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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

進級進級進級進級おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう！！！！駒剣駒剣駒剣駒剣のみなさんのみなさんのみなさんのみなさん！！！！

問題です。このページの中に、たまごはいくつあるでしょう？

happy Easter!
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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

　新しい年度になりました。それぞれ１つずつ学年が上がり、気持ちを新たに稽古に取り組んでほしいと
思います。
　
　5日木曜日に、今年度第１回の稽古のため道場に顔を出しました。西キャプテンの号令が大変清々し
く聞こえ，頼もしく感じました。他のメンバーも大きな声が出ていて、気持ちが入っていました。
　また、中牟田さん、星野くん、本荘くん、渡辺あこさん、松下さん、そして近藤さんと卒業した先輩が大
勢参加してくれていたのが、うれしかったです。中学校に入学すると忙しくなりますが、時間を見つけて
駒剣に来て下さい。

　さて、３月２１日に「さくら草旗争奪剣道大会」が行われました。たくさんのチームが参加していたので、
色々な剣風の選手を見ることができました。松下さんが感想に「駒剣は基本がきれい、剣道がきれい」と
書いてくれていますが、きれいな剣道とはどういう剣道をいうのでしょうか？きれいな剣道があるのなら、
その反対のきたない（きれいでない）剣道というのがあるのでしょうか。“きれい”というのは感覚ですから、
人によって少し違うかもしれません。でも、今満開の桜の花を見てほとんどの人は“きれい”と思うはずで
す。皆さんにとっての桜の花はどんな剣道ですか？誰を思い浮かべましたか？
　きれいな剣道をしていても、試合で必ず勝つとは限りません。ちょこまかして当てるのがうまい人や、竹
刀を中心から外してよけるのがうまい人などに、ポンポンと簡単に二本とられちゃうことがあります。
　きれいな剣道をしていて試合にも強いというのが理想ですが、もしどちらか一方を与えられるとしたら、
皆さんはどちらを選びますか？きれいな剣道ですか？きれいでなくても試合に勝つ剣道ですか？

　試合に勝てるとうれしいし自信がつくのでやる気が出ます。でも、それが基本から外れている剣道では、
絶対に伸びていきません。どこかで行き詰まってきっとやめたくなります。私は、皆さんに長く剣道とつき
あってもらいたいので、松下さんが認めてくれた「きれいな剣道をする駒剣」を、大事にしてほしいと思い
ます。見せかけだけの“きれいさ”ではなく、内面からの“きれいさ”、言い換えると「基本に正しい剣道」
になるのでしょうか。まさに道場訓「剣は心なり」、駒剣の求める剣道は間違っていないと信じています。

　５月１３日に「さいたま市剣道大会」が行われます。小学生は団体戦と個人戦があります。なるべく多く
の選手を出したいと考えています。試合の結果に一喜一憂せず、「打って反省、打たれて感謝」の気持
ちで堂々とした試合をしてください。負けるのが嫌だからといって、試合をしたがらないのはいけません。
経験のない人を無理に出したりはしませんので、選ばれたら自信を持って試合をする、そしてその経験
を生かすことが次につながるのです。

　大人の試合もあるようです。昨年大活躍でしたから、今年も期待しています。子どもたちが応援してい
ます。「品」や「格」のある試合ぶりを見せてください。

　今年度も厳しく、激しく、そして楽しく稽古に励みましょう！
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３月のお当番さんノートの感想より３月のお当番さんノートの感想より３月のお当番さんノートの感想より３月のお当番さんノートの感想より

・3/1（木）指導：石井先生・奥山先生
　　　　　　前半・基本稽古→昇段審査に向けて、形をきれいに基本をきっちりと。後半・６チームにわかれての試合。
　　　　　　６年生との稽古も残りあとわずかです。みんな気合いが入って、大きな声が出ていました。

・3/3（土）指導：木村先生・菅原先生・本荘先生
　　　　　　暖かいおひな様の日です。本太中の桜はもう咲いていてビックリ！さくら草旗の結団式のために、小川
　　　　　　先輩、前田先輩、中桐先輩、近藤先輩が来て下さいました。成人会員さんも入っての団体戦もよかった
　　　　　　ですが、A対Bチームの試合が、みんなの見守る中、とても盛り上がりました。大会に向けて、選手以外の
　　　　　　人たちも一団となってがんばろう！という気持ちが見えました。みんな、がんばれ～！！

・3/10（土）指導：木村先生・菅原先生・本荘先生・尾島先生
　　　　　　　級審査会。みんな、真剣に審査に臨んでいました。進級おめでとうございます！

・3/17（土）指導：木村先生
　　　　　　　さくら草旗が近いので、気合いを入れて練習しましょう！
　　　　　　　前に出る・絶対に負けないという気持ちが大切です。大きな声で頑張りましょう！
　　　　　　　試合が近いので、中学生も来て一緒に気合いの入った稽古が出来ました。２１日頑張ってください。

・3/22（木）指導：尾島先生
　　　　　　　杉山先生がいらしてくださいました。さくら草旗大会、頑張りましたね。負けたときは「よし、相手より
　　　　　　　もっと稽古してやろう！」と。進んで、できれば準決勝、決勝まで応援に行こう。剣道に限らず、
　　　　　　　「良いものをたくさん見る」のがとても大事です。見取りの大切さ。

・3/24（土）指導：木村先生
　　　　　　　今日で６年生９名が巣立っていきます。元気でやさしく、身をもって剣道の楽しさ、厳しさを教えて
　　　　　　　くださった剣士たち。どうもありがとう！
　　　　　　　木村敦くんも、愛知県へ引越しされるため、今日で最後でした。

・3/29（木）指導：尾島先生
　　　　　　　新キャプテン・副キャプテンが「新」とは思えないほどしっかりとしていて、驚きました。これからが
　　　　　　　楽しみです。見取りの本荘くんが気がついたことをアドバイスしてくれてました。ありがとう。
　　　　　　　木村敦くん、今日で木曜稽古最後でした。愛知に行っても元気でね。最後は尾島先生との
　　　　　　　稽古でしめました。

・3/31（土）指導：星野先生・山田先生
　　　　　　　今日は、学年最後なので、基本を中心に稽古しました。
　　　　　　　素振り･･･左手はしっかり、右手の力は抜いておく。
　　　　　　　基本をいつも頭に入れて。自分で「おかしいな」と思ったら、基本を思い出してやりましょう。（見ている
　　　　　　　私にもとてもよくわかりました。）

本荘先生、お当番さん、ありがとうございました。M(_ _)m
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【１回戦】【１回戦】【１回戦】【１回戦】
先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将 勝数（本数）

駒場剣友会　B駒場剣友会　B駒場剣友会　B駒場剣友会　B 松尾 石田（涼） 加藤 渡辺（あ） 稲森 近藤 前田 １　（３）１　（３）１　（３）１　（３）
メ　メ メ

（引分け） （引分け）
メ　メ メ メ　コ コ　メ ド　メ

大利根剣道クラブ大利根剣道クラブ大利根剣道クラブ大利根剣道クラブ 桝澤 中村 大宮 坪井 森田 山下 山邉 ４　（９）４　（９）４　（９）４　（９）

【１回戦】【１回戦】【１回戦】【１回戦】
先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将 勝数（本数）

駒場剣友会　Ａ駒場剣友会　Ａ駒場剣友会　Ａ駒場剣友会　Ａ 田上 古澤 西 本荘 中牟田 小川 中桐 ４　（７）４　（７）４　（７）４　（７）
メ　メ メ　メ コ　 メ　ド

（引分け） （引分け）
コ　コ コ

相武台少年剣友会相武台少年剣友会相武台少年剣友会相武台少年剣友会 間（聖） 丹羽 佐野 岸上 茅原田 八重樫 間（浩） １　（３）１　（３）１　（３）１　（３）

 

 

さくらさくらさくらさくら草旗争奪剣道大会草旗争奪剣道大会草旗争奪剣道大会草旗争奪剣道大会のののの結果報告結果報告結果報告結果報告

日　時　：　平成１９年３月２１日（祝・水）
場　所　：　さいたま市記念総合体育館
出場選手　：　Aチーム　　田上くん、古澤さん、西くん、本荘くん、中牟田さん、小川先輩、中桐先輩
　　　　　　　　  Bチーム　松尾くん、石田（涼）くん、加藤くん、渡辺（あ）さん、稲森くん、近藤先輩、前田先輩

◎コメント◎コメント◎コメント◎コメント

先鋒　松尾・・・・・・・・本大会の第一試合の最初の試合。緊張のせいか、いつもより動きが固かったか。
　　　　　　　　　　　　　 一本目は小手を打ちに行くが、相手の面が先に決まった。二本目は引き面を決められた。

次鋒　石田（涼）・・・・小手や抜き胴や引き技などたくさんの技を出し、積極的な試合展開。しかし、もう一歩の所で
　　　　　　　　　　　　　 有効打を決めることができず引分けに終わる。

五将　加藤・・・・・・・・出だしに相手の出ばな面をもらったが、あわてることなく二本目に小手抜き面を決めた。
　　　　　　　　　　　　　 最後は見事な相面で勝負を制した。非常に動きがよかった。

中堅　渡辺（あ）・・・・一本目に相手の小手を攻めるが、抜き面を取られてしまった。これを取り返そうと攻めた所を
　　　　　　　　　　　　　 今度は出ばな小手を決められてしまった。少し元気がなかった。

三将　稲森・・・・・・・・星野副キャプテンの代役で急遽出場の稲森くん。一本目は相手の素早い動きからの小手を
　　　　　　　　　　　　　 取られてしまう。二本目は得意の相面に行くが、相手の面に軍配が上がった。

副将　近藤・・・・・・・・相手が出ばな小手や返し技を持っていたためか、慎重になりすぎて、いつもの調子が出な
　　　　　　　　　　　　　 かった。お互い十分な攻めができないまま、時間切れ引分けになった。

大将　前田・・・・・・・・相手は背も高い本格派。しかし、相手の鋭い小手を上手く抜いた面で一本先取。その後、
　　　　　　　　　　　　　 懸命に相手の攻撃をしのぐが、抜き胴で一本返され、勝負は面を決められ
　　　　　　　　　　　　　 逆転負け。惜しい試合だった。
　
　

◎コメント◎コメント◎コメント◎コメント

先鋒　田上・・・・・・・・相手は小手を得意とする選手。積極的に前に攻めるが、出ばなの小手を先取された。何とか
　　　　　　　　　　　　　 取り返そうとするが、再び出ばな小手を取られてしまった。
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【２回戦】【２回戦】【２回戦】【２回戦】
先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将 勝数（本数）

駒場剣友会　Ａ駒場剣友会　Ａ駒場剣友会　Ａ駒場剣友会　Ａ 田上 古澤 西 本荘 中牟田 小川 中桐 １　（２）１　（２）１　（２）１　（２）
コ　コ

（引分け） （一本勝）
コ　コ ド　メ コ　メ メ メ　メ

修心館修心館修心館修心館 石井 三村 丸山 宮関 小田 島田 阿部 ５　（９）５　（９）５　（９）５　（９）

次鋒　古澤・・・・・・・・この相手も小手を中心に攻める選手。しかし相手をよく見てじっくりと攻め、一本目を出ばな面
　　　　　　　　　　　　　 で決めた。二本目も同じように出ばな面。いい試合運びだった。

五将　西　・・・・・・・・ 試合開始早々に出ばな小手を取られ、ヒヤリとしたが、その後すぐに面を取り返し、勝負でも
　　　　　　　　　　　　　 落ちついて面を決めた。小手がうまい相手でやりにくそうであった。

中堅　本荘・・・・・・・・お互いに攻めあぐね、最後まで有効打突がないまま終わった。もっと思い切りのある試合が
　　　　　　　　　　　　　 見たかったが、チームとしては貴重な引分けで、十分な役割を果たした。

三将　中牟田・・・・・・じっくりと終始優位に試合を展開した。試合中盤に出ばな小手を決め、その後は落ちついて
　　　　　　　　　　　　　 この一本を守りきった。

副将　小川・・・・・・・・引分けでも勝ちとなる試合に、最初は慎重になりすぎて十分な攻撃ができなかった。しかし
　　　　　　　　　　　　　 中盤に小手面の二段技を決め、その後は良く動いて、最後は抜き胴で勝ちを収めた。

大将　中桐・・・・・・・・相手の動きをよく見ながら、慎重な試合運びとなった。
　　　　　　　　　　　　　 結局最後まで決定打がなく、引分けとなった。チームの勝利は
　　　　　　　　　　　　　 決まっていたので、もう少し伸びやかな試合でもよかったのでは・・・。

◎コメント◎コメント◎コメント◎コメント

先鋒　田上・・・・・・・・前半戦は一進一退の攻防。間合いをつめて前にでた瞬間に出ばな小手を決められた。二本目
　　　　　　　　　　　　　 も同じように小手を決められた。次はもう少し声を出して、相手を圧倒してほしい。

次鋒　古澤・・・・・・・・相手はこちらの打つのを待っていたため、攻めにくい感じだった。積極的に打ちに出たところ、
　　　　　　　　　　　　　 抜き胴を決められ、二本目は引き面を取られてしまった。

五将　西・・・・・・・・・・相小手面や小手技などを出し、優勢に試合を進めていた。惜しい打突もあったが、最後まで
　　　　　　　　　　　　　 一本が取れなかった。優勢だっただけに、惜しい引分けであった。

中堅　本荘・・・・・・・・両者ともに小手の打ち合い。一本目は相手をうまく呼び込んでの出ばな小手を先取。二本目
　　　　　　　　　　　　　 は、相手が下がるところを攻めての小手。両方ともきれいに決まった。

三将　中牟田・・・・・・試合開始早々に相手の鋭い小手が決まった。二本目は相手の面に対し出ばな小手を出したが、
　　　　　　　　　　　　　 相手の面も乗った。合議となる微妙な判定であったが、相手に軍配が上がった。

副将　小川・・・・・・・・守りの固い相手になかなか打ち込めず、こう着した試合運びであった。終盤にさしかかり、足が
　　　　　　　　　　　　　 止まったところを面を決められた。

大将　中桐・・・・・・・・強い相手に善戦したが、一本目は相手の面を一度は防いだが、その振り返りざまに面を決め
　　　　　　　　　　　　　 られてしまう。二本目は引き小手を打つが、その引いたところに面を決められた。

※修心館はコート優勝の強豪だったが、決して力負けしていない立派な試合ぶりであった。※修心館はコート優勝の強豪だったが、決して力負けしていない立派な試合ぶりであった。※修心館はコート優勝の強豪だったが、決して力負けしていない立派な試合ぶりであった。※修心館はコート優勝の強豪だったが、決して力負けしていない立派な試合ぶりであった。

以上、成人会員中牟田さんの記録とコメントでした。中牟田さん、ありがとうございました。M（_ _)m
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みんなが書いてくれた試合の感想みんなが書いてくれた試合の感想みんなが書いてくれた試合の感想みんなが書いてくれた試合の感想

今回も、たくさんの人が試合の感想を書いてくれました。
試合をしたり、応援したりするだけでなく、みんなしっかり考えて反省したり、いろいろ考えたり
しているので、本当にエライと思います。だから、どんどん上手になれるんだね♪

中桐弘晴先輩中桐弘晴先輩中桐弘晴先輩中桐弘晴先輩
「今日はせっかくお呼びしていただいたのに、良い結果を残せずすいませんでした。去年は今日のように強い人が
少なかったので、大丈夫だろうと思っていたのが間違いでした。今日、試合をした相手の大将は、自分とは比べもの
にならないほど上手でした。このまま最後の大会を迎えるわけにはいかないので、今日の試合のことを生かし、中学
の練習を頑張りたいと思います。」

小川輝先輩小川輝先輩小川輝先輩小川輝先輩
「今日は、全然勝てず、見直すところがたくさんありました。プレイスタイルも見直さなければなりません。
これから、じっくりと直していかないといけないと思います。」

前田啓佑先輩前田啓佑先輩前田啓佑先輩前田啓佑先輩
「今日は、全然勝てず、反省点が非常に多かった。足さばきなども左足が前に出ず、打つのに出遅れた。しかし
先生には「よい面を打っている」と言われたので、これからも続けたい。強い人とできてよい体験をしたと思う。」

近藤麻美先輩近藤麻美先輩近藤麻美先輩近藤麻美先輩
「今日のさくら草旗争奪剣道大会では、去年よりも声が出てて、堂々と試合をすることができました。
チームのみんなで励まし合い、楽しくできました。結果がどうであろうと、自分の中のベストを尽くすことが大切なん
だと改めて思いました。この大会に出場させてもらって、いろいろなことを学べました。ありがとうございました。」

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
「今日、試合をして思ったことは『小手』が決めきれないことです。
なので、これからは残心を練習のときから気をつけてやっていきたいです。」

本荘風人くん本荘風人くん本荘風人くん本荘風人くん
「試合をして２回戦目で修心館に負けてくやしかった。この経験を生かし、中学でも頑張っていきたいです。」

西聖仁くん西聖仁くん西聖仁くん西聖仁くん
「今日の大会では、まったくきんちょうせず、思いっきり試合ができました。来年は６年生としてどんな相手にも勝て
るようにしたいです。」

古澤由奈さん古澤由奈さん古澤由奈さん古澤由奈さん
「１回戦目は身長が低い人だったのでよかったけど、少し強かったです。２回戦目も身長が低い人だったけど、声は
大きくてスピードは速くて、天馬と同じくらいのスピードでした。結果では負けてしまいました。でも、駒剣は基本が
きれいなので、いいなと思いました。」

田上征哉くん田上征哉くん田上征哉くん田上征哉くん
「今日は、相手の動きが速くて、思うように剣道ができなかったが、
自分にとっていいけいけんになったと思う。」
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中牟田莉奈さん中牟田莉奈さん中牟田莉奈さん中牟田莉奈さん
「ＡチームとＢチームをずっとおうえんしてました。Ｂチームはすぐにまけたけど、あきらめずにしあいをやって
いました。Ａチームは２回目にまけてしまいました。まけるまでいっしょうけんめいやっていたので、すごいと思いました。
わたしはこれをみてべんきょうしました。ありがとうございました。」

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
「今日の駒剣の試合を見て、みんなとってもいい試合をしていました。
わたしも５、６年になったら、今日の人たちみたく試合をしたいです。勉強になりました。」

千葉知佳さん千葉知佳さん千葉知佳さん千葉知佳さん
「今日一日ずっとおうえんしていたけど、見ていてすぐまけてしまったところもあったけど、強いところもありました。
今日、この試合のおかげで勉強になったのでよかったです。」

小林滉生くん小林滉生くん小林滉生くん小林滉生くん
「みんないっしょうけんめいがんばっていて、すごくよかったです。こんどはさくら草旗争奪剣道大会に出たいです。」

松下茉由さん松下茉由さん松下茉由さん松下茉由さん
「見ていて思ったことは、駒剣の人たちは基本がすごくきれいだなということです。一回戦目はＢはとても強いところに
あたってしまい、おしくも負けてしまいました。Ａはじゅんちょうに勝ち、２回戦目へ。２回戦目のＡは、みんな
がんばっていたけれど、負けてしまいました。でも、駒剣は剣道がすごくきれいなので、とてもいいと思います。」

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
「団体戦は初めてだったので、個人戦とはまた違った緊張感でした。試合は、ボロ負けだったので、悔しかった
けれど、団体戦のことやこれからの稽古に向けてのことなど学べて良かったと思います。これからも頑張っていき
たいです。中学生ではどんどん試合に勝っていきたいです。」

渡辺あこさん渡辺あこさん渡辺あこさん渡辺あこさん
「試合をして思ったことは、相手の人が強くて気持ちで少しおされてしまったかな～と、こうかいしています。練習試合
のときに、大きい人とやって、間合いや面の位置とかが違ってやりにくくて、どんな人にもしっかりと面が打てるように、
練習したいです。本荘先生にアドバイスしてもらった間合いの練習もしたいです。」

加藤建太くん加藤建太くん加藤建太くん加藤建太くん
「今日、試合をして、１回戦で負けてしまったけど、僕は全勝できたのでうれしかったです。去年は全敗だったので
きんちょうしたけど、自分の出せる限りの力を出せたのでよかったです。これからもがんばりたいです。」

石田涼くん石田涼くん石田涼くん石田涼くん
「動きと連続技がうまく出来ませんでした。気合いもたりないので、すばやく動きすばやく打つ
けいこをしたいです。練習試合では、おちついて打ったり技を出したりしました。」

松尾雅樹くん松尾雅樹くん松尾雅樹くん松尾雅樹くん
「本番では、練習の力が出せなかった。１回戦目に２本とられてくやしかった。サブアリーナでやった試合は、自分の
力が出せたのでよかった。」

みんな、たくさん書いてくれてありがとうございました。先生方、成人会員の皆さん、役員さんや保護者の皆さん、
大変お世話になりまして、ありがとうございました。M(_ _)m
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本荘　日向（ほんじょう　ひゅうが）くん本荘　日向（ほんじょう　ひゅうが）くん本荘　日向（ほんじょう　ひゅうが）くん本荘　日向（ほんじょう　ひゅうが）くん

新新新新キャプテンキャプテンキャプテンキャプテン決決決決まるまるまるまる！！！！

先月、６年生を送る会の前に、平成１９年度の新しい正副キャプテンを決める投票がありました。
その結果、キャプテンには西聖仁くん、副キャプテンには石田涼くんと古澤由奈さんが決まりました。
みんな、新しいキャプテン、副キャプテンに協力して、よりよい駒剣を作っていきましょうね♪

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

☆☆☆☆キャプテンキャプテンキャプテンキャプテン　　　　西聖仁西聖仁西聖仁西聖仁くんくんくんくん
　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　「これから１年間、めいわくをかけることもあると思いますが、全力を尽くしますので「これから１年間、めいわくをかけることもあると思いますが、全力を尽くしますので「これから１年間、めいわくをかけることもあると思いますが、全力を尽くしますので「これから１年間、めいわくをかけることもあると思いますが、全力を尽くしますので
　　　　　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。」

☆☆☆☆副副副副キャプテンキャプテンキャプテンキャプテン　　　　石田涼石田涼石田涼石田涼くんくんくんくん
　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　「一年間、副キャプテンとして古澤さんといっしょに、西キャプテンをサポートし、下級生の「一年間、副キャプテンとして古澤さんといっしょに、西キャプテンをサポートし、下級生の「一年間、副キャプテンとして古澤さんといっしょに、西キャプテンをサポートし、下級生の「一年間、副キャプテンとして古澤さんといっしょに、西キャプテンをサポートし、下級生の
　　　　めんどうを見ていきたいと思います。僕自身も、基本どおりの剣道をし、大会などで優勝　　　　めんどうを見ていきたいと思います。僕自身も、基本どおりの剣道をし、大会などで優勝　　　　めんどうを見ていきたいと思います。僕自身も、基本どおりの剣道をし、大会などで優勝　　　　めんどうを見ていきたいと思います。僕自身も、基本どおりの剣道をし、大会などで優勝
　　　　したいです。」　　　　したいです。」　　　　したいです。」　　　　したいです。」

☆☆☆☆副副副副キャプテンキャプテンキャプテンキャプテン　　　　古澤由奈古澤由奈古澤由奈古澤由奈さんさんさんさん
　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　「キャプテン、副キャプテンと協力して、下級生の面倒をみたり、良いお手本となるように「キャプテン、副キャプテンと協力して、下級生の面倒をみたり、良いお手本となるように「キャプテン、副キャプテンと協力して、下級生の面倒をみたり、良いお手本となるように「キャプテン、副キャプテンと協力して、下級生の面倒をみたり、良いお手本となるように
　　　　頑張りたいと思います。」　　　　頑張りたいと思います。」　　　　頑張りたいと思います。」　　　　頑張りたいと思います。」

　　　　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

森　渉（もり　わたる）くん森　渉（もり　わたる）くん森　渉（もり　わたる）くん森　渉（もり　わたる）くん
　

よろしくお願いしま～す！

※　木村敦くん木村敦くん木村敦くん木村敦くんは、お父さんの転勤のため愛知県にお引っ越しされました。木村くん、今までありがとう！
　　　元気でね！ぜひ、剣道を続けてくださいね。またどこかで会う日を楽しみに・・・。
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　５日（木）　稽古通常どおり　5:00～7:00
　７日（土）　3:00～5:00　７日（土）　3:00～5:00　７日（土）　3:00～5:00　７日（土）　3:00～5:00　修道館修道館修道館修道館
１２日（木）　稽古通常どおり　5:00～7:00
１４日（土）　稽古通常どおり　3:00～5:00　（剣道教室申込受付）
１９日（木）　稽古通常どおり　5:00～7:00
２１日（土）２１日（土）２１日（土）２１日（土）　一級審査会　一級審査会　一級審査会　一級審査会　（さいたま記念総合体育館）　（さいたま記念総合体育館）　（さいたま記念総合体育館）　（さいたま記念総合体育館）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　駒場剣友会定期総会　駒場剣友会定期総会　駒場剣友会定期総会　駒場剣友会定期総会　午後３：００～５：００（体育館２Ｆ会議室）午後３：００～５：００（体育館２Ｆ会議室）午後３：００～５：００（体育館２Ｆ会議室）午後３：００～５：００（体育館２Ｆ会議室）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年に１回の大切な会です。皆様、万障お繰り合わせの上、ご出席くださいますよう、
　　　　　　　　よろしくお願い致します。
　　　　　　　 稽古通常どおり　3:00～5:00
２６日（木）　稽古通常どおり　5:00～7:00
２８日（土）　稽古通常どおり　3:00～5:00

　３日（木・祝）　稽古休み３日（木・祝）　稽古休み３日（木・祝）　稽古休み３日（木・祝）　稽古休み
　５日（土・祝）　稽古休み　５日（土・祝）　稽古休み　５日（土・祝）　稽古休み　５日（土・祝）　稽古休み
１０日（木）　　　稽古通常どおり　5:00～7:00
１２日（土）　　　3:00～5:00　　１２日（土）　　　3:00～5:00　　１２日（土）　　　3:00～5:00　　１２日（土）　　　3:00～5:00　　修道館修道館修道館修道館
１３日（日）　　１３日（日）　　１３日（日）　　１３日（日）　　市民剣道大会市民剣道大会市民剣道大会市民剣道大会　　さいたま市大宮武道館　午前９：３０開会式　　さいたま市大宮武道館　午前９：３０開会式　　さいたま市大宮武道館　午前９：３０開会式　　さいたま市大宮武道館　午前９：３０開会式
１７日（木）　　　稽古通常どおり　5:00～7:00
１９日（土）　　１９日（土）　　１９日（土）　　１９日（土）　　剣道教室初日剣道教室初日剣道教室初日剣道教室初日　　1:00～3:00　　1:00～3:00　　1:00～3:00　　1:00～3:00
　　　　　　　　　　稽古通常どおり　3:00～5:00
２４日（木）　　　稽古通常どおり　5:00～7:00
２６日（土）　　　稽古通常どおり　3:00～5:00　（剣道教室２回目　１：００～３：００）
３１日（木）　　　稽古通常どおり　5:00～7:00

４月の予定４月の予定４月の予定４月の予定 これから変更になる場合もありますので、お手紙などをよく見てご注意下さい。

５月の予定５月の予定５月の予定５月の予定

６月の予定６月の予定６月の予定６月の予定

これから変更になる場合もありますので、お手紙などをよく見てご注意下さい。

これから変更になる場合もありますので、お手紙などをよく見てご注意下さい。

１６日（土）　　　　稽古通常どおり（剣道教室最終日）
２３日（土）　　　２３日（土）　　　２３日（土）　　　２３日（土）　　　駒剣ＯＢ合同稽古会駒剣ＯＢ合同稽古会駒剣ＯＢ合同稽古会駒剣ＯＢ合同稽古会

最後はお楽しみ、星やん武芸帳です。最後はお楽しみ、星やん武芸帳です。最後はお楽しみ、星やん武芸帳です。最後はお楽しみ、星やん武芸帳です。

今日のお話なんだろな～？なんだろな～？

お父さん、お母さんにお願いです。お父さん、お母さんにお願いです。お父さん、お母さんにお願いです。お父さん、お母さんにお願いです。

どうぞお子さんたちと一緒に読んであげてくださいね♪
そのとき、全部分からなくてもいいんです。後からじわじわ～っと分かってくることもある
はずですから・・・よろしくお願いしますm(_ _)m
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