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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    
    

平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年１０１０１０１０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みんなみんなみんなでででで読読読読
よ

んでんでんでんでくださいくださいくださいください        

 

 

 

        ☆今月のことば・・・本荘先生☆今月のことば・・・本荘先生☆今月のことば・・・本荘先生☆今月のことば・・・本荘先生よりよりよりより    

        ☆☆☆☆さいたま市民体育大会のさいたま市民体育大会のさいたま市民体育大会のさいたま市民体育大会の結果結果結果結果
け っ か

報告報告報告報告    

        ☆アンケート・・・☆アンケート・・・☆アンケート・・・☆アンケート・・・みんなのみんなのみんなのみんなの試合試合試合試合
し あ い

をををを応援応援応援応援
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していたお母さん方のしていたお母さん方のしていたお母さん方のしていたお母さん方の感想感想感想感想
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です。です。です。です。    

        ☆お知らせ・・・☆お知らせ・・・☆お知らせ・・・☆お知らせ・・・１０１０１０１０月，１月，１月，１月，１１１１１月，１月，１月，１月，１２２２２月の月の月の月の予定予定予定予定
よ て い

。。。。要要要要
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チェックです！！チェックです！！チェックです！！チェックです！！    

        ☆☆☆☆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

・・・・・・・・・・・・そのそのそのその弐拾四弐拾四弐拾四弐拾四
にじゅうし

「「「「一本になる一本になる一本になる一本になる打突打突打突打突
だ と つ

！！！！」」」」わかるかな～わかるかな～わかるかな～わかるかな～    

        ☆木村先生が☆木村先生が☆木村先生が☆木村先生が新聞新聞新聞新聞
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にににに載載載載
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りました！（駒剣もりました！（駒剣もりました！（駒剣もりました！（駒剣も全国紙全国紙全国紙全国紙
ぜんこくし

デビュー？！）デビュー？！）デビュー？！）デビュー？！）    
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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        

  

 新しい月になりました。もうこのこまけんだよりに埼玉大学寒稽古のお知らせが載っていて，ひ

え～っと恐ろしくなってしまいました。今年は年末から始まるとはいえ，埼大寒稽古から始まった

この一年が，残り３か月をきったのだと思うと，時の経つ早さを感じます。 

 さて，今回は欲張って，６つのこと６つのこと６つのこと６つのことについて書かせていただきます。 

 

①①①①    ９月３，４日の丸山先生の葬儀に際しまして９月３，４日の丸山先生の葬儀に際しまして９月３，４日の丸山先生の葬儀に際しまして９月３，４日の丸山先生の葬儀に際しまして，小学生会員，成人会員，そして後援部の皆様に 

は，ご参列及びお手伝いいただきありがとうございました。また，こんなに大勢いたのかと思うほ

どのＯＢ会員が集まってくれて，大変うれしく，そして頼もしく思いました。全員での道場訓，き

っと先生も喜んでくれたことと思います。 

 丸山先生の奥様から「お手伝いのお礼に」といただいたお気持ちの一部で，丸山先生書，「剣は心

なり」と入れた手ぬぐいを作製させていただきました。完成したようですので，皆様にお配りいた

します。 

 「叙位叙勲 正六位瑞宝双光章 元浦和市立仲町小学校長 丸山健二氏」と９月３０日の埼玉新

聞に掲載されていました。生前の多大な功績が認められ，内閣府より勲章が贈呈されます。先生，

おめでとうございます。 

 

 

②②②②    ９月２３日に行われた「さいたま市９月２３日に行われた「さいたま市９月２３日に行われた「さいたま市９月２３日に行われた「さいたま市民民民民剣道大会」では剣道大会」では剣道大会」では剣道大会」では，選手，役員，応援団，お疲れ様でした。

私は審判をしていたため，多くの試合は見られませんでしたが，それぞれ全力でぶつかり健闘した

様子，成人会員さんがつけてくれた記録からも伺えました。結果だけでなく，“試合に臨む姿がよい”

という評価も聞かれ，さすが駒剣，立派に闘えました。賞状をもらった子が何人かいました。良か

ったですね。また，ＯＢ会員の活躍もめざましかったようです。高校生の部で，まだ１年生の西先

輩（市立浦和高）が優勝。中学生では，３年の神田先輩（土合中），１年の小川先輩（大谷口中），

前田先輩（木崎中）が優勝。石田先輩，吉野先輩（どちらも本太中）や古峯先輩（埼大附属中）も

入賞しておりました。当日ゆっくり挨拶ができなかったと，あとからわざわざ電話で報告をくれた

礼儀正しい先輩もいました。 

                      congratulations!          Rrrrr… 

 

 

③③③③    １０１０１０１０月月月月１１１１,,,,２２２２日にさいたま市内の中学校日にさいたま市内の中学校日にさいたま市内の中学校日にさいたま市内の中学校新人戦が行われました新人戦が行われました新人戦が行われました新人戦が行われました。私は見に行けませんでしたが，

両日の夕方，うれしいニュースが携帯電話に入ってきました。「男子団体戦優勝は古峯先輩の埼大附

属中」「女子団体戦の決勝戦は，奥山先輩の本太中と恵守先輩，近藤先輩の木崎中とで本太中が優勝」

男子個人では，石田先輩（３位），古峯先輩，高橋先輩の３人が県大会出場。女子は奥山先輩（ベス

ト８）が県大会出場。ここに名前の出ていない先輩も大いに健闘したようです。先輩の活躍，大き

な励みになりますね。 
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④④④④    １１月１１月１１月１１月２３日２３日２３日２３日に鳩ヶ谷の大会に招待されて参加しますに鳩ヶ谷の大会に招待されて参加しますに鳩ヶ谷の大会に招待されて参加しますに鳩ヶ谷の大会に招待されて参加します。その選手は本日発表するつもりです。

選手でない人も応援方々，ぜひご参加ください。合同稽古がありますし，１１月の木曜日は休みが

多く，稽古不足になりますから。 

 それとは別に，１１月３日（金・祝）に塚越剣友会の３０周年記念剣道大会が行われます。町田

先生からご案内をいただきました。８時半から１２時まで，いつもおじゃましている蕨東小学校の

体育館です。私も伺うつもりでいますが，お時間ある方は見学に行かれてはいかがでしょうか。小

学生から先生までを４組に分けての試合（駒剣がクリスマス会でやっているもののオリジナル）や，

居合道の演武などが見られます。別の日に，鈴木剣道具店の親方による防具作り教室もあるそうで

す。 

 

 

⑤⑤⑤⑤    会員数が増え，道場が狭く感じます会員数が増え，道場が狭く感じます会員数が増え，道場が狭く感じます会員数が増え，道場が狭く感じます（実際に狭い）。うれしい悲鳴なのですが，ケガをしては

困りますので，前から対応について考えていました。特に土曜日の人数が多いので， 

ア，体育室など広い場所を借りる  

イ，同じ時間帯で剣道場以外の場所（柔道場）も借りる  

ウ，別の時間帯も剣道場を借りて，分けて稽古する  

などが考えられます。アは，体育館から剣道は剣道場でと言われていて，ＯＢ稽古会などのイベン

トはともかく，定期的に借りることは難しいようです。そこで，ウのパターンを試験的に１１月末

に２回(11/18,25(11/18,25(11/18,25(11/18,25））））やってみようと思います。最近入った初心者組と２・３年生は１時から３時最近入った初心者組と２・３年生は１時から３時最近入った初心者組と２・３年生は１時から３時最近入った初心者組と２・３年生は１時から３時，，，，そそそそ

れ以外のれ以外のれ以外のれ以外の４年生以上は３時から５時４年生以上は３時から５時４年生以上は３時から５時４年生以上は３時から５時としますとしますとしますとします。初心者組は，体操，素振り，打ち込みなどをこの機

会にもう一度やり直して，基本のしっかりした剣道ができるようにしましょう。大丈夫，剣道は努

力次第でキャリアは埋めることができます。 

 兄弟で別々になったりとご不便をおかけすることもあるとは思いますが， 

ご理解，ご協力をお願いします。時間帯等で不都合がありましたらご相談ください。 

 

⑥⑥⑥⑥    最後に最後に最後に最後に，後援部会員（，後援部会員（，後援部会員（，後援部会員（小学生小学生小学生小学生保護者の皆様）保護者の皆様）保護者の皆様）保護者の皆様）へのへのへのへのお願いです。お願いです。お願いです。お願いです。できるだけお子さんの稽古の様

子を見てあげてください。がんばっている姿を見て，ご家庭でも話題にしていただければと思いま

す。良いところを見つけてたくさん褒めてあげてください。お時間がなく送迎だけの方も，最初と

最後の指導者の話は道場の中で聞いて，家へ帰っても反復していただけたらと思います。また，毎

月末の月例試合では，成人会員の方に審判をお願いしていますが，タイムや呼び出し，記録係がコ

ートごとに必要になりますので，保護者の皆さんにお手伝いをお願いしています。新入会のお父さ

んお母さんも，保護者同士でいろいろとお話をして仲良くなってください。また，何かわからない

こと，お子さんの様子で不安なことなどありましたら，我々指導者や成人会員にも気軽に声を掛け

てください。 

    

    「親はだれ「親はだれ「親はだれ「親はだれしもしもしもしも我が子がかわいい。でも我が子だけをかわいがる我が子がかわいい。でも我が子だけをかわいがる我が子がかわいい。でも我が子だけをかわいがる我が子がかわいい。でも我が子だけをかわいがるのではなく，駒剣にかかわる者のではなく，駒剣にかかわる者のではなく，駒剣にかかわる者のではなく，駒剣にかかわる者

は，駒剣の子どもたちみんなを我が子と思いかわいがって欲しい。駒剣全体が良くなればは，駒剣の子どもたちみんなを我が子と思いかわいがって欲しい。駒剣全体が良くなればは，駒剣の子どもたちみんなを我が子と思いかわいがって欲しい。駒剣全体が良くなればは，駒剣の子どもたちみんなを我が子と思いかわいがって欲しい。駒剣全体が良くなれば，，，，必然的必然的必然的必然的

に我が子も良くなる。そういう気持ちで接して欲しい。」に我が子も良くなる。そういう気持ちで接して欲しい。」に我が子も良くなる。そういう気持ちで接して欲しい。」に我が子も良くなる。そういう気持ちで接して欲しい。」    

 丸山先生のお言葉です。今一度かみしめて，子どもも大人も，駒剣全体でさらに成長していきま

しょう。 

 

                      本荘先生ありがとうございました 
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                さいたま市民体育大会剣道大会さいたま市民体育大会剣道大会さいたま市民体育大会剣道大会さいたま市民体育大会剣道大会のご報告のご報告のご報告のご報告        
    

    ９月２３日（土・祝）に，記念体育館で行われた個人戦の結果です。 

 結果を出せた子や，出せなかった子，いろいろいましたが，みんな全力で試合に臨めましたね！？ 

 コメントはそれぞれのコート担当についてくださった成人会員さん，保護者の皆さんが入れてくださ

いました。皆さん，ありがとうございました。 

 

個人戦個人戦個人戦個人戦のののの結果結果結果結果    

 

３年生３年生３年生３年生    

有田楽くん有田楽くん有田楽くん有田楽くん    

１回戦○（不戦勝）       嘉納（大宮南） 

２回戦 メ       反，メ○清水（埼玉田島）「延長の末，場外反則２回目で１本は残念！ 

                        １本目の面はかっこよかったです！！ 

                        惜しかったです！！」 

平田雄也くん平田雄也くん平田雄也くん平田雄也くん    

１回戦（旗１）延長判定（旗２）○石丸（領家）「すごいパワー！つばぜり合いを覚えると，もっと 

                      よくなるかなあ。元気は一番あったなあ～。すばらし 

                      い試合でした。心が出ている試合！次が楽しみだね。 

                      勝ちに等しい，平田のガンバリ！！延長戦，判定， 

                      元気と先に打つことでは，平田のほうが上でした！！」 

岩附弘樹くん岩附弘樹くん岩附弘樹くん岩附弘樹くん    

１回戦    （延長）   ド○渡辺（鷲山）「追いかけて面がいい。前でしっかり面を打った。 

                      声も出ていてよかった。延長戦も攻めいてよかった。 

                      残り数秒で，ポチョンと胴が決まっちゃったね。岩附 

                      の面のほうがよかったぞ！次は勝利だ！がんばった顔 

                      はステキだったぞ！」 

木村敦くん木村敦くん木村敦くん木村敦くん    

１回戦         コ，メ○新井（豊武館）「自分から打っていけるように，声がもっと出ると 

                       打ちが強くなるネ。面返し胴はすばらしかったよ。 

                       悔し涙！いっぱいでした。強くなるぞ～！！ 

                       負けたくないと思う気持ちを忘れないで，そのエネ 

                       ルギーを稽古に向けて，精進しようね！」 

有賀大穂くん有賀大穂くん有賀大穂くん有賀大穂くん    

１回戦○メ，ド         高野（鷲山）「積極的に攻めていた。」 

２回戦○メ，ド         片山（内野本郷）「落ちついて試合をしていた。」 

３回戦 反       メ，メ○赤萩（天馬） 
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４年生４年生４年生４年生    

渡辺かこさん渡辺かこさん渡辺かこさん渡辺かこさん    

１回戦           メ○武井（片柳）「打ち合い後の別れ際に面を打たれた。 

                       引き胴が惜しかった！！」 

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    

１回戦○メ，メ         南雲（内野本郷）「引き面と払い面が決まった！基本稽古どおりで 

                         きっちり勝てる！！」 

２回戦 反    延長   コ○鈴木（中尾）「よくがんばったが，延長で面を打ちに行き，出ゴテ 

                       を打たれた。」 

神嵜恵さん神嵜恵さん神嵜恵さん神嵜恵さん        

１回戦○メ，ド         末永（中尾）「あざやかな飛び込み面，引き胴もきれいに決まった」 

２回戦○メ，メ         斉藤（大宮別所）「圧勝！２本目の面は特にきれいに決まった。」 

３回戦         メ，メ○小林（本郷）「かなりの体格差，身長差。よく戦ったが面を決めら 

                       れた。」 

細谷遼太くん細谷遼太くん細谷遼太くん細谷遼太くん    

１回戦○メ，メ         小森谷（一心館）「技をたくさん出していました。」 

２回戦         メ，メ○谷（天馬）「スピードのある相手でした。」 

須山直斗くん須山直斗くん須山直斗くん須山直斗くん    

１回戦○メ    延長     池田（内野本郷）「延長戦，思い切りの良い面が決まりました。」 

２回戦○メ，メ         清水（埼玉田島）「一足一刀から２本ともきれいに決まりました」 

３回戦         メ，メ○稲林（三室）「つばぜり合い指導有り」 

松尾雅樹くん松尾雅樹くん松尾雅樹くん松尾雅樹くん    ３位入賞３位入賞３位入賞３位入賞    おめでとう！おめでとう！おめでとう！おめでとう！    

１回戦○メ           川名（一心館）「堂々とした構えで，真っすぐな面だった。」 

２回戦○メ，コ         真栄城（新田）「残心までしっかりとできていた。」 

３回戦○コ，メ         金澤（田島）「打突の機会を確実にとらえていた。」 

４回戦         メ，メ○林（中尾）「負けてしまったが，内容的には互角だった。」 

小林滉生くん小林滉生くん小林滉生くん小林滉生くん    

１回戦○（不戦勝）       平船（大宮別所） 

２回戦○（不戦勝）       ？ 

３回戦         コ，コ○大木（中尾）「礼儀正しく，立会いの姿勢がしっかりとできていた」 

石田陸人くん石田陸人くん石田陸人くん石田陸人くん    

１回戦○メ           蔭井（豊武館）「積極的に攻めていたのはよかった。」 

２回戦         コ，メ○林（中尾）「真っすぐと面が打てていた。本数も多く打っていた。」 

田上征哉くん田上征哉くん田上征哉くん田上征哉くん    

１回戦○（不戦勝）       神岡（日新館） 

２回戦 反         メ○野中（新田）「姿勢良く，一本一本に気合いを感じた。 

                       おしい小手がたくさんあった。」 

千葉智佳さん千葉智佳さん千葉智佳さん千葉智佳さん    

１回戦     延長    メ○小早川（天馬）「ずいぶん動きがよくなった。少し疲れが出たとこ 

                        ろで，面を決められてしまった。」 
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５年生５年生５年生５年生    

古澤由奈さん古澤由奈さん古澤由奈さん古澤由奈さん    ３位入賞３位入賞３位入賞３位入賞    おめでとう！おめでとう！おめでとう！おめでとう！    

１回戦○メ，メ         井上（原山）「相面，すばらしい！」 

２回戦○メ，メ         新井（秋本）「すばらしい飛び込み面」 

３回戦         メ，メ○駒林（天馬）「３位入賞，おめでとう」 

古谷慧くん古谷慧くん古谷慧くん古谷慧くん    

１回戦         メ，コ○埜口（槻の森）「シードのため初戦。相手は体が動いていた。 

                        スピードとパワーに差があった。」 

渡辺郁宝くん渡辺郁宝くん渡辺郁宝くん渡辺郁宝くん    

１回戦○メ，メ         黒川（東大宮）「速い面が決まり，一方的な試合であった。」 

２回戦○メ，メ         塩澤（一心館）「きれいに面が決まった。基本どおりの面でした。」 

３回戦           メ○皆川（三室）「動きは良かったが，相手の間合いに入ってしまい， 

                       面を決められた。」 

石田涼くん石田涼くん石田涼くん石田涼くん    

１回戦○コ   延長      逸見（豊武館）「大振りになりました。よく相手の動きを見て落ち

２回戦○   延長判定     篠原（天馬）  ついて攻めるとよいと思います。２回戦は気合い

３回戦           コ○室田（田島）  勝ち。３回戦は相手のほうが１枚上でした。」 

渡辺靖宝くん渡辺靖宝くん渡辺靖宝くん渡辺靖宝くん    

１回戦○コ，メ         大野（天馬）「動きが止まってしまったのが残念。」 

２回戦            ○吉岡（日進） 

西聖仁くん西聖仁くん西聖仁くん西聖仁くん    

１回戦           コ○丸山（田島）「積極的に攻めたが甘かった。残念！」 

加藤建太くん加藤建太くん加藤建太くん加藤建太くん    

１回戦○メ，メ         高橋（本郷）「積極的に攻めた。小手面，踏み込み面おみごと」 

２回戦         メ，メ○丸山（田島）「技の尽きたところを，どちらも引き面をとられた。」 

    

６年生６年生６年生６年生    

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    ２位入賞２位入賞２位入賞２位入賞    おめでとう！おめでとう！おめでとう！おめでとう！    

１回戦○メ，メ         守屋（養心館）「１本目離れ際を追い込んで面，２本目面の連続技」 

２回戦○ド，ド        メ野島（大宮別所）「面返し胴をとり，小手抜き面をとられた。勝負 

３回戦○メ，メ         横山（中尾）  で小手抜き面返し胴を決める。３回戦は追い込ん

４回戦○ド           中村（片柳）  での面と相面を決める。４回戦は引き胴の一本勝。 

５回戦         メ，メ○小沼（天馬）  出ばなの小手をねらうも，相手の面が決まる。 

                        ２本目は出ばな面を入れられる。しかし準優勝。」 

本荘風人くん本荘風人くん本荘風人くん本荘風人くん    ２位入賞２位入賞２位入賞２位入賞    おめでとう！おめでとう！おめでとう！おめでとう！    

１回戦○メ，メ         中島（輝誠）「もっと面で勝負。技はすばらしい。打突を思い切り， 

２回戦○コ           室岡（一心館）自信を持って打ち込め！足をもっと動かせると楽に 

３回戦○メ           土屋（本郷） なるかな。３回戦，エンジンがかかったかな。 

４回戦○反，コ         石井（天空） やはり動けるといい試合になる。有効打突がたくさ

５回戦     延長    メ○山本（一心館） んあった。延長の出合い頭，小手にでたところを 

                        ポコンと面をもらった。優勝だったよ！」 
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渡辺あこさん渡辺あこさん渡辺あこさん渡辺あこさん    ３位入賞３位入賞３位入賞３位入賞    おめでとう！おめでとう！おめでとう！おめでとう！    

１回戦○メ，メ         大橋（大宮別所）「１本目は良い面だ！２本目はおまけだ」 

２回戦○メ，メ         伊藤（片柳）「２本目の面，すばらしい」 

３回戦○メ，コ         金子（領家）「カッコ良い面，すばらしい出小手」 

４回戦         メ，メ○小黒（中尾）「相手が一枚上手。次に勝てる相手だ。」 

星野正成くん星野正成くん星野正成くん星野正成くん    

１回戦     延長    メ○関口（与野）「試合内容，打ちでは勝っていたが，延長わずかで 

                       事故のような面をもらい負け，気を抜かないこと」 

松下茉由さん松下茉由さん松下茉由さん松下茉由さん    

１回戦         メ，メ○谷内（三室）「試合には負けたが，剣道には勝っていた。」 

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    

１回戦○（不戦勝）       重廣（日進） 

２回戦○メ，メ         沼田（大宮武蔵）「ナイス面！よく攻めていた。」 

３回戦 反   延長    メ○野口（中尾）「面抜き面がおしかった！」 

三原知樹くん三原知樹くん三原知樹くん三原知樹くん    

１回戦○メ，メ         南（鷲山）「スバラシイ面！！」 

２回戦     延長    反○門平（中尾）「延長，場外２回で反則負けはくやしい，残念！！」 

 

         

            アンケート「アンケート「アンケート「アンケート「我が子の試合を見て我が子の試合を見て我が子の試合を見て我が子の試合を見て」」」」                        
    

  今回は，朝早くからお弁当を作って応援に来てくださったお母さん方に， 

 駒剣士の試合を見た感想をいただきました。（順不同，匿名希望，ペンネーム有りです。） 

 

《《《《３年３年３年３年    母母母母》さん》さん》さん》さん    

 「初めての個人戦で，親のほうはヒヤヒヤ……案外，子供のほうが何食わぬ顔をしていました。 

本人の目標は，１回戦突破！！でした。その目標も達成できたせいか，今回の試合後は，いつもの 

泣きはなく，戻ってきました。また，次の試合では，今回よりも前へ進めるよう，がんばってほしい

です。今回もとてもがんばっていました。先生方，成人会員の皆様，ありがとうございました。」 

《《《《神嵜紀子（神嵜恵の母です）神嵜紀子（神嵜恵の母です）神嵜紀子（神嵜恵の母です）神嵜紀子（神嵜恵の母です）》さん》さん》さん》さん    

  「１年前に比べて，安心してみていられました。自分が今できる剣道は，できていたと思います。

どんどん剣道が好きになってくれたらと思います。お手伝いをしてくださった方々， 

 ありがとうございました。」 

《石田陸人《石田陸人《石田陸人《石田陸人    母》さん母》さん母》さん母》さん    

  「親子共々，初めての大会の参加でしたが，いろいろと学ぶことがたくさんありました。会場の熱

気もさることながら，子どもたちの活気あふれる試合に，私も元気をいただきました。試合が終わっ

て，面を外した子どもたち，どの子も，一生懸命がんばってきたという表情が，すばらしかったです。

拍手！」 

《平田君のお姉さん》《平田君のお姉さん》《平田君のお姉さん》《平田君のお姉さん》    

  「今日，初めて剣道を見て，とてもはくりょくがあって，どきどきしました。 
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 とってもおもしろかったです。」 

《有田めいこ》さん《有田めいこ》さん《有田めいこ》さん《有田めいこ》さん    

  「皆がそれぞれに頑張っていて，全員ほめてあげたいです。口惜しい気持ちや，うれしい気持ちを

味わえるのは，試合ならではですね。そんな経験の一つ一つが，あなたたちを成長させてくれること

でしょう。お父さんお母さんも同じ気持ちになって，大きくなってるよ～！ 

 頑張れ，駒剣士たちよ(^_^)」 

《匿名希望》さん《匿名希望》さん《匿名希望》さん《匿名希望》さん    

 「駒剣の緑の面タオルってすばらしい！！１２面あるコートの中でも，一目で 

見つけられるので，試合が一斉にはじまっても，いろんな子を応援できました。アッパレ」 

《小５》さん《小５》さん《小５》さん《小５》さん    

  「久しぶりの試合でしたが，負けても悔いのない試合ができたと思います。 

 次はぜひ，一勝をできるよう精進してほしいと思います。」 

《《《《メタボリックシンドロームにかからないようにダイエットしている母》さんメタボリックシンドロームにかからないようにダイエットしている母》さんメタボリックシンドロームにかからないようにダイエットしている母》さんメタボリックシンドロームにかからないようにダイエットしている母》さん    

  「皆，力一杯頑張っていました。駒剣は人数も多く，あちこちで試合をしていたので， 

 応援していても楽しかったです。」 

《須山光代》さん《須山光代》さん《須山光代》さん《須山光代》さん    

  「あちこちのコートで駒剣の子たちの試合があり，見るのも大変でしたけど，皆，一生懸命に頑張

っていてよかったと思います。早く負けてしまった子たちが， 

 勝ち進んでいる駒剣の友達を応援する姿も，ほほえましかったです。」 

《匿名希望》さん《匿名希望》さん《匿名希望》さん《匿名希望》さん    

  「初めて小学生の剣道の試合を見させていただきました。みんな，一生懸命で感動しました。練習

のときよりも大きく見えました。来年，我が子も出場するかと思うと， 

 今からドキドキしてしまいました。」 

《松尾則子》さん《松尾則子》さん《松尾則子》さん《松尾則子》さん    

  「みんなよくがんばりました。駒剣は，すばらしい！見ていて気持ちのよい剣道ですネ。先生方の

ご指導のお陰です。お世話をしてくださった成人会員の方々，ありがとうございました。」 

《匿名希望》さん《匿名希望》さん《匿名希望》さん《匿名希望》さん    

  「みんな，頑張っていましたね！スゴイ！ 試合場がバラバラで，あっちもこっちも気になり，大

変でした。「先を取る」気迫が大切だと思いました。 

最後の一人が終わるまで，遊ばずに応援してほしいカナ……」 

《”Ｒ”》さん《”Ｒ”》さん《”Ｒ”》さん《”Ｒ”》さん    

  「皆さん，お疲れサマでした。実力が出せた子も，キンチョ～してしまった子も，試合後には，み

んなさわやか～なイイ顔になっていました。また，日々の練習をがんばってください！」 

 

 

 

 

  たくさんのお母さん方に，アンケートにご協力いただきまして，ありがとうございました。m(_ _)m 

  また，当日，全試合が終わるまで会場のお手伝いに出てくださった保護者の方々と成人会員のみなさま， 

  大変お疲れ様でした。ありがとうございました。m(_ _)m 
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                            おおおお        知知知知        らららら        せせせせ                                 

    今後今後今後今後のののの主主主主なななな予定予定予定予定        

   お休み，稽古場所の変更など，間違えないようにカレンダーのチェックをお願い致します。 

    

    １０１０１０１０月月月月        

  ５（木）５（木）５（木）５（木）・・・稽古休み稽古休み稽古休み稽古休み 

  ７（土）７（土）７（土）７（土）・・・本太中学校本太中学校本太中学校本太中学校    修道館修道館修道館修道館  午後３時～５時 

 １２（木）・・・通常どおり 

 １４（土）・・・通常どおり 

 １５１５１５１５（（（（日日日日））））・・・初・・・初・・・初・・・初～～～～三段審査会（大宮）三段審査会（大宮）三段審査会（大宮）三段審査会（大宮） 成人会員の方が受審されます！ 

 １９（木）・・・稽古休み稽古休み稽古休み稽古休み 

 ２１（土）  通常どおり  合宿委員さん慰労会合宿委員さん慰労会合宿委員さん慰労会合宿委員さん慰労会    午後７時～午後７時～午後７時～午後７時～（お手紙を参照してください） 

 ２６（木）・・・通常どおり 

 ２８（土）・・・本太中学校２８（土）・・・本太中学校２８（土）・・・本太中学校２８（土）・・・本太中学校    修道館修道館修道館修道館  午後３時～５時 

    

    １１１１１１１１月月月月        

  ２（木）・・・稽古休み２（木）・・・稽古休み２（木）・・・稽古休み２（木）・・・稽古休み    

  ４（土）・・・通常どおり 

  ９（木）・・・稽古休み９（木）・・・稽古休み９（木）・・・稽古休み９（木）・・・稽古休み    

 １１（土）・・・本太中学校１１（土）・・・本太中学校１１（土）・・・本太中学校１１（土）・・・本太中学校    修道館修道館修道館修道館        午後３時～５時午後３時～５時午後３時～５時午後３時～５時    

    １６（木）・・・稽古休み１６（木）・・・稽古休み１６（木）・・・稽古休み１６（木）・・・稽古休み    

 １８（土）・・・駒場体育館１８（土）・・・駒場体育館１８（土）・・・駒場体育館１８（土）・・・駒場体育館    道場道場道場道場        午後１時～３時，午後３時～５時午後１時～３時，午後３時～５時午後１時～３時，午後３時～５時午後１時～３時，午後３時～５時    （２部に分けて稽古）（２部に分けて稽古）（２部に分けて稽古）（２部に分けて稽古）    

    ２３（祝・木）・・２３（祝・木）・・２３（祝・木）・・２３（祝・木）・・・鳩ヶ谷市秋期剣道大会参加・鳩ヶ谷市秋期剣道大会参加・鳩ヶ谷市秋期剣道大会参加・鳩ヶ谷市秋期剣道大会参加（午後より）（午後より）（午後より）（午後より）    

            選手の発表，集合時間など，後日お手紙が出ますので，注意していてください。 

 ２５（土）・・・駒場体育館２５（土）・・・駒場体育館２５（土）・・・駒場体育館２５（土）・・・駒場体育館    道場道場道場道場        午後１時～３時，午後３時～５時午後１時～３時，午後３時～５時午後１時～３時，午後３時～５時午後１時～３時，午後３時～５時    （２部に分けて稽古）（２部に分けて稽古）（２部に分けて稽古）（２部に分けて稽古）    

    

      １１月１８日，２５日の１１月１８日，２５日の１１月１８日，２５日の１１月１８日，２５日の両日は，両日は，両日は，両日は，２部に分けて２部に分けて２部に分けて２部に分けて，稽古，稽古，稽古，稽古しますしますしますします。。。。時間を間違えないように！！時間を間違えないように！！時間を間違えないように！！時間を間違えないように！！    

    注意！！注意！！注意！！注意！！                    午後１時～３時（本荘先生）・・・初心者午後１時～３時（本荘先生）・・・初心者午後１時～３時（本荘先生）・・・初心者午後１時～３時（本荘先生）・・・初心者およびおよびおよびおよび２，３年生２，３年生２，３年生２，３年生    

                                                午後３時～５時（菅原先生）・・・４，５，６年生午後３時～５時（菅原先生）・・・４，５，６年生午後３時～５時（菅原先生）・・・４，５，６年生午後３時～５時（菅原先生）・・・４，５，６年生    

    

    １１１１２２２２月月月月        

  ９（土）・・・９（土）・・・９（土）・・・９（土）・・・剣道連盟剣道連盟剣道連盟剣道連盟    一級審査会（駒場体育館・体育室にて）一級審査会（駒場体育館・体育室にて）一級審査会（駒場体育館・体育室にて）一級審査会（駒場体育館・体育室にて）  稽古は通常どおり有 

 １６（土）・・・駒剣１６（土）・・・駒剣１６（土）・・・駒剣１６（土）・・・駒剣    うれしいたのしいうれしいたのしいうれしいたのしいうれしいたのしい    クリスマス会♪♪クリスマス会♪♪クリスマス会♪♪クリスマス会♪♪    午後１時～５時午後１時～５時午後１時～５時午後１時～５時    道場にて道場にて道場にて道場にて    

    ２３（土・祝）・・・稽古休み２３（土・祝）・・・稽古休み２３（土・祝）・・・稽古休み２３（土・祝）・・・稽古休み    

    ２６（火）…埼玉大学剣道部寒稽古初日（～３１日，１月４日～１８日，全２１日間）２６（火）…埼玉大学剣道部寒稽古初日（～３１日，１月４日～１８日，全２１日間）２６（火）…埼玉大学剣道部寒稽古初日（～３１日，１月４日～１８日，全２１日間）２６（火）…埼玉大学剣道部寒稽古初日（～３１日，１月４日～１８日，全２１日間）    

    ２８（木）・・・平成１８年稽古納め２８（木）・・・平成１８年稽古納め２８（木）・・・平成１８年稽古納め２８（木）・・・平成１８年稽古納め    

 

 お知らせ・・・８月に入会した川畑翔太くんは，都合により，残念ながら退会されました。 

最後はお楽しみ♪ 星野さんの「星やん武芸帳「星やん武芸帳「星やん武芸帳「星やん武芸帳    そのそのそのその弐拾弐拾弐拾弐拾四四四四」」」」です！！！ 


