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    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１１１１１１１１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    
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☆今月の☆今月の☆今月の☆今月の言葉・・・本荘先生からいただきました。言葉・・・本荘先生からいただきました。言葉・・・本荘先生からいただきました。言葉・・・本荘先生からいただきました。    

    

☆☆☆☆鳩ヶ谷出稽古鳩ヶ谷出稽古鳩ヶ谷出稽古鳩ヶ谷出稽古のご報告・・・のご報告・・・のご報告・・・のご報告・・・今回は成人会員さんたちの感想です♪今回は成人会員さんたちの感想です♪今回は成人会員さんたちの感想です♪今回は成人会員さんたちの感想です♪    

                                                        小学生むけクイズコーナーがあるよ！小学生むけクイズコーナーがあるよ！小学生むけクイズコーナーがあるよ！小学生むけクイズコーナーがあるよ！    

                                                    全問正解者にはすてきな景品が・・・！？全問正解者にはすてきな景品が・・・！？全問正解者にはすてきな景品が・・・！？全問正解者にはすてきな景品が・・・！？    

    

☆お知らせ・・・１☆お知らせ・・・１☆お知らせ・・・１☆お知らせ・・・１１１１１月月月月、、、、１１１１２２２２月の月の月の月の予定予定予定予定についてについてについてについて    

    

☆星やん武芸帳・・・☆星やん武芸帳・・・☆星やん武芸帳・・・☆星やん武芸帳・・・「「「「その十その十その十その十弐弐弐弐、、、、竹刀のお手入れ道具♪竹刀のお手入れ道具♪竹刀のお手入れ道具♪竹刀のお手入れ道具♪」」」」    
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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                                        
    

    本本本本荘先生から荘先生から荘先生から荘先生から        

 

先月もいろいろなことがありました。 

 １３日（木）には，杉山先生が，駒剣の指導者として最後の稽古に来て下さいまし

た。前日のお昼にその連絡をいただき，それから会員向けに回したにもかかわらず，

大勢の成人会員とＯＢ会員が集まってくれたのは，嬉しい出来事でした。会の中で近

藤さんからの花束贈呈と高橋キャプテンのお礼の言葉，そしてみんなで体育館の出口

でお見送りをしたこと，杉山先生の心に，私たちの感謝の気持ちが届いたことと確信

しています。「心のこもった・・」というのは大切なことですね。これからもそうい

う駒剣でありたいと思います。 

２２日（土）の稽古は，高橋キャプテンに指揮を任せました。今までの駒剣の稽古

では，キャプテンの号令は整列と体操だけで，面を着けてからは師範がすべてやって

いました。それはそれで小学生段階ではいいのですが，９月ころからの高橋君の後輩

への対応等を見ていて，一度やってもらおうかという気になりました。彼は，自分で

メニューを考え，それを実行しました。見ていて何の心配もいりませんでした。昨年

は，６年生全員に体操の号令をかけてもらいました。受け身でなく，自ら考えて稽古

すること，さらに自らが主となり，他人を動かす稽古をすることは，とてもいい勉強

の機会になります。これからも機を捉え，行っていきたいと思います。 

翌２３日（日）は，鳩ヶ谷市剣道連盟への出稽古がありました。内容については，

大勢の成人会員の方が感想を寄せてくださっていますので，私のほうでは省かせてい

ただきますが，改めて『剣道の良さというのは，人とのつながりである』ということ

を実感しました。この稽古会を実現するにあたり，何人もの方のお骨折りをいただき

ました。感謝，感謝です。ごっちゃまぜの団体戦，時間が来てしまいましたが，もう

一ブロックとやりたかったような，あれで十分だったような，余韻を残して終わるこ

とができました。一度剣を交えたらもう仲間です。また行きましょう。 

 

ここのところ，土曜日の修道館で，小学生の女子がまとまってよく 

稽古しているなぁと感じます。そこで今考えているのは，「女子の 

団体戦をどこかとやりたいなぁ」ということです。近藤麻美さんが 

卒業するまでに実現したいと考えています。もちろん男子も 

やりますのでご安心を。 

 みんなでアイディアを出しあって人間形成道場 

駒場剣友会を作っていきましょう。 

 

    

    

   本荘先生 ありがとうございました。        
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             鳩鳩鳩鳩    ヶヶヶヶ    谷谷谷谷    出出出出    稽稽稽稽    古古古古    のののの    ごごごご    報報報報    告告告告                    
     

 

当日は，秋晴れのいいお天気でしたね。 

駒剣から総勢７０名余で参加した先日（１０月２３日）の鳩ヶ谷での合同稽古会の様子は，鳩ヶ谷市

剣道連盟さんのホームページ上にて写真が公開されています。 

鳩ヶ谷市剣道連盟ホームページ鳩ヶ谷市剣道連盟ホームページ鳩ヶ谷市剣道連盟ホームページ鳩ヶ谷市剣道連盟ホームページ        http://members.aol.com/hatogayakendou/http://members.aol.com/hatogayakendou/http://members.aol.com/hatogayakendou/http://members.aol.com/hatogayakendou/    

                                                                            記録写真→平成１７年度スポーツの日記念行事記録写真→平成１７年度スポーツの日記念行事記録写真→平成１７年度スポーツの日記念行事記録写真→平成１７年度スポーツの日記念行事    

八谷先生初め，鳩ヶ谷剣道連盟の皆様のおかげで，大変有意義な，心に残る１日をすごすことができ

ました。お世話になりまして，ありがとうございました。 

 

今回は，成人会員の方から，たくさんの感想文をいただきました。 

皆さん，お忙しいところをご寄稿いただきまして，ありがとうございました。 

 

石井石井石井石井美保美保美保美保さんさんさんさん    

 

鳩ヶ谷の稽古会は、大変盛大なものでしたが、それもこれも、企画・ご指導下さった先生方と、

陰で色々準備・お手伝いして下さった保護者の皆様のおかげと感謝しています。 

八谷先生の講話は、教科書に載っていない歴史の一端に触れて興味深く、また、「打ち込み打ち込み打ち込み打ち込み」

の大切さを教えていただきとても有益でした。 

地稽古では、知らない方に「お願いします。」となかなか声が掛けられないのを普段から反省

していたので、とにかく自分からと思い、何人もの先生方に掛かって、色々ご指導を受けること

ができました。 

試合は・・・一本が取れるようになりたいです！ 

基本を見直しながら、もっともっと稽古を積まなくてはと改めて感じた稽古会でした。 

    

    

石田昭男石田昭男石田昭男石田昭男さんさんさんさん    
    

先日、鳩ヶ谷の出稽古に参加させて頂きました。 

今回、自分の目標は、ケガをせず、最後まで楽しんでくるということのみでしたが、稽古が始

まると、つい本気に（ムキに？）なってしまい、相手に向かって一生懸命に戦い続けました（と

いうか、必死で防戦してました）。途中で指の負傷で少し手当てが必要になり、怪我の治療の為

（という名目で）、少し休憩しましたが、その後は、試合にも交ぜて頂き、何とか最後まで参加

することができて、本当に充実した一日を過ごすことができました。 

子供と一緒に、同じイベントに出られて、いっしょに喜んだり、悔しがったり、本当に剣道を

再開して良かったという瞬間でした。 

最後に次の出稽古の目標は、ちょっとアグレッシブに「もっと、攻めるぞ～～とっ」、勝ち負

けは別として。。。 
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稲森稲森稲森稲森久士久士久士久士さんさんさんさん    

 

鳩ヶ谷の出稽古に参加して 

 

2回目の出稽古に参加させていただきました。 

秋晴れの良いお天気とは裏腹に、親子 3人かなり緊張して会場に向かいました。 

もちろん午後からの試合が原因でしたが、帰途は 3人ともお天気同様清清しい気持ちで楽しい 1

日になりました。 

帰りの車中では材料いっぱいの反省会になり、楽しく盛り上がり、「打って反省、打たれて感

謝」という話になりました。今は「感謝ばかり」の身ですが、早く「反省」もできるようにがん

ばろう！と 3人決意？を新たにしました。 

結果そのものにこだわる必要はないと思いますが、「勝ち」「負け」の原因にはこだわっていけ

ればと思っています。みなさん、これからもよろしくご指導ください！ 

 

追伸：八谷先生のお話の中に「柳生石舟斎」の話がでましたが、私の「そのうち読む文庫」の中

にたまたまあったので早速読んでみました。まだ真ん中位ですが、すでに数ヶ所感動シーンに遭

遇しました。「武」の字の成り立ちなども出てきて、「なるほど！」と思う部分も多いです。ご興

味のある方はご一読されてみてはいかがでしょうか。 

 

 

木村木村木村木村由枝由枝由枝由枝さんさんさんさん    

 

鳩ヶ谷市スポーツの日記念行事（出稽古）に参加して 

  

１０月２３日（日）快晴の中、本荘先生が初めて赴任された、八幡木中学校で鳩ヶ谷市スポー

ツの日記念行事に参加させて頂きました。事前説明では「出稽古」だったので気軽に八谷先生の

有難いお話を伺い、稽古をして、練習試合だと思って居りました。  

途中まではそうでした。 試合も団体戦で剣友会混合チームも聞いていた通りでした。でも、

何故？私のチームは８人なの？（１チーム・１０人）どうして私が三将、四将と連続で出るの？

許せない！  

試合が始まると初めて同士のチームが応援しあって、どの試合場も盛り上がっていました。 

１２チームもあるので、何処をみても駒剣の誰かが試合をしていて、記録のお母さん達も大忙し

だったのでは？ 駒剣の低学年の子供達も、初めて対外試合に出た子も一生懸命頑張っている姿

は「引くなー！もっと、しっかり打てー！」と敵チームでも応援してしまう程でした。 

私の試合結果は・・・・・二戦続けてなのに、相手が大将！力の差は誰が見てもはっきりわか

るのですが、「気合」じゃ負けないぞ！と攻めて、攻めて、四本取られてからはよく覚えていま

せんが、普段駒剣で男性相手で稽古している時よりも前に、前に出られたのが「不思議？」でし

た。  

試合では審判もさせて頂き、自分なりに流されずに堂々と審判が出来た事がとてもうれしくて、

参加して良かったなと思いました。（でも許せないー！） 
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鳩ヶ谷剣道連盟、安行剣道クラブはとても上手で、強い人がたくさんいました。駒剣も人数が

増え、稽古に活気があって良いなと思いますが、「強くなりたい！」と思った人がいっぱいいる

と思います。 私もそうです。 試合で負けてくやしかった気持ちを忘れずに、これからの稽古

を頑張りましょう。  

鳩ヶ谷剣道連盟の方々には大勢で大変お世話になり、感謝しております。本荘先生が鳩ヶ谷で

どれだけの人望が在ったかを見せて頂き、改めて駒剣の会長さんになって頂いた事を感謝し、鳩

ヶ谷から駒剣に来て良かったと思って頂ける様みんなで頑張りたいな！と思った一日でした。 

                                    

 

 

近藤近藤近藤近藤千恵子千恵子千恵子千恵子さんさんさんさん    

 

他の道場の人との練習、試合は、普段の練習では、なかなか味わえない技や気持ちの変化の刺

激を受ける事が出来ました。また機会があれば参加したいと思います。   

 

 

中牟田中牟田中牟田中牟田英明英明英明英明さんさんさんさん    

 

鳩ヶ谷出稽古の感想 

 

今回の出稽古は３つの団体が集まり、八谷先生の講演に始まり、小学生から成人まで多くの参

加者がいっしょになって稽古や試合に汗を流す充実した内容でした。いつもと違う人と剣を交え

ることは大変刺激になり、さらに剣道が上達したいとの思いを持ちました。 

また、これだけ多くの参加者を受け入れて頂きました、鳩ヶ谷市剣道連盟の皆様には事前準備

から後片付けまで大変なご苦労があったと思います。心より感謝申し上げたいです。 

    

    

渡辺良平さん渡辺良平さん渡辺良平さん渡辺良平さん    

 

合同稽古に参加して 

 

 楽しみにしていた鳩ヶ谷市剣道連盟での合同稽古が１０月２３日に八幡木中学校で行われま

した。子供から大人まで剣士の総数が１１０人以上集まるという盛況で、試合も所属団体をバラ

バラにしてのチーム分けで自分のコートの試合しか出場、見取り稽古が出来ませんでした。それ

でも、沢山の事を実感した、鳥肌が立った、勉強できた、そして希望を持て、感謝できた充実し

た一日でした。 

 実感した事、駒剣は人数が凄く多い、そして、剣道を始めて未だほんの数ヶ月しか経ってない

初心者でも恥ずかしく無い立派な試合が出来ていた。試合形式が「技は取り放題、取られ放題？」

だったので何本取られても「一本でも取り返してやろう」、勝っていても「もう一本頑張るぞ！」

そんな気迫が初心者からも感じられました。 

 鳥肌が立った事、安行剣道クラブの村田さんの試合を審判していた時「ひょっとして村田さん

面に出るんじゃないかな？」と思って、その足元を見ました。次ぎの瞬間左足でパッと床を蹴っ
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て凄い正面打ちが相手に決まりました。自然体に立ったまま全く継ぎ足しない綺麗な足さばきの

踏み込みでした、一瞬審判している事を忘れて旗を揚げる手が止まってしまいました。思わず鳥

肌が立ちました。 

 勉強できた事、稽古前にお話頂いた八谷先生の剣道講話、小学生には少し難しく、退屈？した

かも知れませんが、先生のお話の中で「打ちこみ稽古打ちこみ稽古打ちこみ稽古打ちこみ稽古」、「掛かり稽古」が，正面から打てる剣道

を身に付けるとても良い練習方法であると教えて頂きました。剣道の稽古の中では少し退屈でつ

まらない、キツイと手を抜いたり逃げたりする稽古です。それでも物凄く大事な稽古であること

を改めて勉強させて頂きました。 

 希望をもてた事、何処の剣友会も沢山の大人の剣士がおられ、皆立派な剣士で強くてカッコ良

かった。自分も稽古すれば未だ強くなれる、カッコ良くなれる。そんな希望を持てました。 

 感謝した事、お昼に食べたお弁当、冷たくなかった、温かかった。みんなが稽古している間に

誰かが８０人分も買って来てくれたのかな？みんなが稽古している間にも、知らない間に一生懸

命みんなの為にお手伝いしてくれた人がいるんだと感謝、感謝です。 

 

        

山田節男さん山田節男さん山田節男さん山田節男さん    

 

鳩ヶ谷への出稽古・八谷先生の講話を聞いて 

                                              

出稽古はいつもながら、違う方々と稽古や試合でできるという大変楽しい経験でした。 

特に今回は八谷先生の講話があり、剣道を修行していく上での気持ちの持ち方、心のあり方を新

たにすることのできたたいへん貴重な機会を得ることができました。 

先生のお話で、鉄舟が剣や禅の激しいさまざまな修行を通じて心を無心にする境地まで進めて

いくことができたこと、それを通じて私たちもそれぞれの稽古において、打ち込み稽古、かかり

稽古を必ずすることの大切さ、そういった稽古をすることが無心になっていくことのできる、言

い換えれば、それこそが剣道を上達していく方法なのだということを解りやすく説明していただ

いたのではないかと思っています。 

山岡鉄舟山岡鉄舟山岡鉄舟山岡鉄舟は、私も大変興味をもった人物で、先生のお話を聴いたあと、以前に読んだ鉄舟鉄舟鉄舟鉄舟の本

をもう一度読み直してみました。そこで、八谷先生のお話を聴いて鉄舟鉄舟鉄舟鉄舟に興味をもったかたもた

くさんおいでだと思いますので、もう少し鉄舟鉄舟鉄舟鉄舟の生涯や本にかかれていることをご紹介して、皆

さんが鉄舟鉄舟鉄舟鉄舟にさらに興味を持ち、八谷先生のお話を思い出し、反芻していくことのおてつだいに

なればと考えました。詳しくご存知のかたはつたない内容をご容赦ください。 

鉄舟鉄舟鉄舟鉄舟は、天保七年（１８３６）幕臣小野朝衛門高福の四男として生まれます。通称鉄太郎、名

は高歩（たかゆき）９歳ではじめた剣は神陰流でしたが、父が飛騨高山の郡代になったのについ

て高山にゆき、ここで、北辰一刀流の井上清虎（せいこ）につきます。剣のほかに有名な書もこ

こではじめました。父がなくなったあと、江戸に帰り、幕府講武所に入り、千葉周作（このひと

が北辰一刀流の創始者です）をはじめいろいろな剣客につきます。やがて文久３年（１８６３）、

お話にもでてきた浅利又七郎義明に出会うことになります。鉄舟鉄舟鉄舟鉄舟は安政二年、槍の名手山岡静山

の家を継ぎ、静山の妹と結婚します。静山には弟がひとりあり、さきに高橋家へ養子にいった高

橋泥舟です。（先生のお話にでてきた幕末の三舟（さんしゅう）のひとりです、つまり泥舟と鉄鉄鉄鉄

舟舟舟舟は義理の兄弟なのです。）その後、安政大獄のころ、清川八郎と尊皇攘夷党を作ったり幕府浪

士組で近藤勇とかかわったりします。浪士組の分裂で江戸に帰り、その後浅利又七郎に出会いま
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す。大政奉還から戊辰戦争にかけて幕府内の精鋭隊歩兵頭取格としてすごし、その間にお話に出

てきた西郷隆盛西郷隆盛西郷隆盛西郷隆盛との駿府での談判という大事件がありました。このとき鉄舟鉄舟鉄舟鉄舟は「朝敵（ちょうて

き：朝廷の敵、天皇の敵という意味です）徳川慶喜家来山岡鉄太郎、、、」と名のって官軍の本営

に乗り込んだといわれています。その後、明治政府の仕事につき、宮内侍従となり、天皇の特命

で終身宮内省御用掛として天皇とともに過ごします。鉄舟鉄舟鉄舟鉄舟は一生の前半が幕臣、後半が宮内省勤

めということになります。そして伊藤一刀斎景久からはじまる一刀流の十二代目であり無刀流の

開祖です。お話の中の、沈思黙考のなかで浅利又七郎の幻影が消え無敵の悟りを開くのは、明治

十三年三月三十日の朝のことです 

鉄舟鉄舟鉄舟鉄舟のいった無刀流は「無刀流剣術大意」にはこう書いてあります。 

一、無刀流剣術は勝負を争わず、心を澄（す）まし、肝（きも）を練（ね）り、 

自然の勝を得るを要す 

一、事理の二つを修行するにあり。事は技なり、理は心なり。事理一致の場に至る、を 

妙処（みょうしょ）となす。 

一、無刀とは何ぞや、心の外に刀なきなり。敵と相対する時、刀によらずして心を以って 

心を打つ、これを無刀という。その修行は刻苦工夫すれば、たとえば、水を飲んで 

冷暖自治するがごとく、他の手を借らずおのずから発明すべし。 

先生の話された、一日の剣道の稽古で打ち込みやかかり稽古を一回でいいからやろうという言

葉はこの最後のところに通じるのです。前の部分では大変わかりやすいかんたんな表現で無刀流

について書いてあります。しかしその道は奥が深くなにか難しい方法が必要なのかといえば、た

だ、刻苦工夫、言い換えれば、一生懸命稽古していくことが、たとえば、水を飲めばすぐ冷たい

か熱いかわかるように自然とわかるんだよ、と言っているのです。 

いかがでしたか、以上駆け足で、山岡鉄舟山岡鉄舟山岡鉄舟山岡鉄舟のご紹介をしました。八谷先生のお話を思い出す助

けになったでしょうか。私も先生の話を忘れずに一日の稽古で必ず一回は打ち込み稽古打ち込み稽古打ち込み稽古打ち込み稽古をするよ

う頑張っていこうと気持ちをあらたにしました。 

 

 

 

 

 

 

    

 

突然ですが，突然ですが，突然ですが，突然ですが，ここでここでここでここで小学生にクイズです小学生にクイズです小学生にクイズです小学生にクイズです！！！！    ジャン♪ジャン♪ジャン♪ジャン♪    

残念ながら出稽古に参加できなかった人も，これまでの成人会員さんたちの感想の中にヒントが

たくさん入ってますから，おうちの人と考えて，ぜひ解答してくださいね。 

全問正解者には，すてきな景品がありますよ♪ がんばって！！ 

 

クイズコーナー 
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もんだい１．もんだい１．もんだい１．もんだい１．    

 

はとがやの八谷先生がお話ししてくださったのは，次のうち，おもにどの人のことだったでしょ

うか？ 

Ａ．海岡鉄舟（うみおか てっしゅう） Ｂ．山岡鉄舟（やまおか てっしゅう） 

Ｃ．山岡泥舟（やまおか でいしゅう） 

 

もんだい２．もんだい２．もんだい２．もんだい２．    

 

もんだい１の人は，江戸時代の将軍の家来でしたが，江戸の町と人々を守るために，命がけで敵

陣の中に入っていき，戦争をしないで，江戸城を明け渡すための話合いに成功しました。 

このとき，話し合った敵がわの相手の人は，だれだったでしょうか。 

 

Ａ．源義経（みなもと よしつね）  Ｂ．織田信長（おだ のぶなが） 

Ｃ．西郷隆盛（さいごう たかもり） 

 

 

もんだい３もんだい３もんだい３もんだい３．．．．    

 

もんだい１の人が，剣道をきわめるためにおこなったしゅぎょうは，次のうちのどれだったでし

ょう。 

Ａ．たくさんの人との打ち込み稽古を毎日続けた   Ｂ．新しい竹刀をたくさん買った   

Ｃ．新しい技をたくさん覚えた 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ きりとりせん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

    

こまけんだより１１月号こまけんだより１１月号こまけんだより１１月号こまけんだより１１月号    クイズコーナー解答用紙クイズコーナー解答用紙クイズコーナー解答用紙クイズコーナー解答用紙    

 

もんだい１ もんだい２ もんだい３ 

 

こたえ 

 

 

こたえ 

 

 

こたえ 

 

 

 

 

    

 

        

 

しめきりは１１月１９日（土）です。お当番さん，または本荘までしめきりは１１月１９日（土）です。お当番さん，または本荘までしめきりは１１月１９日（土）です。お当番さん，または本荘までしめきりは１１月１９日（土）です。お当番さん，または本荘まで    

学年        なまえ 
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                        おおおお        知知知知        らららら        せせせせ                                        
    

お知らせお知らせお知らせお知らせ    

  

 坂井俊祐くん（２年生）大祐くん（１年生）の兄弟が，おうちの都合により，残念ながら駒

剣を退会されることになりました。俊祐くん，大祐くん，お元気で！また，剣道ができるよう

になったら，いつでも戻ってきてくださいね～！短い間だったけど，ありがとうございました。 

 

    １１１１１１１１月の予定月の予定月の予定月の予定        

 

● １１月１０日（木）は体育館行事のため、稽古はお休みです１１月１０日（木）は体育館行事のため、稽古はお休みです１１月１０日（木）は体育館行事のため、稽古はお休みです１１月１０日（木）は体育館行事のため、稽古はお休みです。 

 

● １１月１３日（日）県立武道館（上尾）にて開催される１１月１３日（日）県立武道館（上尾）にて開催される１１月１３日（日）県立武道館（上尾）にて開催される１１月１３日（日）県立武道館（上尾）にて開催される「「「「埼玉県剣道大会埼玉県剣道大会埼玉県剣道大会埼玉県剣道大会    夫婦の部夫婦の部夫婦の部夫婦の部」」」」にににに、、、、

近藤英隆近藤英隆近藤英隆近藤英隆・・・・千恵子御夫妻が千恵子御夫妻が千恵子御夫妻が千恵子御夫妻が出場出場出場出場されます。されます。されます。されます。 

  みなさんで、応援しましょう！！ 

    

    

    １１１１２２２２月の予定月の予定月の予定月の予定        

 

● １２月１０日（土）１２月１０日（土）１２月１０日（土）１２月１０日（土）浦和剣道連盟一級審査会・初二段講習会（駒場体育館） 

  駒場体育館が会場となるため，駒剣の稽古はお休みになります駒剣の稽古はお休みになります駒剣の稽古はお休みになります駒剣の稽古はお休みになります。。。。 

 

● １２月２４日（土）１２月２４日（土）１２月２４日（土）１２月２４日（土）クリスマス会クリスマス会クリスマス会クリスマス会    ５：００～７：００５：００～７：００５：００～７：００５：００～７：００    

            年末稽古納めの後，今年は人数が多いので，道場にてクリスマス会を開く予定です。 

   じゃんけん大会，プレゼント交換，各種ゲームなど，楽しい企画を思案中です。 

みなさまのご参加をお待ちしております♪ 

 

● 年末年始体育館のお休みは１２月２８日（木）～１月４日（水）までです。 

  駒剣の稽古初めは１月５日（木）からとなります。 

 

 

最後はお待ちかね，星野さんの「星やん武芸帳」です♪最後はお待ちかね，星野さんの「星やん武芸帳」です♪最後はお待ちかね，星野さんの「星やん武芸帳」です♪最後はお待ちかね，星野さんの「星やん武芸帳」です♪        

今月は今月は今月は今月は「その１「その１「その１「その１２２２２    竹刀のお手入れ道具について竹刀のお手入れ道具について竹刀のお手入れ道具について竹刀のお手入れ道具について」」」」です。です。です。です。    これは必見必読ですぞこれは必見必読ですぞこれは必見必読ですぞこれは必見必読ですぞ    ！！！！                    

星野さん，いつも楽しいページをありがとうございます m(_ _)m 

 

  

 

「こまけんだより」について、ご意見、ご希望がございましたら、本荘母までお気軽にお知らせ下さいませ。 

       「こまけんだより」では随時、新編集員、イラスト、投稿などを募集しております(^^)/ 


