
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１２１２１２１２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

今月今月今月今月のめにゅのめにゅのめにゅのめにゅ～～～～ おうちの人とみんなでよんでください。おうちの人とみんなでよんでください。おうちの人とみんなでよんでください。おうちの人とみんなでよんでください。

☆　今月のことば・・・本荘先生，１１月のお当番さんの感想より☆　今月のことば・・・本荘先生，１１月のお当番さんの感想より☆　今月のことば・・・本荘先生，１１月のお当番さんの感想より☆　今月のことば・・・本荘先生，１１月のお当番さんの感想より

☆　鳩ヶ谷市秋季剣道大会のご報告☆　鳩ヶ谷市秋季剣道大会のご報告☆　鳩ヶ谷市秋季剣道大会のご報告☆　鳩ヶ谷市秋季剣道大会のご報告

☆　お知らせ・・・・・・駒剣アルバム新着情報，ＤＶＤ剣道具の話，☆　お知らせ・・・・・・駒剣アルバム新着情報，ＤＶＤ剣道具の話，☆　お知らせ・・・・・・駒剣アルバム新着情報，ＤＶＤ剣道具の話，☆　お知らせ・・・・・・駒剣アルバム新着情報，ＤＶＤ剣道具の話，
　　　　　　　　　　　　　１２月，１月，２月の予定，その他　　　　　　　　　　　　　１２月，１月，２月の予定，その他　　　　　　　　　　　　　１２月，１月，２月の予定，その他　　　　　　　　　　　　　１２月，１月，２月の予定，その他

☆　星やん武芸帳・・・その弐拾六「君は亀さんになっていないか？」☆　星やん武芸帳・・・その弐拾六「君は亀さんになっていないか？」☆　星やん武芸帳・・・その弐拾六「君は亀さんになっていないか？」☆　星やん武芸帳・・・その弐拾六「君は亀さんになっていないか？」

シルエットクイズうらないシルエットクイズうらないシルエットクイズうらないシルエットクイズうらない♪♪♪♪
　　　　
　　　下の絵は何に見えますか？　　　下の絵は何に見えますか？　　　下の絵は何に見えますか？　　　下の絵は何に見えますか？

Ａ．サンタクロースＡ．サンタクロースＡ．サンタクロースＡ．サンタクロース
Ｂ．どろぼうＢ．どろぼうＢ．どろぼうＢ．どろぼう
C.ぼうぐぶくろをもったこびとC.ぼうぐぶくろをもったこびとC.ぼうぐぶくろをもったこびとC.ぼうぐぶくろをもったこびと

あなたはどんな人かがわかります！

Ａの人・・・あなたはふつうの人です。
Ｂの人・・・もうちょっと夢を持ちましょう。
Ｃの人・・・だいじょうぶですか？
　　　　　　つかれてますよ！
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今月今月今月今月のことばのことばのことばのことば おうちの人とみんなでよんでください。おうちの人とみんなでよんでください。おうちの人とみんなでよんでください。おうちの人とみんなでよんでください。

本荘先生より本荘先生より本荘先生より本荘先生より

　師走を迎え、本格的な寒さと年の瀬に向けての気ぜわしさが訪れてきたように感じられます。
　
　さて、１１月に２回、土曜日を前後半に分けて稽古しました。前半の初級者・低学年組は、稽古着の正し
い着装、体操や素振りの仕方、まっすぐな面の打ち方などの基礎中の基礎を丁寧に指導でき、効果が
あったと感じています。後半の高学年組は、レベルに合わせた技の練習や試合稽古を行いました。大勢
の成人会員の参加もあり、密度の濃い稽古でした。
　今後の土曜日の稽古ですが、４時間取れるときは取るようにして（１２月１回、１月２回、２月３回）いま
す。今までどおり前半低学年、後半高学年としますが、前半から後半への移動（特に高学年の初級者）な
ども考えたいと思っています。３月については６年生最後の月となりますので、全員で３時～５時とします。
　来年度に向けて参考にしたいので、時間や稽古の仕方についてなにかご意見がありましたらお聞かせ
ください。

　１１月２３日に行われた、鳩ヶ谷市秋季剣道大会では、選手、役員、応援と大変お疲れ様でした。大変大
勢の参加をいただき、鳩ヶ谷市剣道連盟の４０周年記念に花を添えていただきありがたく感じました。
（鳩ヶ谷市剣道連盟からごていねいにお礼状をいただきました。）
　試合では、駒剣士たちが剣道を楽しそうに生き生きとやっている姿が強く印象に残りました。応援も一生
懸命で、選手がその応援を背に力をもらって戦っていました。結果も素晴らしかったですが、駒剣が一体
となって参加できたことが何よりだったと感じています。
　
　話は少し変わりますが、大きな大会に一日参加しても思うような満足感が得られない場合があります。
先日は午後からの半日の参加でしたが、会として大きな収穫が得られました。塚越剣友会との交流なども
そうですが、駒剣の会の目的に合うもの、会員の剣道観や剣道人としてのつながりに有益と思うものにつ
いては、できるかぎりそういう場、機会を（私のできる範囲で）提供をしたいと思っています。そこで皆さん
にお願いですが、ぜひそれぞれで選択をして、無理のないようにしていただきたいと思います。目指すも
のはいっしょですが、たどり着く道筋はいろいろのはずです。これだけ会員が増えますと、なんでもみんな
一緒というのは難しくなります。少しの期間休まなければならない人もいるでしょう。気持ちはやりたいけど
体がついていかないときもあるでしょう。お互いを尊重していくことが大切だと思います。
　「無理のないように」の代表格が、もうすぐ始まる埼玉大学の寒稽古です。仕事の都合、家庭の理解、ご
自身の体調などを考慮して、取り組んでいきましょう。
　今回の寒稽古は、①埼玉大学剣道部５０周年　②塩入宏行先生の退官　③女子の全日本学生選手権
大会優勝（日本一！）　④１２月から始まっての初の２１日間　と重なり、おそらく今までとひと味違ったもの
になるでしょう。自分一人では絶対にできない稽古、仲間がいるから、周りのものががんばるから、家族
が応援してくれるからできる朝５時半からのワンダーランド、それぞれのペースでお楽しみください。
　また、それに合わせて埼玉大学で行われる「第２７回鳳翔剣大会」（個人戦・トーナメント方式）の案内が
来ております。期日は１月１４日（日）、参加資格は、寒稽古に３日以上参加するものとなっています。小学
生は男女各１０人まで出られます。（参加の希望はあらためて取るつもりですが、希望者が多数の場合
は、高学年を優先します。）また、中学生、高校生も男女各５人ずつ出られます。学校で参加しないけど出
たいというＯＢ・OGがいましたら、駒剣から出しますので申し出てください。残念ながら一般の試合はあり
ません。

　先日、丸山健二先生のお墓参りをさせていただきました。鴻巣市市ノ縄にある関上寺にあります。詳し
い場所については聞いてください。錬成部長の大本さんにも地図を渡してあります。とてもきれいなお墓で
した。

　一年の締めくくりです。寒さに負けず稽古していきましょう。
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    11111111 月のお当番さんの感想月のお当番さんの感想月のお当番さんの感想月のお当番さんの感想よりよりよりより     

・ 保護者会があり，来年度の役員さん候補が決めるため，たくさんの方が集まりました。 

（新年度役員候補の方は、後援部長 渡辺良平さん、副部長 田上美由紀さん 会計 岩附成子さん、平田恵美子さん

  書記 有賀美江さん、石田麻紀さん、合宿委員 石田恵介さん、木村清美さん、渡辺文代さんです。） 

・ 「面打ちは基本です！ 急がずにまっすぐに，きれいな面を打つため，受けるときもしっかりと

顔の幅で竹刀を動かしましょう。腕を上げたとき，顔が見えるぐらいまでに，大きく振りかぶり

ましょう。」（木村先生より） 

・ 九歩の間合いの再確認を！ 

・ 最後まで気を抜かない。気合いを入れて。 

・ 見取りの人もしっかり「見る」ことで，十分よい稽古になります。 

・ 右足に重心を置いて待つ。→先を取る足さばきを。 

・ 一本をとるには，声も大切（大きく伸ばす） 

・ 夕方は少し寒くなってきて，風邪でお休みのお子さんもちらほらいました。 

・ 勝ち残り試合では，皆，気合いが入っていました。 

・ 前後半の２部に分けて練習。前半は着装についての指導がありました。はかまの背板をきちんと

することで，着崩れしなくなる。基本打ちを中心に，面の中心を正確に打つことを学びました。

 

本荘先生，お当番さん，ありがとうございました。

鳩鳩鳩鳩ヶヶヶヶ谷市秋季剣道大会谷市秋季剣道大会谷市秋季剣道大会谷市秋季剣道大会のごのごのごのご報告報告報告報告

　　成年男子の部　　中牟田英明さん（準優勝）成年男子の部　　中牟田英明さん（準優勝）成年男子の部　　中牟田英明さん（準優勝）成年男子の部　　中牟田英明さん（準優勝）

　今回は成年男子の部で幸運にも準優勝することができました。
今回出場された方々の実力は伯仲しており、延長戦も多く、組合せによっては違う結果になったと
思います。
　
　私も１回戦、２回戦と延長戦になり、体力的にも精神的にも非常に苦しい試合が続きました。延
長戦に入ると何度も自分に負けそうになりました。そういう中、皆さんからの応援で、「苦しくて
も自分に負けないぞ」という気持ちになり、その気持ちがよい結果につながったのだと思います。
　
　決勝戦は会場全体が注目する中での試合でしたが、緊張するよりもむしろ十分に剣道を楽しむこ
とができ、とてもさわやかで、充実した気持ちになりました。（日にちがたつと、優勝できなくて
少し残念だったかなとも思いましたが・・・）
　
　最後に、ご指導頂きました先生方をはじめ応援を頂きました皆さん、この場を与えて頂きました
皆さんに深く感謝いたします。

１１月２３日、鳩ヶ谷剣道連盟４０周年を記念した秋季剣道大会が鳩ヶ谷市八幡木中学校の
体育館で行われました。大変立派な大会で、鳩ヶ谷の方々には、大変お世話になりました。
ありがとうございました。
午後の部から参加した駒剣士たちは、大人も子供も大活躍。まさに、駒剣士ここにあり！でしたね。
入賞した皆さんと小学生団体の大将を務めた子から、感想をいただきました。
皆さん、お忙しいところ、ご協力ありがとうございました。ｍ(_ _)m
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　　　　　　　　成年男子の部　　　大津　毅さん（３位入賞）成年男子の部　　　大津　毅さん（３位入賞）成年男子の部　　　大津　毅さん（３位入賞）成年男子の部　　　大津　毅さん（３位入賞）

・試合の結果
　　「成年の部」で最初の試合であり、後に続く駒剣選手の勢いをつけるためにも、皆さんの応援に応え
　るためにも、「気持ちで負けない」ことを心掛けました。ブランクもあり、１７年ぶりの公式試合でも
　あったため、すごく緊張しましたが、欲は出さず「自分の剣道」をして、１回戦をクリアすることが
　今回の大会の目標でした。
　　１回戦目早々に相手に籠手を先取されましたが、それが刺激となり直ぐに取り返すことができまし
　た。一本を取ると、緊張はほぐれ、あとは「自分の剣道」を続けることができました。試合の結果は、
　３位に入賞することができ、自分としては大変満足しています。
・反省点
　　延長戦が続いたため、準決勝では体力が限界に達し、足捌きも技も精彩に欠けてしまったことです。
　これが「焦り」を生み、「平常心」を失いかけ、相手に「隙」を与えてしまったようです。試合は勝負
　に勝つことも大切ですが、本当に大切なのは、「自分に勝つ」ことだと思います。それを達成できる近
　道は「稽古を重ねる」事だと思います。
　　常に「自分に勝つ」ことを心掛けた稽古を行い、「心」と「体」を鍛えていきたいと思います。
・試合会場で感じたこと
　　色々なことに感動を覚えました。まずは、駒剣選手・応援の皆さんの人数の多さです。他の剣友会を
　凌ぐ駒剣の参加人数は、それだけでも相手を圧倒したに違いありません。そして、選手も応援の皆さん
　も一丸となって熱のこもった応援ができていたことです。試合をするのは選手ですが、応援は選手を助
　け、選手は応援を自分の力として発揮する。今回の駒剣の活躍は、選手と応援者が一体となった（駒剣
　の気持ちが一体となった）結果だと思います。「人の気持ちになれること」、「人の気持ち受け止める
　こと」を駒剣のみんなが試合会場で実践している姿、礼儀正しさ、選手全員が気合の入った試合をでき
　たことは、駒剣の一員として誇りを感じました。
・最後に
　　今年７月から駒剣に入会して４ヶ月が経ちました。長かったブランクも徐々に解消できつつあると思
　います。これは、継続して稽古を続けてこれたからであり、厳しかった夏合宿や毎週の稽古を乗越えら
　れたのも、駒剣のみんなと一緒に頑張ってこれたからだと思います。
　　また、小学生から大人までの会員、先生方、ＯＢ・ＯＧ、の皆さんと仲間になれたことが、継続に繋
　がっていると思います。
　　これからも駒剣の一員として、「心を磨き」「剣を学び」続けたいと思います。

　　最後になりましたが、日頃から剣友会の運営にご尽力・ご協力を頂いている、後援会の皆様・ご父兄
　の皆様に感謝を申し上げ、寄稿とさせて頂きます。
　

　　成年女子の部　　　古澤久枝さん（３位入賞）成年女子の部　　　古澤久枝さん（３位入賞）成年女子の部　　　古澤久枝さん（３位入賞）成年女子の部　　　古澤久枝さん（３位入賞）

「鳩ヶ谷の大会に、子が出るなら　母も出ましょう！」との声がけで参加が決まりました。
初戦の相手は、昨年の川口での市民体育祭で小手二本取られ負けた相手であり、リベンジが果たせ
ました。
 
二回戦目　不本意にも場外反則を取ってしまいました。危ない時、本荘先生が「まわれ！」と、声
をかけてくださり又、周りの応援が視界に入り　心強く感じました。
きれいな胴ではなかったと、思いましたが、一本取らせていただきました。
 
三回戦　中牟田さんのアドバイスをいただきましたが、力不足で結果負けてしまいました。
しかし三位入賞いただくことが出来ました。有難うございます。
 
これからも試合の反省をしつつ今後に繋げていきたいです。宜しくお願いします。
 
最後になりましたが、駒剣の皆様　お疲れ様でした。
応援ありがとうございます。御世話になりました。「感謝！！」です。
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中学生女子中学生女子中学生女子中学生女子    近藤麻美さん近藤麻美さん近藤麻美さん近藤麻美さん（優勝）（優勝）（優勝）（優勝）    

Ｑ：優勝おめでとうございます。調子は良かったんですか？  

「始まる前は，痛めていた左足首が気になって，今日はだめかなと思っていたけど，やってみたら 

 そこそこ動くことができました。特に最初の試合は，一本ずつとって勝負になった後， 

 がむしゃらにがんばりました。」 

Ｑ：決勝は先輩とでしたね。やりにくかったですか？ 

「やりにくいということはなかったです。奥山先輩との試合では，延長に入って，面を打たれて 

 よけてしまった後，少しの間攻めることができませんでした。でも，自分から攻めて一本とら 

 なくてはいけないと思って，小手を打ってとることができました。」 

Ｑ： 今後は？ 

「とりあえず試験期間なので，勉強のほうもがんばります。（笑）」 

 

中学生女子中学生女子中学生女子中学生女子    奥山奥山奥山奥山いずみいずみいずみいずみさんさんさんさん（準優勝）（準優勝）（準優勝）（準優勝）    

Ｑ：今日の試合はいかがでしたか？ 

 「今回は決勝で負けてしまって，とてもくやしかったです。」 

Ｑ：今後は？ 

 「これからは，もっと高いところを目指して頑張ります。」 

小学生団体小学生団体小学生団体小学生団体    大将大将大将大将    小６小６小６小６    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（Ｇチーム（Ｇチーム（Ｇチーム（Ｇチーム    ３位入賞）３位入賞）３位入賞）３位入賞）    

Ｑ：初めての女子だけのチームはどうでしたか？松下さんなど選手ではなかった女子も，マネージャ

ーのように,いろいろとお手伝いしてくれていたけど，あれはキャプテンがお願いしたんですか？ 

「松下さんたちは，自分から進んでいろいろやってくれました。始まる前に柔軟体操をしたり，女

子全員でまとまって応援したりしたのは，私が声をかけたのもあるけど，普段から女子はいつもみ

んな一緒で，仲がいいから・・・。今回は，チーム内でお互いに言いたいことが遠慮なくはっきり

言えたから，すごくやりやすかったです。」 

Ｑ：代表戦になったときは？ 

「負けたら終わりだと思ったから，焦りました。応援もすごかったし，プレッシャーも感じたけど，それ以上に

絶対負けちゃいけないって思いました。応援席や後ろからの声援もよく聞こえてました。」 

Ｑ：今後は？ 

「Ｇチームだとよく分からないので，できればちゃんと女子チームとか，ガールチームという名前で， 

 またぜひ出たいです。」 

小学生団体小学生団体小学生団体小学生団体    大将大将大将大将    小６小６小６小６    本荘風人君本荘風人君本荘風人君本荘風人君    （（（（ＢチームＢチームＢチームＢチーム    ３位３位３位３位入賞入賞入賞入賞））））    

Ｑ：Ｂチームの雰囲気は良かったですか？ 

「応援があって，チームが盛り上がったので，良かったと思います。」 

Ｑ：特に印象に残る試合は？ 

「安行の大将の内田くんは強かったから，心に残っています。最低でも引き分ければ，チームとしては 

勝てる試合だったのに，ぼくが負けてしまって，チームが負けたので，くやしかったです。」 

Ｑ：今後は？ 

「引き小手を打たれて負けたので，これから，引き技に対する稽古をしたいと思いました。」 
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成年男子成年男子成年男子成年男子

中牟田英明中牟田英明中牟田英明中牟田英明 （延長） 椎橋一夫（戸塚） 両者早い動き。しかしなかなか決まらず。小手返しの面、

（準優勝） 決まらず、返し胴もあと少し打ち浅く延長へ。

なかなか決まらなかったが、最後は小手で一本。

（延長） 香山博志（鳩ヶ谷） 抜き胴、返し胴、なかなか決まらず、相手はついてくるが浅い。

またまた延長。相面突きも入るが、あと一本。相手が小手をうち

込んだところを小手で一本、見事。

　　　　　 　　　　　コ 斉藤政弘（安行） 見事な面で、まず一本。相手はなかなか決まらす、後半

時間切れ間際、見事な小手で決まり。

　　　　　　　（延長） 池之上康貴（戸塚） 相手は午前の部の優勝者を倒し、ここまで勝ち上がってきた

人物。まず中牟田さんの面、決まらず。しかし伸びた良い面。

惜しい！その後、しばらくして返し面、小手と決まらず。抜き

胴惜しい！最後は、相手の出小手で決まってしまいました。

しかし、決勝戦にふさわしい、見事な試合でした。

近藤英隆近藤英隆近藤英隆近藤英隆 　　　　メ 香山博志（鳩ヶ谷） 近藤さん、面があとすこし打ち切れて伸びれば入っていたのに。

出小手を決められた後の２本目は、居着いたところを面を

取られてしまいました。

冨田勝実冨田勝実冨田勝実冨田勝実 　　　　メ 斉藤政弘（安行） 思わず手が上がったところ、相手はいきなりの小手。

二本目、開始後、すぐ面を決められ、惜しくも負け。

大津　毅大津　毅大津　毅大津　毅 コ　メ 大森明彦（戸塚） 出小手を取られて、出小手で返す。ナイスファイト。

（３位入賞） 落ちついた試合内容でした。

（延長） 鈴木成彦（鳩ヶ谷） ナイス出小手。粘り勝ち。

（延長） 三友義昭（戸塚）　 長時間の戦い、お疲れ様です。最後の胴かっこよかったです。

　　　　メ 池之上康貴（戸塚） 相面での一本目、惜しかったです。３試合の長時間に

引き続きで、疲れが・・・。

渡辺良平渡辺良平渡辺良平渡辺良平 　　　　コ 了津祐二（建武会） 一本目の抜き胴はお見事。２本目の面は、ほどよく抜けた

すばらしい面でした。相手を冷静に見て、対戦していたのは

安心してみていました。

（延長） 池之上康貴（戸塚） 相手は今大会の優勝者。延長まで持って行けたのは、

渡辺先生の実力。お疲れ様でした。

小学生団体小学生団体小学生団体小学生団体    大将大将大将大将    小６小６小６小６    星野正成君星野正成君星野正成君星野正成君（Ｘチーム）（Ｘチーム）（Ｘチーム）（Ｘチーム）    

Ｑ：初めての公式戦での大将で，どうでしたか？ 

「チームをまとめることを一番大切に考えました。試合で勝てるように，一人一人に声をかけたりしました。 

周りの応援も，とてもよく聞こえました。」 

Ｑ：難しかったことは？ 

「チームの人が負けてしまったときに，何て声をかけてあげていいのか分からなくて，難しかったです。」 

Ｑ：今後は？ 

「もちろん，自分が勝てるように，これからも一生懸命練習したいし，全員が勝てるように，教えてあげたり，

教えてもらったりしながら，みんなで協力して，稽古に励んでいきたいです。」 

 

コ

コ

メ

コ

コ

コ

各試合結果とコメント各試合結果とコメント各試合結果とコメント各試合結果とコメント

コ

コ

ド
メ

ド

メ
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成年女子成年女子成年女子成年女子

古澤久枝古澤久枝古澤久枝古澤久枝 　コ　コ （延長） 大河内しのぶ（新郷） 相手の引くところを素早く打ったり、連続打ちが出ていた。

（３位入賞） 取られた小手を、即、取り返し、延長。タイミングのよい

小手で決めた。

村田潤子（安行） 攻めも気合いも相手に優り、きれいな胴だった。

　　コ　メ 矢吹知恵（新郷） 開始まもなくの出鼻面がまっすぐで、打ち切れていて

素晴らしかった。

近藤千恵子近藤千恵子近藤千恵子近藤千恵子（不戦勝） 青木法子（鳩ヶ谷）
安達篤子（戸塚） 攻めたり、引いたりして、うまく間合いを取って、返し技、引き技

なども出したが、惜しかった。

恵守陽子恵守陽子恵守陽子恵守陽子 　コ 　　　　ド　 辻　真理（安行） 初めての試合にかかわらず、落ちついて、よく攻めていた。

出小手を取り返したのは見事。

中学生中学生中学生中学生　　　　男子男子男子男子

古峯良祐古峯良祐古峯良祐古峯良祐 　　　 　（延長）△ド 吉田大輝（安行） 常時攻めていたが、残念。連続技がさえていました。しかし、

面返し胴が決まってしまった。

中桐弘晴中桐弘晴中桐弘晴中桐弘晴 　　　　コ 能城俊樹（鳩ヶ谷） タイミングのよい技が出ていた。打ちを強く、残心をとれば、あと

砂野智幸（建武会） 近間で、一瞬の隙をつかれて、面を受けてしまった。

おしい小手が２本あった。これらを一本に取ってもらえるように

がんばろう。

前田啓佑前田啓佑前田啓佑前田啓佑 　　　メ 櫻井拓巳（新郷） 開始直後の面がすばらしかった。試合の流れも、終始

コントロールしていた。２本目の面もまっすぐ打てていた。

折戸優樹（戸塚） もっと打ちを強く。引き面では振りかぶりすぎないように

練習しましょう。

中学生中学生中学生中学生　　　　女子女子女子女子

奥山いずみ　　　奥山いずみ　　　奥山いずみ　　　奥山いずみ　　　コ 蓮沼美由紀（新郷） 初戦の為、動きは今ひとつだが、技がきれいに決まった。

（準優勝）（準優勝）（準優勝）（準優勝） 　　　　コ（延長）　メ 西田律子（安行） 一本ずつ取った後、延長戦の末、きれいに小手が決まった。

　　　　　（延長）　 近藤麻美（駒場） 互角の試合内容。お互いに中途半端な打ちばかりで、

なかなか決まらず、延長の末、近藤の小手が決まった。

恵守由奈恵守由奈恵守由奈恵守由奈 　　　　メ 立花（戸塚） まっすぐきれいな面が入っていた。

　メ 　　　　メ 西田律子（安行） 気持ちが乗った良い動きだったが、相手の面のほうが

ちょっと早かった。

近藤麻美近藤麻美近藤麻美近藤麻美 　　　　メ 　　　　ド 戸田奈央子（安行） 足がよく動いていて、よい試合内容。

（優勝）（優勝）（優勝）（優勝） 　　　　メ 横山藤菜（戸塚） 体がよく動いており、きれいに技が決まっていた。

中山優紀（安行） 強い相手に苦しんだが、面がうまく決まった。

　　　　　（延長） 奥山いずみ（駒場） 互角の試合内容。お互いに打ち切っておらず

一本にならない。延長の末、小手が決まり、見事優勝。

コ

ド

メ

メ

コ

メ
メ

メ

コ

メ

ド

コ

メ
メ

コ

コ

メ
メ コ

試合の記録や細かいコメント、たすきの付け替えなど、試合の記録や細かいコメント、たすきの付け替えなど、試合の記録や細かいコメント、たすきの付け替えなど、試合の記録や細かいコメント、たすきの付け替えなど、
今回もたくさんの成人会員さんに大変お世話になっております。今回もたくさんの成人会員さんに大変お世話になっております。今回もたくさんの成人会員さんに大変お世話になっております。今回もたくさんの成人会員さんに大変お世話になっております。
みんなのために、お時間をつくって来てくださった成人会員さんにみんなのために、お時間をつくって来てくださった成人会員さんにみんなのために、お時間をつくって来てくださった成人会員さんにみんなのために、お時間をつくって来てくださった成人会員さんに
感謝したいですね。いつもありがとうございます。感謝したいですね。いつもありがとうございます。感謝したいですね。いつもありがとうございます。感謝したいですね。いつもありがとうございます。
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小学生団体小学生団体小学生団体小学生団体
Ｇチーム第１試合Ｇチーム第１試合Ｇチーム第１試合Ｇチーム第１試合

　 先鋒　 次鋒 中堅 副将 大将 代表戦 勝ち数 本数
駒剣Ｇ 神嵜　恵 渡辺かこ 古澤由奈 渡辺あこ 中牟田侑紀 中牟田

メメ コ コ 2 4
コ　コ メ 1 3

戸塚Ａ　 青木 内田 宇田川 大澤 伊藤 伊藤
相手の気合に 大きい男子を 攻めよし、切れ 良い面がきれい 引き胴を面に 小手が決まる。

コメント 押されてしまい 相手によく前に 味よし。見応え に決まり、２本 返される。 すばらしい試合

ましたが、動き 出ていた。よい のある試合。 目の面も鮮やか きれいな小手が だった。

がよかった。 試合だった。 時間が足りない に決まった。 決まり、代表戦 代表戦勝ち！！

のが残念。 に。

Ｇチーム第２試合Ｇチーム第２試合Ｇチーム第２試合Ｇチーム第２試合
　 先鋒　 次鋒 中堅 副将 大将 勝ち数 本数

駒剣Ｇ 神嵜　恵 渡辺かこ 古澤由奈 渡辺あこ 中牟田侑紀
メ コ メメ 3 4

0 0
鳩ヶ谷B　 八谷 小室 中川 鈴木 横井

攻めがよく 立ち上がり面。 いつもの古澤 ２本の面。 決め手はなかった

コメント 動きも良い。 攻めての小手。 さんの動き。 よかった。 が、良い試合

決め手がなかっ とてもよかった。 文句なしの小手 返し技も出ていた。でした。

たのが残念。 決まる。

Ｇチーム第３試合Ｇチーム第３試合Ｇチーム第３試合Ｇチーム第３試合
　 先鋒　 次鋒 中堅 副将 大将 勝ち数 本数

駒剣Ｇ 神嵜　恵 渡辺かこ 古澤由奈 渡辺あこ 中牟田侑紀
0 0

メ メ メメ 3 4
鳩ヶ谷Ａ 吉田 富岡 小室 加藤 吉田（有）

続く試合で疲れ 前に前に出て 動きの相手に すきを見て打つ。 お父さんに負け

コメント が出ているよう。いた。間合いの よく頑張った。 引いてすぐ攻める。ないくらいの

踏み込みを 取り方は 私も見習いたい 頑張りでした。

もう少し強く よかった。 です。 小手面の二段打ち

してほしい。 は素晴らしかった。

Ｂチーム第１試合Ｂチーム第１試合Ｂチーム第１試合Ｂチーム第１試合
　 先鋒　 次鋒 中堅 副将 大将 勝ち数 本数

駒剣Ｂ 田上征哉 松尾雅樹 西　聖仁 石田　涼 本荘風人
ド ドコ メメ 2 5
メ メメ コ 2 4

安行C 中山 田中 清水 中山 角田
前に攻めてくる 相手のタイミング 面返し胴 似たタイプで互い つばぜりあいの中

コメント くっついてくる相 乗せられたか？ 出頭の面 によく動き、攻めた切れのよい面。

手に引き胴。最 力を出し切れず お見事！！ 惜しい胴や小手も自分の間合いで

初の面も合面で 終わって残念。 あったので、負け 攻めての面。

いい勝負だった。 ていない。 大将らしく立派。
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Ｂチーム第２試合Ｂチーム第２試合Ｂチーム第２試合Ｂチーム第２試合
　 先鋒　 次鋒 中堅 副将 大将 勝ち数 本数

駒剣B 田上征哉 松尾雅樹 西　聖仁 石田　涼 本荘風人
コ メ コド 　　 3 4

コ コメ 2 3
新郷Ａ 森木 山田 高瀬 山田 矢吹

二段、三段で攻 体調が悪い中き スキなく攻めて 攻めていたが 攻めて面を打った

コメント めてくる相手に れいな面。途中 自分のペースで 有効打が決まらずところを合わせられ

冷静に自分の間待っていることが 試合。大人も 惜しいです。 て小手。相手に

合いで一本ずつ 多かった。休まず うなるような 誘われて出た

攻めての小手。 攻めた方がよい。 見事な胴。 ところを面。

Ｂチーム第３試合Ｂチーム第３試合Ｂチーム第３試合Ｂチーム第３試合
　 先鋒　 次鋒 中堅 副将 大将 勝ち数 本数

駒剣B 田上征哉 松尾雅樹 西　聖仁 石田　涼 本荘風人
メ メメ 　　 1 3
メメ コ 2 3

安行Ａ 中山 辻 山田 加藤 内田
力の強い攻めてきれいな面 小手から二段攻め下がらない相手で攻めて、惜しい打ち

コメント くる相手によく 取られた２本の面 の面。出鼻の面。つばぜり合いが多くは何本もあり。

しのいで、少しさは合面で惜しい。 動きの速い相手 なかなか前に出ら残念。小手が多か

がり気味だったが負けていない内容 でも、自分の間合レズ、有効打が った。惜しかったが

惜しい打ちは何 ペースで素晴らしいとれなかった。 一本取れずｌ

本もあった。 惜しい。

Ｘチーム第１試合Ｘチーム第１試合Ｘチーム第１試合Ｘチーム第１試合
　 先鋒　 次鋒 中堅 副将 大将 勝ち数 本数

駒剣X 小林滉生 有賀大穂 加藤建太 稲森隆太郎 星野正成
メ メメ 2 3

メ メ 2 2
鳩ヶ谷Ｂ 佐藤大　　　 日比野 清水 山田 北島

さがったところを よく前に出ている 追い込んで面。 きれいに面二本。 居着いたところを

コメント 面を取られた。 もう一本が きれいに決まった。　 取られた。

前に出るように 出なかった。

なったが・・・。

Ｘチーム第２試合Ｘチーム第２試合Ｘチーム第２試合Ｘチーム第２試合
　 先鋒　 次鋒 中堅 副将 大将 勝ち数 本数

駒剣X 小林滉生 有賀大穂 加藤建太 稲森隆太郎 星野正成
0 0

メコ メ ド メメ 4 6
安行Ａ　 中山 辻 山田 加藤 内田

さがったところを よく動いているが よく前に出ていた 技の少なさで面 打ち合いの後の

コメント 面。 きちんと間合い が、出たところを 防がれた。他の技居つきを二本目

出小手。 からの打ちだと 抜かれた。 も出ず。 開始直後面

よくなると思う。 取られた。
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お お お お 知 知 知 知 ら せら せら せら せ　　　　いろいろいろいろいろいろいろいろ♪♪♪♪

駒剣アルバム新着情報駒剣アルバム新着情報駒剣アルバム新着情報駒剣アルバム新着情報

中牟田キャプテンのお父様から以下のようなお知らせをいただきました。

　　鳩ヶ谷の写真アップしました。駒場女子の写真です。（２枚）

　　全体写真はピンボケで使えませんが、せめて雰囲気だけ。

　　表彰式は光が届かず暗いですが、これも雰囲気だけ。

　　いつもの、YAHOOのフォトにあります。

塚越剣友会３０周年記念事業塚越剣友会３０周年記念事業塚越剣友会３０周年記念事業塚越剣友会３０周年記念事業
　　　　竹屋流剣道具師第六世　鈴木謙伸氏　「剣道具の話」　をうかがって　　　　竹屋流剣道具師第六世　鈴木謙伸氏　「剣道具の話」　をうかがって　　　　竹屋流剣道具師第六世　鈴木謙伸氏　「剣道具の話」　をうかがって　　　　竹屋流剣道具師第六世　鈴木謙伸氏　「剣道具の話」　をうかがって

先月、蕨の塚越剣友会創立３０周年記念事業として、鈴木剣道具店の鈴木謙伸氏と
お孫さんの崇敏氏による講演会が蕨東公民館にて開催されました。
当日参加された成人会員の渡邊さんと石井さんに、講演会の感想をいただきました。

　　塚越剣友会創立30周年「記念講演会」を聞いて　　塚越剣友会創立30周年「記念講演会」を聞いて　　塚越剣友会創立30周年「記念講演会」を聞いて　　塚越剣友会創立30周年「記念講演会」を聞いて 　　　　　　　　　　　　渡邊順迎渡邊順迎渡邊順迎渡邊順迎
 
　講演は鈴木謙伸さんの「剣道具の話」でした。
　いつもお世話になっている胴や面など防具のお話なので楽しみにしていましたが、 期待通りの
有益で面白い講演でした。

 　防具作りのお話は、もちろん知らなかったことばかりなのですが、中でも，今はビニールばかりに
なっていても、鈴木さんの作る面 の中には伝統通り藁を入れているというお話、そして昔は牛の脳
みそを使って鹿の皮をなめしていた（脳しょうしあげ）こと、皮 は中国の雲南のものが一番良いとい
うお話などは、特に面白く伺いました。
 
　そして、昔名人と言われた剣道具作りの職人達は、技術だけでなくプライドも高くて、名だたる剣
士達が、先生にお願いするという 気持ちで、胴や面を作って頂いたものだったというお話は、日本
の職人気質の本質に触れたような気がしました。

 　間違ったときは必ずやりなおす、仕事にはプライドを持つなどの鈴木さんの仕事をする上での心
がけは、平凡なことですが、剣道 だけでなく、私達の普段の生活の心がけとして大切なことだと感
じました。
　　楽しく有益な講演でした。
 　さあ、また剣道がんばるぞ！

中牟田さん、ありがとうございました。女の子たちがとってもいいお顔でした♪
なお、当日取っていただいた集合写真については、該当者に後日、役員さんから
焼き増しした写真が配られる予定です。
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今回、この２時間にわたる講演会の模様を、成人会員の冨田さんがビデオ撮影してくださいました。
駒剣の希望者にはレンタル、またはダビングをしてくださるそうです。
（塚越剣友会さんと鈴木氏には、ご了承をいただいております。）

日本国内屈指の剣道具作りの名人のお話と実演の模様が録画された貴重なＤＶＤです．
ご希望の方は、お早めに本荘（母）までお知らせください．（ダビングは実費がかかります．）

　
　　「剣道具の話」を聞いて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石井美保「剣道具の話」を聞いて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石井美保「剣道具の話」を聞いて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石井美保「剣道具の話」を聞いて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石井美保
　
　今回、幸運なことに日本でも有数の剣道具師　鈴木謙伸さんの講演をお聞きする機会に恵ま
れました。お人柄がにじみ出るような自然体の話し方で、楽しく興味深いお話が沢山ありました。

　２時間のお話を通して、お金や名誉に振り回されない信念のある生き方をされてきたことを知り
ました。天職と言えるお仕事に誇りを持っていらっしゃるのを感じました。

　　一番印象的だったのは、ご自身が「一番心に残っていること」として話されたこと。
　全国から電話注文が来るけれど、人の体つきは千差万別なので、会わずに注文を受けることは
ないのに、お一人だけ作ってあげた事があるというエピソードです。
　一肌脱いで何とか作ってあげたいという気持ちになる心の触れ合いが、そのお電話であったと
いうことは、人の出会いの不思議さを感じます。そして顔も見ずに出来上がった防具が合わせて
みたらピッタリだったということは、技の確かさを物語っているわけで、素晴らしい腕前なのだと感
じ入りました。

　その他にも防具の材料についてなど、「目からうろこ」の面白いお話が色々ありました。
　私が他にも凄いなあと感じたのは、実演されている時のお姿です。面の枠にわらの束を麻で巻
きつけていくのですが、もう周りの私達は目に入らなくなったかのように一心に、力強く巻きつけ
ていかれ、そこには「この道一筋」という雰囲気が漂っていました。

　剣道に限らず、スポーツ選手が道具を大事にしている話を聞くと、その人を見直してしまいます
が、今回の講演を聞いて、ますます防具を大切にする人でありたいと思いました。

渡邊さん、石井さん、ありがとうございました．

塚越剣友会の皆さん、鈴木謙伸さん、崇敏さん大変興味深い
ステキなお話をありがとうございました。

ＤＶＤ化！　竹屋流剣道具師　鈴木謙伸氏　「剣道具の話」ＤＶＤ化！　竹屋流剣道具師　鈴木謙伸氏　「剣道具の話」ＤＶＤ化！　竹屋流剣道具師　鈴木謙伸氏　「剣道具の話」ＤＶＤ化！　竹屋流剣道具師　鈴木謙伸氏　「剣道具の話」
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平成 18 年 12 月 

木曜日 時 間 団体名 申込者 土曜日 時 間 団体名 申込者 

  2222 日日日日    
15 時 

～17 時 
正心剣心会 菅原先生 

13時～15時 駒場剣友会 本荘先生 
7777 日日日日    

17 時 

～19 時 
駒場剣友会 尾島先生 9999 日日日日    

15時～17時 正心剣心会 菅原先生 

13時～15時 駒場剣友会 本荘先生 
14141414 日日日日    

17 時 

～19 時 
駒場剣友会 尾島先生 16161616 日日日日    

15時～17時 正心剣心会 Ｘマス会 

21212121 日日日日    
17 時 

～19 時 
駒場剣友会 尾島先生 23232323 日日日日    （ 祝日 ） 

28282828 日日日日    
17 時 

～19 時 
駒場剣友会 尾島先生 30303030 日日日日    【体育館 休館 12/29～1/3】 

 

１２月１６日は，みんなのお楽しみ♪　クリスマス会です。
ゲームやプレゼント交換，チーム対抗戦で，盛り上がりましょう！！

１２月１６日　（土）　１３：００～１５：００　クリスマス会　（剣道場）１２月１６日　（土）　１３：００～１５：００　クリスマス会　（剣道場）１２月１６日　（土）　１３：００～１５：００　クリスマス会　（剣道場）１２月１６日　（土）　１３：００～１５：００　クリスマス会　（剣道場）
　　　　　　　　　　　　１５：００～１７：００　四色団体戦　　（剣道場）　　　　　　　　　　　　１５：００～１７：００　四色団体戦　　（剣道場）　　　　　　　　　　　　１５：００～１７：００　四色団体戦　　（剣道場）　　　　　　　　　　　　１５：００～１７：００　四色団体戦　　（剣道場）
　　　　　　持ち物持ち物持ち物持ち物･･･荷物を入れる手提げ袋手提げ袋手提げ袋手提げ袋（名前が書いてあるもの）
　　　　　　　　　　　　交換用のプレゼント交換用のプレゼント交換用のプレゼント交換用のプレゼント　　　小学生・・・・・・・・・・・・・８００円以内
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成人会員（希望者）・・・８００円以内
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会員の兄弟・・・・・・・・・３００円以内
　　　　　　注意！･･･寒いです。温かい上着を忘れずに！注意！･･･寒いです。温かい上着を忘れずに！注意！･･･寒いです。温かい上着を忘れずに！注意！･･･寒いです。温かい上着を忘れずに！

またまた冨田さんがこの度、駒剣アルバムがあるYahooを利用して，駒剣のスケジュール表を登
録してくださいました。
　　　　★閲覧専用のURL★★閲覧専用のURL★★閲覧専用のURL★★閲覧専用のURL★
　　　　http://calendar.yahoo.co.jp/komaba_ken　　　　http://calendar.yahoo.co.jp/komaba_ken　　　　http://calendar.yahoo.co.jp/komaba_ken　　　　http://calendar.yahoo.co.jp/komaba_ken
　　　　　　　　　　ちょっとスケジュールを確認したいときなどにご利用ください。

　　　　★携帯での確認方法★★携帯での確認方法★★携帯での確認方法★★携帯での確認方法★
　　　　http://calendar.mobile.yahoo.co.jp/http://calendar.mobile.yahoo.co.jp/http://calendar.mobile.yahoo.co.jp/http://calendar.mobile.yahoo.co.jp/

　　　　
　　　　冨田さん，いつもありがとうございます。　　　　冨田さん，いつもありがとうございます。　　　　冨田さん，いつもありがとうございます。　　　　冨田さん，いつもありがとうございます。

Yahoo駒剣スケジュール表についてYahoo駒剣スケジュール表についてYahoo駒剣スケジュール表についてYahoo駒剣スケジュール表について

今後の予定について今後の予定について今後の予定について今後の予定について

こまけんクリスマスこまけんクリスマスこまけんクリスマスこまけんクリスマス会会会会

指導者指導者

本荘先生

Ｘマス会Ｘマス会Ｘマス会Ｘマス会
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平成 19 年 1 月 

木曜日 時 間 団体名 指導者 土曜日 時 間 団体名 指導者 

13 時～15 時 正心剣友会 本荘先生 
 4444 日日日日    

17 時 

~19 時 
駒場剣友会 尾島先生 6666 日日日日    

15 時～17 時 駒場剣友会 本荘先生 

13 時～15 時 正心剣友会 本荘先生 
11111111 日日日日    

17 時 

~19 時 
駒場剣友会 

大本先生 

石井先生 
13131313 日日日日    

15 時～17 時 駒場剣友会 本荘先生 

13 時～15 時   
18181818 日日日日    

17 時 

~19 時 
駒場剣友会 尾島先生 20202020 日日日日    

15 時～17 時 駒場剣友会  

13 時～15 時   
25252525 日日日日    

17 時 

~19 時 
駒場剣友会 尾島先生 27272727 日日日日    

15 時～17 時 駒場剣友会  

 

平成 19 年 2 月 

木曜日 時 間 団体名 指導者 土曜日 時 間 団体名 指導者 

13 時～15 時 正剣錬成会  
1111 日日日日    

17 時 

～19 時 
駒場剣友会 

石井先生 

大本先生 
3333 日日日日    

15 時～17 時 駒場剣友会 木村先生 

13 時～15 時 正心剣友会  
8888 日日日日    

17 時 

～19 時 
駒場剣友会 尾島先生 10101010 日日日日    

15 時～17 時 駒場剣友会 木村先生 

13 時～15 時   
15151515 日日日日    

17 時 

～19 時 
駒場剣友会 尾島先生 17171717 日日日日    

15 時～17 時 駒場剣友会 木村先生 

13 時～15 時 正剣錬成会  
22222222 日日日日    

17 時 

～19 時 
駒場剣友会 尾島先生 24242424 日日日日    

15 時～17 時 駒場剣友会 木村先生 

 

埼玉大学寒稽古　日程変更のお知らせ埼玉大学寒稽古　日程変更のお知らせ埼玉大学寒稽古　日程変更のお知らせ埼玉大学寒稽古　日程変更のお知らせ

前半・・・１２月２６日（火）～３１日（日）まで　　時間　午前５時半から７時半まで前半・・・１２月２６日（火）～３１日（日）まで　　時間　午前５時半から７時半まで前半・・・１２月２６日（火）～３１日（日）まで　　時間　午前５時半から７時半まで前半・・・１２月２６日（火）～３１日（日）まで　　時間　午前５時半から７時半まで
後半・・・１月５日（金）～１９日（金）まで　　　　　　　　　　　　　〃後半・・・１月５日（金）～１９日（金）まで　　　　　　　　　　　　　〃後半・・・１月５日（金）～１９日（金）まで　　　　　　　　　　　　　〃後半・・・１月５日（金）～１９日（金）まで　　　　　　　　　　　　　〃

後半の開始が１日ずれました。鳳翔剣大会は１月１４日（日）９：３０～鳳翔剣大会は１月１４日（日）９：３０～鳳翔剣大会は１月１４日（日）９：３０～鳳翔剣大会は１月１４日（日）９：３０～です。

最後はお待ちかね、星やん武芸帳です。最後はお待ちかね、星やん武芸帳です。最後はお待ちかね、星やん武芸帳です。最後はお待ちかね、星やん武芸帳です。
「君は亀さんになっていないか？」・・・・って、どういうことかな？？？「君は亀さんになっていないか？」・・・・って、どういうことかな？？？「君は亀さんになっていないか？」・・・・って、どういうことかな？？？「君は亀さんになっていないか？」・・・・って、どういうことかな？？？

　　　　　ちなみに、うちの亀は6歳で体長約２５センチ！買ったときは子供の手のひらサイズのミドリ亀でした(^_^;)

　　　　　どうやら、私より長生きするそうです・・・恐るべし、ミドリ亀！
　　　　　　もう一つちなみに、お祭りですくった金魚も、すくすくと育って、フナのようなサイズになっています・・・。
　　　　　　　はっきり言わせてもらうと、もうあまりかわいくありません・・・(T_T)
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