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雲の上で風神，雷神のボーリング大会！！ この間の雹（ひょう）すごかったね(*^_^*) 

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    
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雲の上で風神，雷神のボーリング大会！！ この間の雹（ひょう）すごかったね(*^_^*) 

                                 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        

 

 ７月になりましたが、蒸し暑くじめじめした日が続きます。夏の到来はもう少し先にな

るようですね。 

 

 さて、例年６月にはあまり大きな行事がありませんでしたが、今年は，蕨市塚越剣友会

との交流会を、１か月早めて行いました。６月１７日（土）の午前中、剣道教室があるた

め今まで２回よりは短時間となりましたが、親善試合、打ち込み、地稽古と大変密度の濃

い内容に満足でした。第３回を数え、お互いに気心が知れているためか、和気藹々とした

雰囲気。その中にも真剣さの伺える稽古になりました。成人会員の中には、「この人と必ず

一本稽古をお願いしよう。」というような心意気を持った方もいたように見受けられ、目

的・課題を持っての稽古に感心しました。感心といえば、小学生会員も，きびきびとした

良い動きをしているなあと思いました。稽古自体もそうですが、整列や面つけの時などに

緊張感を持って集中して動けていました。外へ出て行くと，形となって表れるものもある

ものです。上級生が下級生をよく引っ張っていっている姿も見られました。 

 

 短時間での交流会と書きましたが、実は昼間剣を交えた大人たちは、その日夜の部でも

交流を深めました。ともに飲み、食事をしながら、剣道談義に花が咲きました。たくさん

の話をしたにもかかわらず、もっと時間があったらなあという気持ちになりました。あら

ためて、剣を交えるだけでない、人とつながりをもてる剣道の良さに触れた思いでした。

町田先輩ご夫妻、佐伯先生をはじめ、塚剣の皆様ありがとうございました。引き続きのお

つきあいをよろしくお願いいたします。 

  

 寒稽古皆勤の男ほしやんは、この良い機会を生かし、先週の土日に塚剣の朝稽古に参加

したそうです。私も以前、夏休みなどに何度かおじゃましましたが、基本をみっちりとや

る大変充実した稽古です。皆さんも一度チャレンジしてみてはいかがでしょうか。ただし

くれぐれも無理のないように！ 

 

 ここへきて、うれしいことに大津君とお父さん、田中君と新しい仲間が増えました。ま

た、今月中旬には剣道教室が終了しますので、今年も新入会員が入ってくれるかもしれま

せん。新しい風が吹くと、新しい新鮮な気持ちになれます。たくさんの刺激を相互に与え

合うことを期待します。 

 

 文集に続いて、石田恵介氏が１８年度版駒場剣友会入会案内パンフレットを作成して下

さいました。ありがとうございました。沿革、今後の豊富など内容を一部変更しましたの

で，石田さんに感謝しつつ、じっくりとご覧ください。 

 

 合宿まで一月半，稽古がんばろう！その前に１学期のまとめです。勉強もがんばろう！ 
 

           本荘先生 ありがとうございました。 
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雲の上で風神，雷神のボーリング大会！！ この間の雹（ひょう）すごかったね(*^_^*) 

お当番さんの声お当番さんの声お当番さんの声お当番さんの声    

 

・菅原先生のご指導のもと，一つ一つ基本を確かめながら，練習できたように思います。くれぐれも怪

我のないよう，がんばってほしいと思います。 

・正しい素振りを心がける。左足でけること。足さばきを重点的に，初めは声が出なかったが，後半は

よく出ていた。近藤麻美先輩が稽古に来てくださった。 

・暑さにも負けず，気合いの入ったいい稽古ができました。試合中も，応援の声もよく出ていて，チー

ムワークの良さが見受けられました。地稽古のとき，熱が入りすぎたのか，チャンバラのような打ち

合いもあり，互いに正しい剣道をして強くなるという意識をもって，練習に望んでほしいと，少し残

念な気持ちになりました。 

・基本を学ぶ，再確認。礼，防具の置き方，面の外し方などを教えていただいた。 

・道場の外に防具袋，竹刀袋などを置くときは，できるだけろうかの片側に置き，袋などは開けっ放し

にしておかないで，きちんと整理整頓しておきましょう。駒剣の子が，どんな気持ちで稽古している

のかが，すぐに分かります。（尾島先生より） 

 

 

                        塚塚塚塚    剣剣剣剣    交交交交    流流流流    会会会会    のののの    感感感感    想想想想                            
    

        先月１７日，今年で３回目となる塚越剣友会との交流会が行われました。 

小学生３チーム，成人１チームの団体戦の後，打ち込み稽古，互角稽古と，普段とは違う環境で，違う

相手とした稽古は，とてもいい経験になったのではないでしょうか。 

 後援部の試合のお手伝いも，長机に黄色い三角の旗があって，駒剣の月例試合とは違い，公式戦のよ

うだったので，ちょっとドキドキでした（結局，三角の旗は使いませんでしたが…(^^;)）稽古の合間に，

冷たい麦茶を振る舞っていただいたり，終わってから恒例の(？！)アイスをごちそうになったり…稽古

のみならず，塚越剣友会の皆さんには大変お世話になりまして，ありがとうございました。m(_ _)m 

    

    参加した皆さんの感想参加した皆さんの感想参加した皆さんの感想参加した皆さんの感想    

 

小学生会員小学生会員小学生会員小学生会員    

６年６年６年６年    中牟田侑紀中牟田侑紀中牟田侑紀中牟田侑紀さんさんさんさん    

 「打ち終えたところをすぐ打つことができるのが，いい剣道だなあと思いました。駒剣の剣道と違っ

たから，とまどっちゃいました。なので，もっといろんな人と練習し，どんな人とでも勝てるように

したいです。」 

６年６年６年６年    星野正成くん星野正成くん星野正成くん星野正成くん    

    「気がついたのは，塚剣の人は平均的に大きい人が多かった。大きな打ちで早かった。」 

６年６年６年６年    本荘風人くん本荘風人くん本荘風人くん本荘風人くん    

    「相手の背が高かったから，試合はやりにくかった。いい稽古ができたと思う。」 

６年６年６年６年    松下茉由松下茉由松下茉由松下茉由さんさんさんさん    

 「塚越との交流会では，塚越のいいところなどが見つけられました。練習試合では勝てなかったけど，

今度こそ二本勝ちしてやると思いました。」 
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雲の上で風神，雷神のボーリング大会！！ この間の雹（ひょう）すごかったね(*^_^*) 

６年６年６年６年    渡辺あこ渡辺あこ渡辺あこ渡辺あこさんさんさんさん    

 「今日，塚越剣友会に行ったとき，試合のとき，相手の人にほとんど先に打たれてしまいくやしかっ

たです。今の目標は，左手を伸ばすことと，自分から打ち，場に応じることです。これからもがんば

りたいです。」 

５年５年５年５年    藤野律藤野律藤野律藤野律くんくんくんくん    

 「相手の大将と戦い０対２で負けてしまったので，来年がんばりたいです。」 

５年５年５年５年    石田涼石田涼石田涼石田涼くんくんくんくん    

 「塚剣の人はみんな強くて手強かったです。また，一緒に練習したいです。」 

５年５年５年５年    西聖仁西聖仁西聖仁西聖仁くんくんくんくん    

 「ぼくは，掛かり稽古が一番つらかったです。塚越剣友会では，いつもあんなに掛かり稽古をしてい

るらしいので，びっくりしました。」 

４年４年４年４年    小林滉生小林滉生小林滉生小林滉生くんくんくんくん    

 「塚越剣友会との交流会の試合で，声を出せてよかったです。」 

４年４年４年４年    渡辺かこ渡辺かこ渡辺かこ渡辺かこさんさんさんさん    

 「今回のしあいで負けてしまってくやしかったです。来年は勝ちたいです。かかりげい古ではいろい

ろな先生にかかれてよかったです。」 

４年４年４年４年    松尾雅樹松尾雅樹松尾雅樹松尾雅樹くんくんくんくん    

 「試合で，一本取れたのはうれしかったけど，帰りの車で気持ち悪くなって，お弁当が食べられなく

て残念だった。」 

４年４年４年４年    石田陸人石田陸人石田陸人石田陸人くんくんくんくん    

 「胴で一本とられ，負けてしまったから，胴に対する技を練習したい。」 

４年４年４年４年    神嵜恵神嵜恵神嵜恵神嵜恵さんさんさんさん    

 「出稽古で試合をして，面を三本決められてしまったけれど，胴を一本決めることができてよかった

です。身長の大きい人との対戦だったけれども，これからの駒剣の練習でがんばって，今度は勝ちた

いと思う。」 

４年４年４年４年    細谷遼太細谷遼太細谷遼太細谷遼太くんくんくんくん    

 「つかこしの小学生は背が高い人がたくさんいて，びっくりしました。試合では，面で勝てたのでよ

かったと思う。」 

４年４年４年４年    須山直斗くん須山直斗くん須山直斗くん須山直斗くん    

 「勝てなかったけど，負けもしなかったからよかった。ガリガリくんのアイスがおいしかった。また

行きたい。」 

３年３年３年３年    木村敦くん木村敦くん木村敦くん木村敦くん    

 「今日は一本もとれなかったから，こんどは一本とりたいです。そして勝ちたいです。つかこし剣友

会と，またしあいをしたいです。つかこしの大将は尾島先生に勝ったし，おしたからすごかったです。

つかこしの人たち，またいい試合をしましょう。」 

３年３年３年３年    岩附弘樹くん岩附弘樹くん岩附弘樹くん岩附弘樹くん    

 「しあいではひきわけだったけど，たのしかった。」 

３年３年３年３年    有賀大穂くん有賀大穂くん有賀大穂くん有賀大穂くん    

 「次はれんぞくわざなどを出して，面ばかりでなく，どうや小手をきめたいです。」 

２年２年２年２年    渡辺周平くん渡辺周平くん渡辺周平くん渡辺周平くん    

 「しあいのとき，めんをきめたのがたのしかった。」 
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雲の上で風神，雷神のボーリング大会！！ この間の雹（ひょう）すごかったね(*^_^*) 

成人会員成人会員成人会員成人会員    

    

西西西西    博尚さん博尚さん博尚さん博尚さん    

 「試合では，心とからだがバラバラ，まるで運動会で転んでしまうお父さん。最近，とくに頭でっか

ちになっている傾向があるので反省。佐伯先生にとても勉強になる稽古を頂きました。」 

有賀寿さん有賀寿さん有賀寿さん有賀寿さん    

 「いつもと違う方々と剣を交える機会を作っていただき，ありがとうございます。 

 よい汗をかきました。」 

石田昭男さん石田昭男さん石田昭男さん石田昭男さん    

 「交流会は本当にたのしく，また，ためになった一日でした。試合にも出させていただき，その上，

応援やアドバイスもたくさん頂きまして，大変感謝しております。夜の部でも，塚越剣友会の先生方

からよいお話を聞くことができ，今後の稽古で役立てたいです。」 

星野芳範（ほしやん）さん星野芳範（ほしやん）さん星野芳範（ほしやん）さん星野芳範（ほしやん）さん    

 「稽古の大切さを改めて痛感いたしました。足が出ない。あわてない， 

 しっかりした出端面を打てるように精進したいです。塚越剣友会には，まだまだたくさんの 

 宝物が隠されていそうである。ムフフフ。一本お願いしま～す！」 

名無しのゴンべさん名無しのゴンべさん名無しのゴンべさん名無しのゴンべさん    

 「塚剣の素晴らしいところを発見♪とても礼儀（座り方，整列の仕方）正しくなるよう，指導されて

いる。号令の後の集まりが遅くても注意され，皆さんきびきび動いておられました。（父母の方も）

駒剣も見習って，礼儀正しく，迅速な行動ができるといいですね。 

 町田先生に稽古指導をしていただき，自分で治したいと思っていることを具体的にアドバイスしてい

ただき，忘れずに頑張るぞ！！と思いました。試合も両チーム，大人も子供も気合いが入っていて，

すごかったです。町田先生ご夫妻ににこにこ笑って，「おしいネエ～！」とポコっと打たれ，後には

必ず打たせていただき，感謝です。本荘先生，私には特別やさしく教えてください（笑）こまけんだ

よりには載らなくていいです。小心者です。」（すいません，全文載せちゃいました…(^^;)） 

渡邊順迎さん渡邊順迎さん渡邊順迎さん渡邊順迎さん    

 「梅雨の蒸し暑さの中，熱気あふれる塚越剣友会との交流会に，今年も楽しく参加できました。試合

には出なくていいという気軽さもあり，木村先生の車に乗せていただいた私たちおとなしい女性３人

は，楽しく会場に向かいました。塚越剣友会の皆さんには，毎年変わりなく温かく迎えていただき，

居心地の良さのせいか，審判をさせていただいたときは，失敗の連続！！その後，塚越剣友会の先生

方に稽古をつけていただき，いろいろご指導を受けることができました。すこし強くなったような充

実感で今年も参加できて，本当によかったと微笑む私です。塚越剣友会の皆様，心より感謝申し上げ

ます。本荘先生，色々準備をしてくださった保護者の皆様，ありがとうございました。」 

近藤千恵子近藤千恵子近藤千恵子近藤千恵子さんさんさんさん    

 「今日の交流会では，今，自分が剣道で悩んでいることを指摘され，改善する方法を指導してもらい，

とても充実した練習ができたと思います。とても難しいことですが，相手を引き出すための自分の気

や動きを少しずつ勉強していきたいと思います。」 

 

        皆さん，ありがとうございました m(_ _)m 
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雲の上で風神，雷神のボーリング大会！！ この間の雹（ひょう）すごかったね(*^_^*) 

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

  

新入会員のお知らせ   ようこそ 駒剣へ！       よろしくお願いしま～す！！ 

    

小学生小学生小学生小学生会員会員会員会員    

        田中田中田中田中    裕一郎裕一郎裕一郎裕一郎((((たなかたなかたなかたなか    ゆういちろうゆういちろうゆういちろうゆういちろう))))くんくんくんくん     

                     

        大津大津大津大津    教央教央教央教央((((おおつおおつおおつおおつ    のりおのりおのりおのりお))))くんくんくんくん                     

                     

成人成人成人成人会員会員会員会員    

        大津大津大津大津    毅毅毅毅（おおつ（おおつ（おおつ（おおつ    つよし）つよし）つよし）つよし）さんさんさんさん        （大津教央くんのお父様です）（大津教央くんのお父様です）（大津教央くんのお父様です）（大津教央くんのお父様です）    

    

駒場剣友会会員数駒場剣友会会員数駒場剣友会会員数駒場剣友会会員数（H18.6 月末現在） 

 小学生会員小学生会員小学生会員小学生会員    ３４名３４名３４名３４名（６年生９名，５年生８名，４年生１１名，３年生５名，２年生１名） 

 成人会員成人会員成人会員成人会員        ２２名２２名２２名２２名（男性１３名…お父さん会員急増中！，女性９名） 

    錬成部総勢錬成部総勢錬成部総勢錬成部総勢    ５６名♪５６名♪５６名♪５６名♪    となっちょります(^o^)/    

                     

 

 今後の主な予定  

    

 ７７７７月月月月        

 ７ 月 ９日（日）  剣道地区講習会（剣道形・指導法・講話）（北本） 

 ７ 月１５日（土）  剣道教室最終日 

 ７ 月２２日（土）  駒剣夏合宿説明会（午後 3:00～２階会議室） 

          合宿参加者全員の保険証コピーを記名した封筒に入れ，封をして提出してください。 

          合宿費を積み立てていない参加希望者の参加費を集金します。 

 ７ 月３０日（日）  四～五段審査会（県立武道館） 

         受審される成人会員の方々！ がんばってください！！   

 

 ８８８８月月月月        

 ８ 月１８～２０日（金～日）  駒剣駒剣駒剣駒剣夏合宿夏合宿夏合宿夏合宿（新潟・湯沢（新潟・湯沢（新潟・湯沢（新潟・湯沢    しろくま旅館）しろくま旅館）しろくま旅館）しろくま旅館）    

    

    

    ９９９９月月月月        

 ９ 月 ９日（土）     駒剣 前期級審査会 

 ９ 月２３日（祝･土）  さいたま市民剣道大会（記念総合体育館） 

 ９ 月３０日（土）     稽古休み  多くの小学校で運動会が予定されているので，稽古はお休みです。    

最後はお楽しみ♪ 星野さんの「星やん武芸帳その「星やん武芸帳その「星やん武芸帳その「星やん武芸帳その弐拾＆弐拾壱弐拾＆弐拾壱弐拾＆弐拾壱弐拾＆弐拾壱」」」」です！！！ 


