 ２ （４） メメ コメ  

新田道場Ａ新田道場Ａ新田道場Ａ新田道場Ａ    野 中 黒 田 山 崎 

        

    両チームとも善戦、惜敗！！ 

 

アンケートその１アンケートその１アンケートその１アンケートその１    試合の感想試合の感想試合の感想試合の感想    
 

一般団体Ａチーム一般団体Ａチーム一般団体Ａチーム一般団体Ａチーム    

渡辺良平さん渡辺良平さん渡辺良平さん渡辺良平さん「小学生Ａ、Ｂチームともに入賞とはすばらしい！成人会員もがんばろう！勝つことだ

けが目標ではないけれど、やっぱり勝てばうれしいものです。おめでとうＡ、Ｂチー

ム！」 

大本さん大本さん大本さん大本さん  「試合の空気を十分味わうことができました。目標にしていた大きな声を出し、まず一

歩前に出る、これはできたように思いますが、その後はこれからの目標として練習に

取り組んでいきたいと思います。」 

星野さん星野さん星野さん星野さん  「少し、ほんの少し剣道の試合になってきたかなぁ～。子供たちに負けず、精進あるの

み！おりゃぁ～っ。」 

一般団体Ｂチーム一般団体Ｂチーム一般団体Ｂチーム一般団体Ｂチーム    

石田さん石田さん石田さん石田さん  「始まるまでは、心臓バクバク、もう口から出そうなぐらい超キンチョーしました。で

も、参加できてよかったです。小手が一本決まり、今後の練習の課題とします。」 

石井さん石井さん石井さん石井さん  「今までとても抵抗があって、到底出場する気にならなかった試合ですが、今回背中を

押されて、勇気を奮って出てみて貴重な経験になりました。瞬殺された経験を糧にし

たいと思います。」 

西さん西さん西さん西さん   「駒剣Ａ、Ｂチームとも入賞できて、とてもすばらしく思いました。また、自分の試合

においては、普段子供たちに「下がるな！！」と言っているのに山崎先生の剣先に押

されて知らないうちにいっぱい下がってしまいました。今後は、子供たちを見習って

前に出られるよう努力します。」 

小学生団体Ａチーム小学生団体Ａチーム小学生団体Ａチーム小学生団体Ａチーム    

石田くん石田くん石田くん石田くん  「気持ちー、ちょー気持ちいいー」 

渡辺郁宝くん渡辺郁宝くん渡辺郁宝くん渡辺郁宝くん「初めての大会だったけど、３位がとれてうれしいです。」 

西くん西くん西くん西くん   「いっぱい勝ててよかった。」 

小川くん小川くん小川くん小川くん  「今日は３位に入れたけれど、もっと攻めればよかった。」 
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中牟田さん中牟田さん中牟田さん中牟田さん 「個人戦、団体戦を出させてもらい、結果、個人３回戦負け、団体３位に入りました。

先生や保護者の方々、ありがとうございました。」 

本荘くん本荘くん本荘くん本荘くん  「個人はベスト８で負けちゃったけど、団体で入賞したのでよかったです。」 

高橋くん高橋くん高橋くん高橋くん  「個人戦は入賞できなかったけど、団体戦はＡチームもＢチームも入賞できてよかった

です。日々、みんなが一生懸命練習していたから３位になれたんだと思います。これ

からもたくさん練習していきたいと思います。」 

小学生団体Ｂチーム小学生団体Ｂチーム小学生団体Ｂチーム小学生団体Ｂチーム    

藤野くん藤野くん藤野くん藤野くん  「はじめての大会に出て、だんたいせんの３いになったのがうれしかったです。」 

渡辺靖宝くん渡辺靖宝くん渡辺靖宝くん渡辺靖宝くん「初めての大会だったけど、３位になったのでよかったです。」 

古澤さん古澤さん古澤さん古澤さん  「きほんをしっかりうてた。」 

坂下くん坂下くん坂下くん坂下くん  「もうすこし前に出れればいいと思いました。３位でよかった。」 

星野くん星野くん星野くん星野くん  「負けてくやしかった。こんどのしあいでは、けっしょうまでいきたい。」 

渡辺聖宝くん渡辺聖宝くん渡辺聖宝くん渡辺聖宝くん「今回は基本技以外にも応じ技等もでき、思ったより体が動きよかったです。」 

近藤さん近藤さん近藤さん近藤さん  「去年もＢチームで３位をとったんですが、今年はちょっとちがう３位だなあと感じま

した。来年も一つ上の２位か１位をとりたいです。」 

個人戦３年生個人戦３年生個人戦３年生個人戦３年生    

須山くん須山くん須山くん須山くん  「１かいせんでまけてくやしかったけど、楽しかったです。」 

細谷くん細谷くん細谷くん細谷くん  「はじめてだったので、楽しかったです。」 

渡辺かこさん渡辺かこさん渡辺かこさん渡辺かこさん「はじめてのしあいだったので、ちょっときんちょうしました。」 

個人戦４年生個人戦４年生個人戦４年生個人戦４年生    

古谷くん古谷くん古谷くん古谷くん  「すぐ負けたから、次がんばる。」 

個人戦５年生個人戦５年生個人戦５年生個人戦５年生    

三原くん三原くん三原くん三原くん  「こじんせんでシードだったけど、１回せんで負けました。(T_T) だけど、来年がん

ばります。」 

渡辺あこさん渡辺あこさん渡辺あこさん渡辺あこさん「こじんせんで、しらない人とやってすこしきんちょうしたけど、おもいっきりきあい

を出したら、らくになったです。来年もでたいです。」 

個人戦６年生個人戦６年生個人戦６年生個人戦６年生    

鈴川くん鈴川くん鈴川くん鈴川くん        「一生けんめい、力を出して頑張りました。これからもけい古をきちんとやりたいです。」        

前田くん前田くん前田くん前田くん  「ベストをつくしたと思う。がんばった。自分としてはいいと思ったが、自分からせめ

られなかったと思う。」 

 

 

すぐに負けちゃった人、くやしかったね、この次こそ！だね。1 本なかなかとれなかった人、それでも最後までよく

戦いました。かっこよかったよ！仲間の試合を応援する姿もとってもよかったと思います。 

表彰式で駒剣のＡＢチームの選手 14 人が並んだのは、すごくうれしかったです。 

記念体育館に「駒場の剣士ここにあり！」って、十分にアピールできた気がしました。お疲れ様でした。 

ご指導くださいました先生方、監督、記録、お世話をしてくださった成人会員の方々、 

座席の確保、ジュースの手配などしてくださった役員の方々、みなさんどうもありがとうございました。 
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      アンアンアンアンケート結果その２ケート結果その２ケート結果その２ケート結果その２    
 

みんなの学校のクラスのことやおうちのペットのこと、教えてくれてありがとう！！ 

たくさんの人が書いてくれたので、今月は半分だけしょうかいしますね。（今月のらなかった人、ご

めんね！来月ね～）せっかく書いたのに、まだ出してなかった人、来月も載せるから、出してね～♪ 

 

高砂小学校高砂小学校高砂小学校高砂小学校 6666 年の鈴川くん年の鈴川くん年の鈴川くん年の鈴川くんのののの    

クラスクラスクラスクラスじまんじまんじまんじまん！ 

「市のバスケットボール大会に参加するために、校内の代表クラスを決めます。今クラスが 1つに

なって、練習に打ち込んでいます。」 

 ～～～クラスのみんなが力を合わせてがんばってるんだね！！いい感じ♪ 代表クラスになれるといいね！！ 

ペットペットペットペットじまんじまんじまんじまん！！！！    

「マンションなのでペットは飼えません。でもねこが好きなので、飼ってみたいです。」 

 ～～～鈴川君はねこ好きだったのね♪ねこって足のうらのにくきゅう（プニプニしたところ）や小さなハナとか

がかわいいよね！ 

 

埼大附属小埼大附属小埼大附属小埼大附属小 4444 年の渡辺郁宝くん年の渡辺郁宝くん年の渡辺郁宝くん年の渡辺郁宝くんのののの    

クラスクラスクラスクラスじまんじまんじまんじまん    

「先生は、今でもたまに剣道をやっている。すごいことができる友達は水泳がうまい。学校でやっ

てる遊びは、サッカーとか、ボール投げ、消しピン。」 

 ～～～へえ～！クラスの先生も剣道やっていらっしゃるんだ。ところで、消しピンって？・・・消しゴムでやる

ピンポン？？かな？・・・ちがうよね(^_^.) 何々？？？ 

ペットじまん 

「ペットはねこ 3 びき。名前はクルミ(14 才)タイショウ(6才)ミッキー(2才)。クルミは消しゴム

とばしが好き。タイショウは外で遊ぶのが好き。ミッキーは朝になるとベッドにあがってなめる

のが好き。」 

 ～～～わぁ～ねこが３匹もいるんだ。いいなあ～～～♪ みんなそれぞれ、せいかくがちがうみたいだね！ 

 

埼大附属小埼大附属小埼大附属小埼大附属小 4444 年の渡辺靖宝くん年の渡辺靖宝くん年の渡辺靖宝くん年の渡辺靖宝くんのののの    

クラスクラスクラスクラスじまんじまんじまんじまん    

「先生は柔道をやっている。すごいことができる友達は、サッカーがうまくて、走るのも速い。学

校でやってる遊びは、サッカーやうでずもう。」 

 ～～～あれ、郁くんの先生は剣道で、靖くんの先生は柔道！すごいな、附属小の先生、おそるべし！ 

ペットペットペットペットじまんじまんじまんじまん    

「ペットはねこ(3匹)。名前はクルミ 14才、たいしょう 6才、ミッキー2才、何が好きかは、クル

ミはおさしみ、たいしょうは外でぶらぶら歩くこと、ミッキーはねること。」 

 ～～～あはは、たいしょうは外でぶらぶら歩くのが好きなんだ♪ ところで、今度はたれネームなしで、靖くん

と郁くんを見分ける方法を教えて～～！！！ね？ 
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大宮大宮大宮大宮南小南小南小南小 5555 年の渡辺あこさん年の渡辺あこさん年の渡辺あこさん年の渡辺あこさんのののの    

クラスじまんクラスじまんクラスじまんクラスじまん    

「私のクラスのたんとうの先生は、係やクラスに名前をつけます。私のクラスの名前はビクトリー

共和国。係は会社けいしきにして、せいりせいとんの係が「ぴかぴか会社」、お花の水やり係は

「みなみっ子草花会社」。ちゃんと仕事をすると、「ソフトバンク銀行」からお金がもらえて、学

期の最後にやるバザーで、そのお金を使ってお買い物ができます。」 

 ～～～すごーい！！学校の中に会社があるんだ。あこちゃん、もうかってまっか～？ お仕事がんばって、 

バザーでお買い物がたくさんできるといいね♪ 

 

                おおおお        知知知知        らららら        せせせせ    
 

新入会員の紹介新入会員の紹介新入会員の紹介新入会員の紹介    

    

小林滉生（こばやし小林滉生（こばやし小林滉生（こばやし小林滉生（こばやし    ひろお）ひろお）ひろお）ひろお）くん       

  「剣道はおもしろそうなので始めました。得意なことは、走るのが速いです。 

よろしくお願いします。」       

 

※連絡網は古谷くんの下に入ります。各自ご記入をよろしくお願いします。 

 

平成 17 年 6 月現在、小学生小学生小学生小学生会員会員会員会員は２５人は２５人は２５人は２５人！(6年生 7 人、5 年生 6人、4 年生 8 人、3 年生 4人） 

お友達をさそって、どんどん剣道仲間を増やしましょう！！ 

    

 

    ６月の予定６月の予定６月の予定６月の予定        

 

稽古時間の変更について稽古時間の変更について稽古時間の変更について稽古時間の変更について    

・６月１８日から６月１８日から６月１８日から６月１８日から、、、、土曜日の稽古時間は土曜日の稽古時間は土曜日の稽古時間は土曜日の稽古時間は、、、、３：００～５：００に３：００～５：００に３：００～５：００に３：００～５：００にもどもどもどもどります。ります。ります。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！！ 

 

    

    ７７７７月の予定月の予定月の予定月の予定        

 

・蕨市塚越剣友会との交流会蕨市塚越剣友会との交流会蕨市塚越剣友会との交流会蕨市塚越剣友会との交流会・・・16 日(土)午前中、昨年と同様あちら（蕨東小学校の体

育館）にお邪魔します。３時からの駒剣の稽古はお休

みとなります。 

・夏合宿説明会夏合宿説明会夏合宿説明会夏合宿説明会・・・・・・・・・23日(土)午後 3 時から２階会議室にて 

・2 日（土）30 日（土）は「正剣錬成会」、9 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。 

・夏休み中も（8 月のお盆と合宿中の除く）通常どおりの時間で稽古があります。 

注意！注意！注意！注意！    

よろしくお願い

します！ 


