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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４４４４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♪     

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                            いよいよ新学期！！いよいよ新学期！！いよいよ新学期！！いよいよ新学期！！    

                                            学校も剣道もパワー全開だ～！学校も剣道もパワー全開だ～！学校も剣道もパワー全開だ～！学校も剣道もパワー全開だ～！    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                        

    

    ☆今月の言葉☆今月の言葉☆今月の言葉☆今月の言葉・・・・・・・・・・・・本荘先生より、３月のお当番さん本荘先生より、３月のお当番さん本荘先生より、３月のお当番さん本荘先生より、３月のお当番さんの感想の感想の感想の感想よりよりよりより    

                                新しいキャプテン、副キャプテンより新しいキャプテン、副キャプテンより新しいキャプテン、副キャプテンより新しいキャプテン、副キャプテンより一言一言一言一言    

    

    ☆☆☆☆さくら草旗大会・村岡杯大会の結果報告さくら草旗大会・村岡杯大会の結果報告さくら草旗大会・村岡杯大会の結果報告さくら草旗大会・村岡杯大会の結果報告・・・くやしい～！でも頑張った。・・・くやしい～！でも頑張った。・・・くやしい～！でも頑張った。・・・くやしい～！でも頑張った。    

    

    ☆文集完成！！☆文集完成！！☆文集完成！！☆文集完成！！・・・すご～くカッコイイ♪・・・すご～くカッコイイ♪・・・すご～くカッコイイ♪・・・すご～くカッコイイ♪    

    

    ☆お知らせ・・☆お知らせ・・☆お知らせ・・☆お知らせ・・・・・・新入会員の紹介と新入会員の紹介と新入会員の紹介と新入会員の紹介と    

                                                    ４４４４月月月月、、、、５５５５月月月月、６月、６月、６月、６月の予定についての予定についての予定についての予定について    

    

    ☆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１その１その１その１７７７７    「「「「新学年のスタートですたい！新学年のスタートですたい！新学年のスタートですたい！新学年のスタートですたい！気合だ～気合だ～気合だ～気合だ～」」」」    

                                        さらに！！さらに！！さらに！！さらに！！    その１８（新学期合併号）その１８（新学期合併号）その１８（新学期合併号）その１８（新学期合併号）    

                                                「まちがっていたら～どうぞ教えてちょんまげ」「まちがっていたら～どうぞ教えてちょんまげ」「まちがっていたら～どうぞ教えてちょんまげ」「まちがっていたら～どうぞ教えてちょんまげ」    
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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                                    

    
    本本本本荘先生荘先生荘先生荘先生よりよりよりより        

  

 桜の開花とともに暖かくなってまいりました。今日から４月、新年度のスタートです。 

  

今日は年に一回の“ＯＢ合同稽古会”。この「こまけんだより」４月号を、本日参加してくれた

多くのＯＢ，ＯＧ諸君が読んでくれると思いますので、まずは君たちにお礼とお願いをいたします。 

 

 本日は年度替わりの大変忙しい中、ＯＢ合同稽古会に参加してくださり、ありがとうございまし

た。我々指導陣はもちろん、皆さんの小さい頃を知っている成人会員、そして皆さんのかわいい後

輩である小学生会員全員が、今日皆さんと会えることを楽しみにしていました。久しぶりの駒剣の

雰囲気はいかがでしたか？十分に稽古はできたでしょうか。懐かしい仲間の顔が見られたでしょう

か。 

 お願いというのは、私が会長になってから常々話していることなのですが、ぜひＯＢ，ＯＧにな

っても駒剣を忘れずに、たまには足を運んで様子を見に来て下さい。できれば防具を持って稽古を

お願いできればうれしいです。 

 先月の“６年生を送る会”でもこんな話をしました。 

 「小学校卒業をもって木、土の定期的な稽古は修了となります。でも皆さんは中学生になっても、

高校生になっても、大学生になっても、社会人になっても駒場剣友会のＯＢ会員です。いつでも駒

剣に来て下さい。大歓迎です。特に、昇級・昇段した時、高校や大学に合格した時、結婚が決まっ

た時、子供が生まれた時など、人生の節目には顔を出して下さい。そして、将来みんなが子どもを

駒剣に入会させて、親子でいっしょに稽古して下さい」と。 

 駒剣で育った君たちＯＢ会員が成人会員になり、そしてゆくゆくは指導者になって君たちの子ど

もの世代を指導する、『人間形成道場 駒場剣友会』の理想の姿として描いています。 

 大学生が稽古に来てくれています。この春、高校・大学に合格した先輩が報告に来てくれました。

とてもうれしくありがたいことです。もうひとつお願いをします。この夏予定している合宿に参加

して下さい。８月１８・１９・２０日、越後湯沢の白熊旅館で実施します。スケジュールを空けて

おいてください。 

  

 さて、先月はさくら草旗と村岡杯、大きな大会に参加しました。それぞれに、上には上がいるこ

とや色々な剣風を知り、良い経験ができたことでしょう。試合に参加したら、勝った負けたで終わ

らせずに、その後の自分の稽古にその経験を生かすことが大切です。 

 

 今年度、錬成部成人会員の皆様にはますます活躍いただこうと考えております。お互いに、仕事

や家庭を大切にしつつ、そして健康に十分留意しながら、今年度もたくさん稽古していきましょう。

後援部のお父さん、お母さん方にはますますのバックアップをお願い申し上げます。 

 

              本荘先生 ありがとうございました。 
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３月のお当番さんの感想より３月のお当番さんの感想より３月のお当番さんの感想より３月のお当番さんの感想より    

 

・３月だというのに、とても寒い日でしたが、皆気合いの入った稽古をしていました。試合が近い 

 ので風邪など引かないように気をつけよう！ 

・級審査に向けて、気合いの入った切り返しができていました。 

・木村先輩、千葉先輩、西先輩、羽鳥先輩が受験合格の報告を兼ねて練習に来てくださいました。 

 先輩方の胸をお借りして思い切り稽古できました。 

・級審査に向けて、掛かり稽古、地稽古を多く取り入れてくださっていました。打った後、しっか 

 り抜けるように指導されていました。 

・今日の良かったこと！ 礼式のとき、着座してから竹刀をおけました。音がしませんでした。 

・級審査ということで、準備運動のときから緊張感が感じられましたが、その気合いの入った動き 

 で審査前の稽古をしていました。 

・菅原先生より、元立ちの所作の大切さについてお話がありました。皆、真剣に審査に臨み、力を 

 出していました。 

・小学生が早素振りをたくさんしていたことがすごいと思った！！私も見習わなくちゃ(>_<) 

・欠席１名のみ、大変気合いの入った良い稽古でした。神田先輩、本荘先輩が稽古に来てください 

 ました。全員で、大会に出場する選手と団体戦をしました。大変良い試合がたくさんありました。 

・新年度のキャプテン決め投票の結果、キャプテンは中牟田さん、副キャプテンは星野君、本荘君 

 に決まりました。がんばれ～！！ 

・稽古後、６年生を送る会が行われ、卒業生が１人ずつあいさつを述べました。卒業おめでとう！ 

・６年生が巣立って初めての稽古でした。いつもの顔がなく、とても寂しいです。でも小川君が 

 来てくれて、新人の指導を手伝ってくれました。優しいお兄さんです。石井先生のご指導で、 

 元気によく動きました。円陣稽古に迫力がありました。 

・試合が続いたので、基本に戻り、しっかり稽古しましょう（菅原先生より） 

・西先輩、卒業した６年生小川君、近藤さん、鈴川君、渡辺君が参加してくださいました。 

    

新新新新しいしいしいしい正副正副正副正副キャプテンからキャプテンからキャプテンからキャプテンから一言一言一言一言！！！！！！！！    

                                        

    

新キャプテン新キャプテン新キャプテン新キャプテン    中牟田中牟田中牟田中牟田侑紀侑紀侑紀侑紀さんさんさんさん    

「みな様のおかげでキャプテンになった中牟田です。これからいろいろなことでめいわくを

かけると思いますが，がんばっていくので，よろしくお願いします。」 

    

副キャプテン副キャプテン副キャプテン副キャプテン    星野星野星野星野正成正成正成正成くんくんくんくん    

「みんなをリードします。まっがんばりますか！」 

    

副キャプテン副キャプテン副キャプテン副キャプテン    本荘本荘本荘本荘風人風人風人風人くんくんくんくん    

「ぼくは副キャプテンなので，キャプテンのいない時には，自分たちでキャプテンのかわり

になってやっていき，キャプテンを支えていきたいです。」 
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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                                 

    

        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    

                平成１８年３月１９日（日）さいたま市記念総合体育館にて 

 

 

駒剣Ａ 西 加藤 中牟田 近藤 高橋 三原 神田 勝数（本数） 

 コ       １（１） 

  コメ  メコ メメ メメ  ４（８） 

篠崎 

剣友会 
佐藤 細谷 三上 井上 飯田 三上 飯田  

 

 

駒剣Ｂ 石田 藤野 三原 前田 坂下 木村 冨田 勝数（本数） 

  メメ     ド １（３） 

  メ メメ メ メメ コメ コメ ４（８） 

三菱 

剣友会 
三田村 西田 立澤 野崎 池田 佐野 立澤 

 

    

駒剣Ａ 西 加藤 中牟田 近藤 高橋 三原 神田 勝数（本数） 

 メメ   コメ メメ  コ ４（７） 

  メコ      １（２） 

幸手 

剣友会 
吉山 高橋 橋本 安藤 大脇 安藤 小堀  
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        越谷越谷越谷越谷村岡杯村岡杯村岡杯村岡杯    

                平成１８年３月１９日（日）越谷市立総合体育館にて 

 

駒剣 

５・６年 
本荘 鈴川 聖宝 星野 小川  勝数（本数） 

 

   メメ   １（２） 

 
メメ コメ コメ  メコ  ４（８） 

流山市 

剣道 

連盟 

森 高橋 菊地 末田 田端 

  

 

駒剣 

３・４年 
靖 宝 古 澤 郁 宝  勝数（本数） 

 メメ メ ▲  １（３） 

  ココ コド  ２（４） 

石神 

剣友会 
仁田坂 永 井 宮 越   

 

駒剣 

１・２年 
有 田 岩 附 有 賀  勝数（本数） 

     0（０） 

 メメ メ メメ  3（５） 

小山 

警察 

道場 

幸 田 片 山 賀 川  

 

 

どの選手も、みんな、正々堂々と立派に戦いました。けど、結果には満足できなかったかな？ 

中でも６年生だったＯ君が、１回戦敗退後「ああ、もっとやりたい！！」と悔しそうに言っていた

のが印象的でした。そうだね。その悔しさを忘れずに、この次を目指しましょう！！ 

先生方、成人会員の方々、役員さん、保護者の方々、大変お世話になりまして、ありがとうござい

ました。 
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                        文文文文    集集集集    完完完完    成！！成！！成！！成！！                            

    

 駒剣史上初？の文集が堂々完成！！ もう皆さんのお手元に届いてますか？ 

 とにかく、とってもかっこいい文集ですよね！原稿を募集していたときは、みなさん、学校の手

作り文集みたいな大きなホチキス止めのものを想像していませんでしたか？ 

 デザイン、構成を考えて、みんなから手書きの原稿を集めて、活字にして、昔にさかのぼって写

真をたくさん集めて、編集してと・・・、お仕事の合間に駒剣の文集づくりのためにがんばってく

ださったのは、成人会員の成人会員の成人会員の成人会員の石田恵介さん石田恵介さん石田恵介さん石田恵介さんとととと冨田勝美さん冨田勝美さん冨田勝美さん冨田勝美さんのお二人です。のお二人です。のお二人です。のお二人です。    

皆さんで大きな声でお礼を言いましょうね♪皆さんで大きな声でお礼を言いましょうね♪皆さんで大きな声でお礼を言いましょうね♪皆さんで大きな声でお礼を言いましょうね♪    

        石田さん、冨田さん ありがとうございました！！ 

      

      その他、編集にご協力いただいたみなさまもありがとうございました。 

    

                        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    

    

    千葉千葉千葉千葉    智佳智佳智佳智佳（ちば（ちば（ちば（ちば    ちか）ちか）ちか）ちか）さんさんさんさん 

                                                                                        よろしくお願いしま～す！！よろしくお願いしま～す！！よろしくお願いしま～す！！よろしくお願いしま～す！！    

 

    今後の予定今後の予定今後の予定今後の予定ですですですです  4 月 1 日現在の予定です。 

           急に変更になる場合もありますので、ご了承くださいませ。 

 

 ４４４４    月月月月    ８８８８日日日日（（（（土土土土）））） 国体剣道の部第一次予選会（県立武道館にて） 

           成人会員の方が出場されます。がんばってください！！ 

        ２２２２２２２２日日日日（（（（土土土土））））    平成１８年度駒場剣友会総会平成１８年度駒場剣友会総会平成１８年度駒場剣友会総会平成１８年度駒場剣友会総会        ２Ｆ会議室２Ｆ会議室２Ｆ会議室２Ｆ会議室    1:001:001:001:00～～～～    

                                    年に１度の大切な会合です。万障お繰り合わせの上、みなさま全員ご出席く

ださいますよう、お願い申し上げます。 

 

 ５５５５    月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（土土土土））））    剣道教室始まり剣道教室始まり剣道教室始まり剣道教室始まり        1:001:001:001:00～～～～3:003:003:003:00 

          皆さんのご協力をよろしくお願いします！！ 

 

 ６６６６    月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（土土土土））））    蕨塚越剣友会との交流会蕨塚越剣友会との交流会蕨塚越剣友会との交流会蕨塚越剣友会との交流会    9:009:009:009:00～～～～1:001:001:001:00    駒場体育館駒場体育館駒場体育館駒場体育館    ２Ｆ２Ｆ２Ｆ２Ｆ    第２体育室第２体育室第２体育室第２体育室    

                                        今年は塚剣のみなさんをお招きして、駒場で合同稽古を行います。 

 

最後はお楽しみ、「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。 

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  ん？今月は特別増刊号２ページだ～！！！ 


