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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１平成１平成１平成１８８８８年年年年２２２２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    

    

            今今今今    月月月月    のののの    めめめめ    にににに    ゅ～ゅ～ゅ～ゅ～        おうちの人とおうちの人とおうちの人とおうちの人とみんなで読んでね♪みんなで読んでね♪みんなで読んでね♪みんなで読んでね♪ 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                        

    

目標に向かってジャンプ！！目標に向かってジャンプ！！目標に向かってジャンプ！！目標に向かってジャンプ！！    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                                                        ちょっと飛びすぎ・・・？ちょっと飛びすぎ・・・？ちょっと飛びすぎ・・・？ちょっと飛びすぎ・・・？    

    

☆今月の言葉☆今月の言葉☆今月の言葉☆今月の言葉・・・・・・・・・・・・本荘先生本荘先生本荘先生本荘先生とお当番さんよりとお当番さんよりとお当番さんよりとお当番さんより    

    

☆さくら草旗＆村岡杯☆さくら草旗＆村岡杯☆さくら草旗＆村岡杯☆さくら草旗＆村岡杯    大会出場選手の発表！大会出場選手の発表！大会出場選手の発表！大会出場選手の発表！    

    

☆☆☆☆特集１，埼玉大学寒稽古の感想！特集１，埼玉大学寒稽古の感想！特集１，埼玉大学寒稽古の感想！特集１，埼玉大学寒稽古の感想！    

        

☆特集２，もうすぐ卒業！アンケート『６年生に聞きたいこと！』☆特集２，もうすぐ卒業！アンケート『６年生に聞きたいこと！』☆特集２，もうすぐ卒業！アンケート『６年生に聞きたいこと！』☆特集２，もうすぐ卒業！アンケート『６年生に聞きたいこと！』    

    

☆お知らせ・・・☆お知らせ・・・☆お知らせ・・・☆お知らせ・・・２月，３月の予定について２月，３月の予定について２月，３月の予定について２月，３月の予定について    

    

☆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１５その１５その１５その１５    「みんなも武芸帳書いてみてください」「みんなも武芸帳書いてみてください」「みんなも武芸帳書いてみてください」「みんなも武芸帳書いてみてください」    
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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        

 

１月５日から１９日まで２週間にわたり行われた埼玉大学の寒稽古，昨年に引き続き今年も大

勢の駒剣士が参加してくれました。私は，駒剣の指導者そして埼大剣道部のＯＢとして大変嬉し

く，誇らしくも思っています。 

 

【参加日数】 

１５日 神田 修，中桐弘晴，星野芳範  《皆勤賞》素晴らしい！ 

１４日 星野正成 

１２日 三原直也 

１０日 芦村 顕  

 ８日 恵守由奈，本荘 真 

 ７日 渡辺あこ，渡辺かこ，渡辺周平，菊地晋作，古峯良祐 

 ５日 中牟田侑紀，本荘風人，西 聖仁，渡辺良平，渡邊順迎，有賀 寿 

４日 石井美保 

３日 小川 輝，近藤麻美，高橋薫平，石田 涼，稲森隆太郎，稲森華乃子，田上征哉 

有賀大穂，山田節男，冨田勝実，稲森久士，中牟田英明 

 ２日 神嵜 恵，松尾雅樹，石田雄哉、尾島寿子 

 １日 鈴川紘平，三原知樹，古澤由奈，小林滉生，石田陸人，渡辺聖宝，渡辺靖宝，渡辺郁宝 

奥山いずみ，星野史成，池田宗一郎，吉野元章，羽鳥翔太郎，星野裕美，奥山恵子 

石田昭男，石田恵介                          （敬称略） 

 

延べ日数にすると２２７日になります。昨年が１９５日でしたので，さらに増えたことになります。 

特筆すべきは星野父子の奮闘ぶりと神田先輩の２年連続の皆勤です。仲間のがんばりは励みになりま

すね。昨年，小学生で唯一１０日以上参加した中桐先輩が今年は皆勤しました。今年度剣道教室から

入ったばかりの子が大勢参加しているのにもびっくりです。すごいですね。みんなどんどん伸びてい

きます。この寒稽古で鍛えた力は，必ず春に生きてきます。来年度は１２月２６日から１月１９日（三

が日は休み）の三週間だそうです。いまからワクワクしますね。 

 

 

１月１４日，丸山先生の喜寿のお誕生日に，木村先生，尾島先生と一緒に丸山先生のお宅に伺い，

みんなが書いてくれたお祝いのメッセージアルバムをお渡ししてきました。１ページ１ページていね

いに，とてもうれしそうに，何度もうなずかれながら読んでいらっしゃる姿が印象的でした。みんな

の気持ちが通じて，丸山先生が早くまた道場にいらしてくださるといいですね。 

 

 本荘先生 ありがとうございました。 
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１月のお当番さんの感想より１月のお当番さんの感想より１月のお当番さんの感想より１月のお当番さんの感想より    

    

・新年初稽古はとても気合いが入るものでした。一人一人目標を持って，１年頑張っていってほしい

と思いました。 

・連続技など，低学年の子には難しいかと思われる練習でも，高学年の様子を見て，よく頑張ってい

ると思いました。最後のほうでは良く声も出ていて，気合いの入ったお稽古になっていました。 

・雪も降り，参加人数もいつもより若干少なめでしたが，それも感じられないほど，みんな気合いが

入って稽古してました。長い連続技の打ちをこなしているのは，先生の指導に集中している証と感

心させられました。 

・本日は参加者も多く，月例試合では，個々に気合いが入り，１本をとりに行く気持ちと，相手に１

本も取らせない気迫が感じられました。 

（修道館稽古のため，お当番さんには，重たい道具を持って帰っていただいたりして，いつもよりお世話になっており

ます。ありがとうございました。m(_ _)m ） 

        

                             大大大大    会会会会    出出出出    場場場場    選選選選    手手手手    のののの    発発発発    表表表表    ！！！！                                        
 

１月の月例試合の結果を基に，来たる３月１９日，同時に行われる２つの大会の選手が決定し，発

表されました。みなさん，駒場剣友会の代表選手としてがんばってくださいね♪。 

 

さくら草旗争奪剣道大会さくら草旗争奪剣道大会さくら草旗争奪剣道大会さくら草旗争奪剣道大会        監督監督監督監督    木村裕之先生木村裕之先生木村裕之先生木村裕之先生    

先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将 

駒剣Ａ 
西 聖仁 加藤建太 中牟田侑紀 近藤麻美 高橋薫平 三原直也 神田 修 

 

先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将 

駒剣Ｂ 
石田 涼 藤野 律 三原知樹 前田啓佑 坂下幸治郎 木村香織 冨田篤史 

 

越谷村岡杯剣道大会越谷村岡杯剣道大会越谷村岡杯剣道大会越谷村岡杯剣道大会            監督監督監督監督    本荘本荘本荘本荘    真先生真先生真先生真先生    

先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 

小学生の部 
本荘風人 鈴川紘平 渡辺聖宝 星野正成 小川 輝 

 

先鋒 中堅 大将 

小学1・2年生 
有田 楽 岩附弘樹 有賀大穂 

 

 先鋒 中堅 大将 

小学3・4年生 
渡辺靖宝 古澤由奈 渡辺郁宝 
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                         特集１特集１特集１特集１    埼玉大学寒稽古の感想埼玉大学寒稽古の感想埼玉大学寒稽古の感想埼玉大学寒稽古の感想                                    
 

 今年も１月５日から１９日まで，たくさんの駒剣士が埼玉大学寒稽古に参加しました。 

何人かの方に感想をいただきましたので，残念ながら参加できなかった方も是非参考にしてみてくだ

さいね。来年の寒稽古は，何と今年中に（１２月中）始まる長丁場になるそうですよ・・・・(^^;) 

まずは，皆勤賞，準皆勤賞の星野親子からです！パチパチパチ！ 
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成人会員（順不同）成人会員（順不同）成人会員（順不同）成人会員（順不同）    

    

山田節男さん山田節男さん山田節男さん山田節男さん    

皆さんなかなか時間がとれず，一度は行ってみたいけどなあ，という成人会員の方もたくさんいると

思います。私も今回初めて３日だけ参加できました。なんとか時間がとれるならば，１日だけでも参

加されるとよいと思います。いまや全国有数の強豪校である埼玉大剣道部の学生を初め，多数の学生

が来ています。彼らと稽古する機会もなかなかないですから，大変身のある稽古ができるチャンスが

あると考えてみるとよいです。私も気合いの入った稽古が十分過ぎるほどでき，何か元気の素，エネ

ルギーをもらったような気がします。そうそう，何と言っているのか学生に聞こうと思って忘れてし

まったんですが，稽古の始めのランニングのときのあのかけ声，○○○，，，そーれ，○○○，そーれ，

１，，，と続くあれ，聞いたことのある方は分かると思いますが，あれはなんか良いですよね。何て言

ってるのかよく分からないんですが，次々と学生がかけ声を続けていき，男子学生の野太い声や，や

や高い女子学生の声，なにか自分の学生になったようなさわやかな気分になる不思議なかけ声でした。

皆さんも，是非一度聞いてみてください。 

 

「いちいちいちに それ！」を４回。その次に「それ１，それ２，それ３，それ４」ときて最後に「いちにさんし  

いちにさんし」 となります。（  みんなで言うところ） 寒稽古中，ついつい口ずさんじゃいますよね。あれ，簡単

なようでリズムに乗れずに，かけ声できない学生たまにいるんですョ 【本荘真 談】 

 

石井美保さん石井美保さん石井美保さん石井美保さん    

 今年の寒稽古の目標は「ランニングから，６日ぐらい」というものでした。ランニングや準備体操

はなかなか楽しく，時折空腹でクラッときながらも，切り返し，掛かり稽古はたくさんの先生にご指

導いただくことができました。 

 ３，４回目くらいには，キツかった早素振りが少し楽になり，竜田川が長く続くようになり「ひょ

っとして，このまま続けたら，私の剣道，変わるかも」と秘かに期待しました。でも，結局は４日止

まり。もう少し強い意志と生活の工夫があったらと残念です。間を空けずにコンスタントに稽古する

ことの大切さを感じています。 

 

有賀寿さん有賀寿さん有賀寿さん有賀寿さん    

初めての寒稽古参加で，初日は特に参加者の多さに圧倒されました。また，初めて切り返しの激しさ

と楽しさを発見できました。しかし，切り返しを３回続けただけでお疲れモードになり，持久力のな

さを痛感しました。来年はデコ胴軍団に負けないよう，日ごろの稽古で持久力を高めたいです。 

 

渡辺順迎さん渡辺順迎さん渡辺順迎さん渡辺順迎さん    

 朝４時。目覚まし時計が鳴る。今日から埼大の寒稽古。５時には石井さんが迎えに来てくれるはず。

急いで起きる。参加人数にまずびっくり！３００人？いや，もっといるかも・・・。ランニングが始

まる。かけ声が面白い。「それ！１．それ！２・・・」楽しくなる。大勢の元立ちの先生。何人の先生

にお願いできるかな。埼大生の気合いに圧倒され，ドキドキしながら並ぶ。竜田川（１０分間跳躍素

振り６００本？）が終わるともうガクガク。外はすっかり明るくなっていて気持ちいい！快適。何だ

かすごく得した気分。「明日も頑張ろうね」と石井さんと暖かいお茶をいただく。幸せ！石井さんあり

がとう。 
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小学生会員小学生会員小学生会員小学生会員（順不同）（順不同）（順不同）（順不同）    

 

渡辺かこさん渡辺かこさん渡辺かこさん渡辺かこさん    

 力もついたし，少し上手になれた。寒かったけど，全部やるとあたたかくなってきた。来年はもっ

と行って，練習したい。 

 

石田涼くん石田涼くん石田涼くん石田涼くん    

 朝起きるのがつらかったけど，練習はいっしょうけんめいがんばりました。 

 

有賀大穂くん有賀大穂くん有賀大穂くん有賀大穂くん    

 早おきするのがつらかったけど，ほかの人とけいこができて楽しかったです。 

 

中牟田侑紀さん中牟田侑紀さん中牟田侑紀さん中牟田侑紀さん    

 私が寒稽古に参加して学んだことは，切り返しのときにまわさない。面打ちを強く。体当たりをし

っかり。左で打つ。ということです。でも，一番学んだことは，積極的にがんばるということです。

私は積極的にがんばって，村山先生や北剣の人ともできました。 

 

渡辺周平くん渡辺周平くん渡辺周平くん渡辺周平くん    

 早おきでねむかったです。大学生に足をふまれました。とてもいたかったです。 

 

高橋薫平くん高橋薫平くん高橋薫平くん高橋薫平くん    

 朝早くからの稽古は寒くて大変だったけど，その分，得たものはたくさんあったと思います。特に

掛かり稽古では，大学生の激しい稽古をみて，自分も頑張らなくてはと思い，たくさんの先生方にか

かっていくことができました。寒稽古で学んだ「つらくても最後までがんばりぬく」ということは，

ふだんの生活にも役立てたいです。 

 

渡辺あこさん渡辺あこさん渡辺あこさん渡辺あこさん    

 いろいろな先生方に，たくさんのことをおしえてもらいました。朝早起きして行く寒稽古は終わっ

たときすごくうれしいし，こんじょうがつくと思うので，来年ぜひ行ってみてください。 

 

稲森隆太郎くん稲森隆太郎くん稲森隆太郎くん稲森隆太郎くん    

 起きるときはつらかったり，足がつめたかったりしたけど，いざやってみると，ねむけがさめたり

しました。２日目は筋肉痛で体中がいたかったけど，ためになったと思いました。 

 

稲森華乃子さん稲森華乃子さん稲森華乃子さん稲森華乃子さん    

 最初の土曜日は，朝ねむかったけど，練習してからねむくなったりさむかったりしたのが，ねむく

なくなって，さむくなりませんでした。そして早くおきるのもいいなと思いました。けど，やっぱり

つかれました。でも，たのしかったです。 
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田上征哉くん田上征哉くん田上征哉くん田上征哉くん    

 寒かったけど，やり始めてから何分かたつとあったかくなってきた。つかれたけど，最後までがん

ばった。 

 

鈴川紘平くん鈴川紘平くん鈴川紘平くん鈴川紘平くん    

 朝早く起きるのが大変だった。去年より掛かり稽古を自分からできるようになったと思う。しこと

竜田川は大変だったけど，がんばった。 

 

古澤由奈さん古澤由奈さん古澤由奈さん古澤由奈さん    

 朝，ねむくてつらかったです。とくに足が冷たかったです。今年はインフルエンザにかかって，１

回しか行けなかったけど，来年はがんばりたいです。 

 

西聖仁くん西聖仁くん西聖仁くん西聖仁くん    

 ぼくは，埼玉大学の寒げい古がすごく楽しみでした。だけど，さいしょの日以外は，すごくおきる

のがつらかったです。けれど，さい玉県の有名な選手ともけい古ができてとてもよかったです。 

 

 

 

 

駒剣士のみなさん，それからサポートしたご家族のみなさま，本当にお疲れ様でした。 

  

 

                         特集２特集２特集２特集２    もうすぐ卒業もうすぐ卒業もうすぐ卒業もうすぐ卒業    ６年生６年生６年生６年生                     
 

 

６年生の皆さんは，３月で小学校を卒業。と同時に駒剣からも卒業です。寂しいなあ・・・ 

こうなったらいなくなっちゃう前に今までなかなか聞けそうで聞けなかったこと，いろいろ聞いちゃ

いましょう！！ 今年も古澤さん，ペンネーム「べべっち」さん，ペンネーム「くらたりあ」さんほ

かから，たくさんの質問が集まりましたよ，ありがとう！！ 

 

 

問１問１問１問１    いつから剣道を始めましたか？きっかけは？いつから剣道を始めましたか？きっかけは？いつから剣道を始めましたか？きっかけは？いつから剣道を始めましたか？きっかけは？    

小川くん  ４年生の最初から  やせるため 

近藤さん  ３年の夏から  体が弱かったから 

坂下くん  ２年生  兄がやっているのを見て 

鈴川くん  ２年生の秋ごろから  家族と見に行ってかっこよかったから 

高橋くん  小学２年生  マンガの主人公にあこがれて  

前田くん  兄がやっていたから 

渡辺くん  ５年の４月  親のすすめ 
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問２問２問２問２    学校ではみんなに何て呼ばれてますか？学校ではみんなに何て呼ばれてますか？学校ではみんなに何て呼ばれてますか？学校ではみんなに何て呼ばれてますか？    

小川くん  ガチョ  

近藤さん  こんどう，まみ，こんちゃん 

坂下くん  さかした 

鈴川くん  こうへい 

高橋くん  くんちゃん，くんぺい 

前田くん  まえでん 

渡辺くん  キヨ 

 

問３問３問３問３    学校で好きな科目と嫌いな科目は？学校で好きな科目と嫌いな科目は？学校で好きな科目と嫌いな科目は？学校で好きな科目と嫌いな科目は？    

           好き好き好き好き                                                    嫌い嫌い嫌い嫌い    

小川くん  体育・社会            家庭科・音楽 

近藤さん  体育・算数・音楽・国語・社会     理科 

坂下くん  体育・理科・社会           算数 

鈴川くん  社会（特に歴史）           家庭科 

高橋くん  体育・理科              家庭科  

前田くん  算数                 社会  

渡辺くん  体育                 音楽 

 

問４問４問４問４    好きな食べ物，苦手な食べ物は何ですか？好きな食べ物，苦手な食べ物は何ですか？好きな食べ物，苦手な食べ物は何ですか？好きな食べ物，苦手な食べ物は何ですか？    

                                        好き好き好き好き                                            苦手苦手苦手苦手    

小川くん  ラーメン（とくにみそ）     とくになし 

近藤さん  みかん，おもち         なし 

坂下くん  肉               魚 

鈴川くん  ぎょうざ            生クリーム 

高橋くん  焼き肉             しいたけ 

前田くん  茶わんむし           魚 

渡辺くん  肉               牛乳 

 

問５問５問５問５    剣道以外に習い事や得意なことはありますか？剣道以外に習い事や得意なことはありますか？剣道以外に習い事や得意なことはありますか？剣道以外に習い事や得意なことはありますか？    

小川くん  コリパラ 

近藤さん  ピアノ・・・？ 

坂下くん  水泳 

鈴川くん  少し前までスイミングに行っていた 

高橋くん  登り棒 

前田くん  ピアノ 

渡辺くん  得意なことは運動全般 
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問６問６問６問６    この１年で一番楽しかったことはなんですか？この１年で一番楽しかったことはなんですか？この１年で一番楽しかったことはなんですか？この１年で一番楽しかったことはなんですか？    

小川くん  日光 

近藤さん  夏合宿・埼大寒稽古 

坂下くん  合宿 

鈴川くん  日光に修学旅行に行ったこと 

高橋くん  修学旅行 

前田くん  日光修学旅行 

渡辺くん  修学旅行 

 

問７問７問７問７    好きな技はなんですか？好きな技はなんですか？好きな技はなんですか？好きな技はなんですか？    

小川くん  たぶん胴 

近藤さん  小手面・小手ぬき面 

坂下くん  追い面 

鈴川くん  面 

高橋くん  合わせ小手面 

前田くん  面 

渡辺くん  面 

 

問８問８問８問８    けいこがいやなときはありますか？けいこがいやなときはありますか？けいこがいやなときはありますか？けいこがいやなときはありますか？    

小川くん  たまにあります 

近藤さん  ときどきあったけど，すぐに次に進んでいた。 

坂下くん  たまにあるかなあ・・・ 

鈴川くん  ときどきある 

高橋くん  たまにありますね 

前田くん  ない 

渡辺くん  いいえ 

 

問９問９問９問９    自分を一番きたえてくれたと思う稽古はなんですか？自分を一番きたえてくれたと思う稽古はなんですか？自分を一番きたえてくれたと思う稽古はなんですか？自分を一番きたえてくれたと思う稽古はなんですか？    

小川くん  合宿 

近藤さん  修道館で兄と稽古したこと 

坂下くん  ほとんど全部 

鈴川くん  かかり稽古 

高橋くん  かかり稽古 

前田くん  修道館の稽古 

渡辺くん  埼大の寒稽古 
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問１０問１０問１０問１０    剣道の先生，先ぱい，大会の選手の方々で，あこがれの人や目標の人はいますか？剣道の先生，先ぱい，大会の選手の方々で，あこがれの人や目標の人はいますか？剣道の先生，先ぱい，大会の選手の方々で，あこがれの人や目標の人はいますか？剣道の先生，先ぱい，大会の選手の方々で，あこがれの人や目標の人はいますか？    

小川くん  びみょ～ 

近藤さん  あこがれ。全日本女子剣道大会で優勝した村山千夏選手 

坂下くん  本荘先生など 

鈴川くん 

高橋くん  宮崎選手 

前田くん  中牟田先生 

渡辺くん  本荘先生 

 

問１１問１１問１１問１１    どんなかけ声が好きですか？どんなかけ声が好きですか？どんなかけ声が好きですか？どんなかけ声が好きですか？    

小川くん  キレてないですよ。 

近藤さん  イヤー！ 

坂下くん  面，ヤー 

鈴川くん  「ヤー！」 

高橋くん  特にないです 

前田くん  ヤッホー 

渡辺くん  キレてないですよ 

 

問１２問１２問１２問１２    何をしているときが一番楽しいですか？何をしているときが一番楽しいですか？何をしているときが一番楽しいですか？何をしているときが一番楽しいですか？    

小川くん  食事と遊んでいるとき 

近藤さん  剣道をやっているとき 

坂下くん  剣道 

鈴川くん  歴史の本を読んでいるとき 

高橋くん  友達と外でおもいっきり遊んでいるとき 

前田くん  剣道 

渡辺くん  剣道 

 

問１３問１３問１３問１３    どこの中学校へ行きますか？剣道は続ける予定ですか？どこの中学校へ行きますか？剣道は続ける予定ですか？どこの中学校へ行きますか？剣道は続ける予定ですか？どこの中学校へ行きますか？剣道は続ける予定ですか？    

小川くん  大谷口中 続けると思う 

近藤さん  木崎中 絶対に続けます 

坂下くん  本太中 続けない  

鈴川くん  杉並区に引っ越します。まだ未定 

高橋くん  本太中 続けます  

前田くん  木崎中 剣道は続ける 

渡辺くん  埼大附属中 剣道は続けます 
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問１４問１４問１４問１４    ６年生みたいにかっこよく，剣道が上手になりたいと思っている下級生にアドバイスすると６年生みたいにかっこよく，剣道が上手になりたいと思っている下級生にアドバイスすると６年生みたいにかっこよく，剣道が上手になりたいと思っている下級生にアドバイスすると６年生みたいにかっこよく，剣道が上手になりたいと思っている下級生にアドバイスすると

したら？うまくなれるひけつはありますか？したら？うまくなれるひけつはありますか？したら？うまくなれるひけつはありますか？したら？うまくなれるひけつはありますか？    

小川くん  自分ルール，ライバルせってい 

近藤さん  うまくなるには，ちゃんと先生の話を聞き，言われたことをちゃんと実践すること 

坂下くん  先生に教えてもらったことをしっかりやる 

鈴川くん   

高橋くん  まずはしっかり基本を身につけよう！ 

前田くん  ないと思います 

渡辺くん  基本を大切に，たくさん稽古 

 

問１５問１５問１５問１５    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。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。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。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。    

小川くん  世界旅行でうまいものをたくさん食べる 

近藤さん  警察官 

坂下くん   ？ 

鈴川くん  世界遺産に行ってみたい 

 

高橋くん  警察官 

前田くん  けんちくし 

渡辺くん  将来の夢は薬剤師 

 

問１６問１６問１６問１６    最後に一言どうぞ！最後に一言どうぞ！最後に一言どうぞ！最後に一言どうぞ！    

小川くん  「みんなありがと，元気でね。」 

近藤さん  「先生方，成人部の方々，今まで稽古を教えてもらってありがとうございました。 

ここまでこれたのは，先生方のおかげです。教えてもらったことは一生忘れません。

本当にありがとうございます。」 

坂下くん  「がんばれー」 

鈴川くん  「先生方，後はいのみなさん，ありがとうございました。」 

高橋くん  「駒剣の先生方，今まで剣道の基本から高度な技まで教えて頂き有り難うございまし

た。駒剣も残りわずかですが，練習を頑張っていきたいと思いますので，よろしく

お願いします。」 

前田くん  「今までありがとうございました。」 

渡辺くん  「今まで有り難うございました。これからもお世話になると思いますのでよろしくお

願いします。」 

 

 

やさしくてまじめな６年生の皆さん♪ たくさんの質問に丁寧に答えてくれてありがとう！ 

風邪など引かないように，最後の大会に向けて，残りの時間を充実させてくださいね♪ 

下級生も一緒に稽古できるのはあと何回？ どんどんかかっていって，稽古をつけてもらいましょう！ 
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                        おおおお        知知知知        らららら        せせせせ                                     

 

先日お手紙も配られましたが，再度ご確認よろしくお願いいたします。 

 

    ２２２２    月月月月     

 ４日（土） 修道館   3:00～5:00 

   １１日（土） 自由稽古（成人のみ）駒場体育館 道場 3:00～5:00 

   １２日（日） 初，二，三段審査（上尾 県立武道館） 

   １６日（木） 体育館道場 5:00～7:00 

   １８日（土）   〃   3:00～5:00 

   ２３日（木）   〃   5:00～7:00 

   ２５日（土）   〃   3:00～5:00（月例試合） 

 

    ３３３３    月月月月     

 ２日（木）   〃  5:00～7:00 

    ４日（土）４日（土）４日（土）４日（土）            〃〃〃〃     11:0011:0011:0011:00～～～～1:001:001:001:00    さくら草旗さくら草旗さくら草旗さくら草旗・村岡杯・村岡杯・村岡杯・村岡杯    結団式結団式結団式結団式    

    ９日（木）   〃  5:00～7:00 

   １１日（土）１１日（土）１１日（土）１１日（土）            〃〃〃〃        9:009:009:009:00～～～～11:0011:0011:0011:00    級審査会級審査会級審査会級審査会    （はかまが短くないですか？要チェックです）    

   １６日（木）   〃  5:00～7:00 

   １８日（土）１８日（土）１８日（土）１８日（土）    本太中本太中本太中本太中修道館修道館修道館修道館    稽古稽古稽古稽古 3:003:003:003:00～～～～4444:00:00:00:00    ６年生を送る会６年生を送る会６年生を送る会６年生を送る会 4:004:004:004:00～～～～5:005:005:005:00    

            １９日（日）１９日（日）１９日（日）１９日（日）    さいたま市さいたま市さいたま市さいたま市記念記念記念記念総合総合総合総合体育館体育館体育館体育館    さくら草旗さくら草旗さくら草旗さくら草旗争奪剣道争奪剣道争奪剣道争奪剣道大会大会大会大会        

＆＆＆＆    越谷越谷越谷越谷市総市総市総市総合体育館合体育館合体育館合体育館    村岡杯大会村岡杯大会村岡杯大会村岡杯大会    （（（（ふたふたふたふた手に分かれて）手に分かれて）手に分かれて）手に分かれて）    

                                        夜夜夜夜 7:007:007:007:00 くらい～（合流して）くらい～（合流して）くらい～（合流して）くらい～（合流して）    懇親会懇親会懇親会懇親会    （６年生の保護者を送る会）（６年生の保護者を送る会）（６年生の保護者を送る会）（６年生の保護者を送る会）    

   ２３日（木） 体育館道場 5:00～7:00 

   ２５日（土）２５日（土）２５日（土）２５日（土）            〃〃〃〃        5:005:005:005:00～～～～7:007:007:007:00    

   ３０日（木）   〃  5:00～7:00  

 

４月４月４月４月  １日（土）１日（土）１日（土）１日（土）    第２体育室第２体育室第２体育室第２体育室    1:001:001:001:00～～～～5:005:005:005:00    ＯＢ合同稽古会ＯＢ合同稽古会ＯＢ合同稽古会ＯＢ合同稽古会 

 

※ 平成１８年度市民子供剣道教室は ５月１３日（土）～７月１５日（土）（全１０回） 

午後１時から３時に決定しました。駒剣の稽古は通常どおり３時から５時になります。 

募集要項は４月のさいたま市報に掲載される予定です。 

 

 

 

 

最後はお楽しみ，「星やん武芸帳」です。 

星野さん，お仕事お忙しいのに，駒剣のみんなのために楽しくてためになる武芸帳を，いつも有り難

うございます。m(_ _)m 


