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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

　新学期がはじまり一か月がたちました。
　新しいクラスに慣れましたか。新しい友だちはたくさんできたでしょうか。ぜひ、自分から声をかけて、友だちを
たくさん作りましょう。先（せん）をとることが大切です。

　さて、新緑が目に鮮やかな季節となり、剣道では試合のシーズン到来です。まず明日、さいたま市少年剣道
大会が行われます。小学生は団体戦と個人戦があります。団体戦に出る人は、チームとしての勝利に貢献で
きるよう、それぞれのポジションの役割を果たしていきましょう。個人戦に出る人は、前の大会よりも一つ多く試
合をすることを目標に、一つ一つの試合を大切に戦っていきましょう。個人戦は、「勝とうが負けようが誰にも迷
惑はかけないから気が楽」と思っている人がいるかもしれませんが、そうではありません。駒剣の代表として、
緑の手ぬぐいをかぶって試合に出ているのです。みんなが応援しています。がんばってきてください。もちろん、
昨年大活躍だった成人会員が出場する一般の試合にも大いに期待しています。
　ポイントは初戦です。どうしても緊張から固くなり、力が発揮しづらい状態になります。意識的に声を大きく出し、
足を使って体を動かしましょう。相手も同じく緊張しています。「たくさん稽古してきたんだ。」という自信を持ち、
相手をのんでかかる気持ちで臨みましょう。まず一試合を乗り越えると気持ちが楽になり、本来の力が発揮で
きるようになります。

　そして、６月３日には鳩ヶ谷市こどもの日記念剣道大会があります。４年生以下の三人制の団体戦（対勝負）
と、学年制限なしの五人制の団体戦（勝ち抜き戦）です。勝ち抜き戦というのは、小学生の公式戦ではほとんど
見ないので、どんな試合になるのか非常に楽しみです。試合の方法を簡単に説明しますと、先鋒同士が試合
をして、勝った方は残って相手の次鋒と試合をします。勝ち続ければ、中堅、副将、大将とも戦い、一人で全員
をやっつけてしまうこともできます。引き分けの時は、両者が下がり次の者同士となります。大将はまさに大将、
最後の砦（とりで）となります。勝って抜いてくる者は、当然疲れてはいるものの「勢い」があります。もう負けて
もいいやという「捨てた」攻めができます。それを止めるのは大変なことなのです。時には審判までがその勢い
に味方することもあるのです。
　勝ち抜き戦で有名なのは、毎年７月に福岡で開催される『玉竜旗』という高校生の大会です。強い学校は先
鋒が二十何人抜きとかして、大将が試合に出ることなく優勝してしまうということもあります。駒剣の子どもたち
がどんな試合を展開するのか、楽しみと言った理由がお分かりでしょうか。気持ちを強く持ち、そしてチームワー
ク良く戦ってきましょう。合同稽古も楽しみですね。

　今年度、塚越剣友会との交流会とＯＢ稽古会を同日（６月２３日）に行うこととしました。午前中に交流会、午後
ＯＢ会です。会場は駒場体育館で一番広い、観客席のついた競技場を一日借りています。お昼は、塚越剣友会
の皆様を含め、みんなでお弁当を食べたり、バスケットボールや卓球、バレーボールなど、スペースを使って遊
びたいと考えています。ボールなどを持ってきてください。ＯＢも午前からの参加ＯＫです。剣道から離れている
人もお弁当を食べに、遊びに参加する、懐かしい友だちに会う、それでいいのです。ぜひ顔を見せに来て下さい。
　一日、剣道デーです。大勢の会員の参加をお願いいたします。

　先日テレビの取材を受けた番組の放映が、明後日となりました。少しでも剣道普及の一助になればとお受けした
話でしたが、当日２時頃から我が家に来てカメラが回り始め、３時から５時まで修道館での稽古の様子を撮り、
また我が家までと３時間以上撮ったものがどう４～５分になるのか・・・正直少々不安もあります。　子どもが見る
には時間が遅いですので、よろしかったらビデオにでも録画してあとで見せてあげて下さい。m(_ _)m

　　　　　　　　　　　　放映日時：　５月１４日（月）　午後１０時５４分～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テレビ東京（１２チャンネル）　　『家族の時間』
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4月のお当番さんノートの感想より4月のお当番さんノートの感想より4月のお当番さんノートの感想より4月のお当番さんノートの感想より

・4/5(木)　尾島先生・奥山先生・石井先生
　　　　　　　今日は奥山先生・石井先生のご指導でしたが、とてもキビキビと気合いのこもったご指導をして
              頂きました。ありがとうございました。卒業された６年生たちが稽古や手伝いをしてくれました。

・4/7(土)　菅原先生・本荘先生・木村先生
　　　　　　　卒業された６年生やOBの方々が５名も稽古に参加してくれました。
　　　　　　　本太中の桜の花びらが風に吹かれて道場の中まで入ってきました。
　　　　　　　今日は本荘日向くんの剣道デビューのTV取材の方がいらしていました。
　　　　　　　新キャプテンの西くんは号令をかけたり、出席簿をつけたりと、しっかりとキャプテンの役割を
              務めていてとても頼もしく感じました。

・4/12(木)尾島先生
　　　　　　　休んでいる時に竹刀を足の上にのせない（尾島先生より）
　　　　　　　古澤さん（母）から稽古会の報告をいただいた。　前キャプテン中牟田さんが参加。

・4/14(土)菅原先生・木村先生
　　　　　　　とても丁寧に切り返しを教わった。うける側は打ちやすいように・・・
　　　　　　　改めていろいろな技があるものだと・・・難しそうな技も気合いを入れて打っていました。
　　　　　　　剣道教室参加受付の日のため、多くの方が見学に来られました。稲森くんが参加。

・4/19(木)尾島先生
　　　　　　　一級審査会の練習がありました。
　　　　　　　休憩後、面つけの遅い人は、早めにつけ始めるようにとの指導がありました。
　　　　　　　気合いの入った稽古でした。

・4/21(土)菅原先生
　　　　　　　菅原先生より「上がり返事」は相手に不快をあたえない良い返事であると教えて頂きました。
              よい返事をすることで相手にかわいがってもらえるなど体験も含めて良いお話を聞きました。

・4/26(木)尾島先生・杉山先生
　　　　　　　キャプテンの西くんより、２１日（土）の一級審査は全員合格しましたとの報告がありました。
　　　　　　　杉山先生がいらしてくださいました。
　　　　　　　気迫のこもったすばらしい稽古でした。

・4/28(土)菅原先生・木村先生
　　　　　　　試合が近いです。気迫のこもった稽古をするように（菅原先生）
　　　　　　　道場をいっぱいに使って、４面での試合稽古。お手伝いのお母様方も大勢いて活気がありました。
　　　　　　　中牟田先輩・渡辺あこ先輩が試合のお手伝いをして下さいました。
　　　　　　　試合中にあれこれ考えているヒマはないはず。無心で試合に臨めるようになるには、激しいかかり
              稽古の積み重ねしかない！

本荘先生、お当番さん、ありがとうございました。M(_ _)m

3



 

平成平成平成平成１９１９１９１９年度年度年度年度　　　　新役員紹介新役員紹介新役員紹介新役員紹介

先月２１日の駒場剣友会定例総会が開催され、平成１８年度の活動報告や会計報告のあと、
平成１９年度の活動計画案、会計予算案などが審議承認されました。また新年度の役員の
方々が決定しましたので、ここで改めてご紹介します。
　

　　　　平成１９年度　新役員のみなさん平成１９年度　新役員のみなさん平成１９年度　新役員のみなさん平成１９年度　新役員のみなさん

昨年度の役員さん方、大変お世話になりまして、ありがとうございました。
新役員のみなさま、１年間　お世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。

相談役　　　　　　　　　　　　   菅原　慶一　先生相談役　　　　　　　　　　　　   菅原　慶一　先生相談役　　　　　　　　　　　　   菅原　慶一　先生相談役　　　　　　　　　　　　   菅原　慶一　先生
会　 長　　　　　　　　　　　　　 本荘　　真　 先生（主席師範）会　 長　　　　　　　　　　　　　 本荘　　真　 先生（主席師範）会　 長　　　　　　　　　　　　　 本荘　　真　 先生（主席師範）会　 長　　　　　　　　　　　　　 本荘　　真　 先生（主席師範）
副会長（指導部部長）　　　　 木村　裕之　先生（次席師範）副会長（指導部部長）　　　　 木村　裕之　先生（次席師範）副会長（指導部部長）　　　　 木村　裕之　先生（次席師範）副会長（指導部部長）　　　　 木村　裕之　先生（次席師範）
副会長（錬成部部長）　　　　 大本　郁子　さん副会長（錬成部部長）　　　　 大本　郁子　さん副会長（錬成部部長）　　　　 大本　郁子　さん副会長（錬成部部長）　　　　 大本　郁子　さん
副会長（後援部部長）　　　　 渡辺　良平　さん副会長（後援部部長）　　　　 渡辺　良平　さん副会長（後援部部長）　　　　 渡辺　良平　さん副会長（後援部部長）　　　　 渡辺　良平　さん
幹事（指導部副部長）　　　　 尾島　寿子　先生幹事（指導部副部長）　　　　 尾島　寿子　先生幹事（指導部副部長）　　　　 尾島　寿子　先生幹事（指導部副部長）　　　　 尾島　寿子　先生
幹事（錬成部副部長）　　　　 石井　美保　さん幹事（錬成部副部長）　　　　 石井　美保　さん幹事（錬成部副部長）　　　　 石井　美保　さん幹事（錬成部副部長）　　　　 石井　美保　さん
幹事（後援部副部長）　　　　 田上　美由紀さん幹事（後援部副部長）　　　　 田上　美由紀さん幹事（後援部副部長）　　　　 田上　美由紀さん幹事（後援部副部長）　　　　 田上　美由紀さん
後援部会計  　　　　　　　　　 平田　恵美子さん後援部会計  　　　　　　　　　 平田　恵美子さん後援部会計  　　　　　　　　　 平田　恵美子さん後援部会計  　　　　　　　　　 平田　恵美子さん
後援部会計　　　　　　　　　　 茂木　千代子さん後援部会計　　　　　　　　　　 茂木　千代子さん後援部会計　　　　　　　　　　 茂木　千代子さん後援部会計　　　　　　　　　　 茂木　千代子さん
後援部書記　 　　　　　　　　　有賀　美江さん後援部書記　 　　　　　　　　　有賀　美江さん後援部書記　 　　　　　　　　　有賀　美江さん後援部書記　 　　　　　　　　　有賀　美江さん
後援部書記　 　　　　　　　　　石田　麻紀さん後援部書記　 　　　　　　　　　石田　麻紀さん後援部書記　 　　　　　　　　　石田　麻紀さん後援部書記　 　　　　　　　　　石田　麻紀さん
後援部監事　 　　　　　　　　　有田　明子さん後援部監事　 　　　　　　　　　有田　明子さん後援部監事　 　　　　　　　　　有田　明子さん後援部監事　 　　　　　　　　　有田　明子さん
後援部監事　 　　　　　　　　　松尾　則子さん後援部監事　 　　　　　　　　　松尾　則子さん後援部監事　 　　　　　　　　　松尾　則子さん後援部監事　 　　　　　　　　　松尾　則子さん
合宿委員　　　 　　　　　　　　 石田　恵介さん合宿委員　　　 　　　　　　　　 石田　恵介さん合宿委員　　　 　　　　　　　　 石田　恵介さん合宿委員　　　 　　　　　　　　 石田　恵介さん
合宿委員　　　 　　　　　　　　 渡辺　文代さん合宿委員　　　 　　　　　　　　 渡辺　文代さん合宿委員　　　 　　　　　　　　 渡辺　文代さん合宿委員　　　 　　　　　　　　 渡辺　文代さん
合宿委員　　　 　　　　　　　　 田上　美由紀さん（兼任）合宿委員　　　 　　　　　　　　 田上　美由紀さん（兼任）合宿委員　　　 　　　　　　　　 田上　美由紀さん（兼任）合宿委員　　　 　　　　　　　　 田上　美由紀さん（兼任）
修道館担当　 　　　　　　　　　奥山　恵子さん修道館担当　 　　　　　　　　　奥山　恵子さん修道館担当　 　　　　　　　　　奥山　恵子さん修道館担当　 　　　　　　　　　奥山　恵子さん
浦和剣連担当 　　　　　　　　 木村　由枝さん浦和剣連担当 　　　　　　　　 木村　由枝さん浦和剣連担当 　　　　　　　　 木村　由枝さん浦和剣連担当 　　　　　　　　 木村　由枝さん
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学年 氏　名 学年 氏　名
３年生 中牟田　莉奈 ５年生 石田　　陸人
３年生 渡辺　　周平 ５年生 稲森　　華乃子
３年生 金子　　大希 ５年生 須山　　直斗

　　　　　 ５年生 細谷　　遼太
４年生 木村　　啓人 ６年生 古澤　　由奈
４年生 有賀　　大穂 ６年生 渡辺　　靖宝
４年生 有田　　　　楽 ６年生 渡辺　　郁宝
４年生 岩附　　弘樹 ６年生 古谷　　　　慧

チーム名 先　鋒 次　鋒 五　将 中　堅　 三　将　 副　将 大　将

Ａチーム 有賀　大穂 有田　楽 岩附　弘樹 渡辺　かこ 神嵜　恵 田上　征哉 西　聖仁

Ｂチーム 平田　雄也 高橋　慧 茂木明日香 千葉　智佳 小林　滉生 松尾　雅樹 石田　涼

チーム名 先　鋒 中　堅 大　将 　　　　チーム名　　　 先　鋒 中　堅 大　将

Ａチーム 金子　弘美 稲森　久士 渡辺　良平 　　　　Ｂチーム　　　 中牟田英明 有賀　　寿 大津　　毅

山田　節男　先生

２２２２つのつのつのつの大会出場選手大会出場選手大会出場選手大会出場選手のののの発表発表発表発表！！！！

新年度最初の大きな大会、さいたま市少年剣道大会が５月１３日（日）に開催されます。
駒剣からは個人戦で３年生以上の各学年４人ずつ（３年生は３人）と、７人制の団体戦で２チームが参加予定です。
成人会員さんも３人制の団体戦で２チーム参加します。

さいたまさいたまさいたまさいたま市少年剣道大会出場選手市少年剣道大会出場選手市少年剣道大会出場選手市少年剣道大会出場選手

小学生個人戦小学生個人戦小学生個人戦小学生個人戦

５５５５月月月月さいたまさいたまさいたまさいたま市少年剣道大会市少年剣道大会市少年剣道大会市少年剣道大会　　　　とととと　　　　６６６６月月月月鳩鳩鳩鳩ヶヶヶヶ谷市谷市谷市谷市こどものこどものこどものこどもの日記念剣道大会日記念剣道大会日記念剣道大会日記念剣道大会

小学生団体戦小学生団体戦小学生団体戦小学生団体戦

成人団体戦成人団体戦成人団体戦成人団体戦

審判員審判員審判員審判員

皆さん、日頃の稽古の成果が出せるように、リラックスしてがんばってください！！
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チーム名 先　鋒 中　堅 大　将 　　　　チーム名　　　 先　鋒 中　堅 大　将

Ａチーム 有賀　大穂 岩附　弘樹 有田　　楽 　　　　Ｂチーム　　　 平田　雄也 高橋　　慧 木村　啓人

チーム名 先　鋒 次　鋒 中　堅 副　将　 大　将　

Ａチーム 古澤　由奈 田上　征哉 石田　涼 加藤　建太 西　　聖仁

Ｂチーム 松尾　雅樹 田中裕一郎 渡辺　郁宝 千葉　智佳 渡辺　靖宝

祝祝祝祝！！！！新連載新連載新連載新連載「「「「良平良平良平良平のののの部屋部屋部屋部屋」」」」

鳩鳩鳩鳩ヶヶヶヶ谷市谷市谷市谷市こどものこどものこどものこどもの日記念剣道大会出場選手日記念剣道大会出場選手日記念剣道大会出場選手日記念剣道大会出場選手

６月３日（日）午後１２時３０分開会、場所は鳩ヶ谷市八幡木中学校体育館です。
駒剣からは小学校低学年団体戦２チームと市長杯争奪小学校勝抜き団体戦に２チーム参加予定です。

小学校低学年団体戦小学校低学年団体戦小学校低学年団体戦小学校低学年団体戦

市長杯争奪小学校勝抜き団体戦市長杯争奪小学校勝抜き団体戦市長杯争奪小学校勝抜き団体戦市長杯争奪小学校勝抜き団体戦

審判員審判員審判員審判員 大本　郁子　先生　・　石井　美保　先生

勝ち抜き戦は、勝ったらそのまま残って次の人と戦うやり方です。応援にも熱が入りますよね♪

両大会の審判員の成人会員さんは、ご苦労さまです。そのほかの成人会員さんにも監督、記録などで
お世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。

新しく後援部長になられた渡辺良平さんが、こまけんだよりに新連載コーナーを作ってくださる
ことになりました！！どうぞよろしくお願いしますm(_ _)m

コーナータイトルは「良平の部屋　犬が西向きゃ、尾は東　かな？」「良平の部屋　犬が西向きゃ、尾は東　かな？」「良平の部屋　犬が西向きゃ、尾は東　かな？」「良平の部屋　犬が西向きゃ、尾は東　かな？」

うーん、何とも気になる題名ですね～。
一体どういうことでしょう？？　その辺の種明かしも含めて、
記念すべき第１回連載コーナー

はじまりはじまり～！！はじまりはじまり～！！はじまりはじまり～！！はじまりはじまり～！！
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渡辺渡辺渡辺渡辺 良平良平良平良平

　私の会社は「無機粉体メーカー」、平たく言えば「石の粉屋」です。国内の同業者は大小合わせても10社足
らず、類似の石の粉屋を合わせても100社とない珍しい業界にあります。「石の粉？」と疑問に思われるのが普
通ですが、医薬品、化粧品、農薬、製紙、塗料、ファインセラミック、プラスチックと様々な身の回りの物の素材
原料として使用されています。原石は中国から輸入しています。仕事の都合で出張が多くあります、一般の方
が入れない場所、絶対に行かない、行きたくないようなところへも行くことがありますので、そのような所で見聞
した事

　脈絡の無い文章で紙面を埋めてしまい申し訳ありません、次回以降は子供向けの内容を中心に書かせて
頂きます。是非とも御意見、御感想、出来れば文句、苦情もお寄せ頂ければ幸いです。

　　スペースを頂くに際し、タイトル名を考えさせて頂きました。根が関西人で、「受け」を狙った感じで子供達
が目を向けやすいようにと考え、ちょっとふざけたタイトルで恐縮ですが首記のタイトルにさせて頂きました。実
はこれは、中学生の時の英語の先生が授業の始めに時々「犬が西向いたら、しっぽはどこむいとる？」と切り
出され、誰かが「東です！」、と他の誰かが「ちゃうでー南や！」と応えると。「うちの犬は今朝、ちょっと元気な
かったから下むいとった。」と返され爆笑、「普通は東と応えるが、犬のしっぽは真っ直ぐなものもあれば、丸
まっ

　時々思い出すこの「ギャグ」ともいえる言葉は、人間に置き換えて見ても全く同じことが言えるような気がしま
す。色んなタイプの人がいて当然、まして人間は感情に支配される、気分的に乗らないときはお腹が痛くなっ
たり、頭が痛くなったりもします。

　犬を人間に犬を人間に犬を人間に犬を人間に例える事に異論をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、私はしっぽが丸くなった
犬、真っ直ぐなしっぽの犬、大きい犬、小さい犬、怖い犬、気の弱い犬、可愛らしい犬、俊敏な犬、ずん胴の
犬数えればきりがありませんが、それぞれ素晴らしい個性だと思います。時々ついさっきまで、元気にはしゃぎ
回っていたのに厳しい稽古の直前に急にお腹が痛くなる犬もいつかは、自ら進んで掛かり稽古の先頭に立っ
てくれる日が来るんだと期待して永い目で見ながら大事にしていきたいと思います。

　ここまでは堅苦しい、拙い内容で私としてもこのような真面目な話は得意ではありませんので来月以降の内
容に関して少し触れさせて頂きます。

良平良平良平良平のののの部屋部屋部屋部屋
犬犬犬犬がががが西向西向西向西向きゃきゃきゃきゃ、、、、尾尾尾尾はははは東東東東　　　　かなかなかなかな？？？？

　新年度新年度新年度新年度、新学年を迎えあっという間にゴールデンウィークも過ぎました。つい先日まで肌寒い日が続いて
いたのが何ヶ月も前のような錯覚がします。

　さて、私こと渡辺良平は本年度より駒場剣友会の後援部長をさせて頂くこととなりましたが、前任の星野さん
が長きに渡り立派に本職を全うされて来られたので支障なく責務を果たせるのか否か、大きなプレッシャーを
感じております。さきざき、何かと至らない事が多々あろうかと存じますが、何卒「駒場剣友会のために、子供
達のために。」という思いで御指導、御鞭撻を賜れますよう宜しくお願い致します。　また、恐れ多くも今月よ
り、「月刊駒剣便り」にスペースを頂ける事となりました、今から毎月何を書かせて頂こうか？あれも伝えたい、
これも伝え
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おおおお　　　　知知知知　　　　らららら　　　　せせせせ

５月の予定５月の予定５月の予定５月の予定

　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

※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。

６月の予定６月の予定６月の予定６月の予定

 ３日（日）　　　鳩ヶ谷市こどもの日記念剣道大会　　午後１２時３０分～　八幡木中学校体育館 ３日（日）　　　鳩ヶ谷市こどもの日記念剣道大会　　午後１２時３０分～　八幡木中学校体育館 ３日（日）　　　鳩ヶ谷市こどもの日記念剣道大会　　午後１２時３０分～　八幡木中学校体育館 ３日（日）　　　鳩ヶ谷市こどもの日記念剣道大会　　午後１２時３０分～　八幡木中学校体育館
　７日（木）　　　　稽古休み稽古休み稽古休み稽古休み（道場が使えないため）
１６日（土）　　　　剣道教室最終日（稽古通常どおり）
２３日（土）　　　塚剣交流会＆駒剣OB合同稽古会　　　駒場体育館メイン競技場にて２３日（土）　　　塚剣交流会＆駒剣OB合同稽古会　　　駒場体育館メイン競技場にて２３日（土）　　　塚剣交流会＆駒剣OB合同稽古会　　　駒場体育館メイン競技場にて２３日（土）　　　塚剣交流会＆駒剣OB合同稽古会　　　駒場体育館メイン競技場にて
　　　　　　　　　　　　　　　　　 午前９時～　塚越剣友会との交流会　　　　　　　　　　　　　　　　　 午前９時～　塚越剣友会との交流会　　　　　　　　　　　　　　　　　 午前９時～　塚越剣友会との交流会　　　　　　　　　　　　　　　　　 午前９時～　塚越剣友会との交流会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お昼　　昼食（遊び）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お昼　　昼食（遊び）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お昼　　昼食（遊び）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お昼　　昼食（遊び）
　　　　　　　　　 　　　　　　　　午後５時まで　駒剣ＯＢ合同稽古会　　　　　　　　　 　　　　　　　　午後５時まで　駒剣ＯＢ合同稽古会　　　　　　　　　 　　　　　　　　午後５時まで　駒剣ＯＢ合同稽古会　　　　　　　　　 　　　　　　　　午後５時まで　駒剣ＯＢ合同稽古会
２８日（木）　　　　稽古休み稽古休み稽古休み稽古休み（道場が使えないため）
３０日（土）　　　　３：００～５：００　　修道館修道館修道館修道館（道場が使えないため）

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

最後はやっぱり　最後はやっぱり　最後はやっぱり　最後はやっぱり　星星星星やんやんやんやん武芸帳武芸帳武芸帳武芸帳！！！！
今回、めでたく連載３０号目となりました！今回、めでたく連載３０号目となりました！今回、めでたく連載３０号目となりました！今回、めでたく連載３０号目となりました！
パチパチパチ☆パチパチパチ☆パチパチパチ☆パチパチパチ☆

　　　　　　　　　　平成１８年度駒剣文集　　　　　　　　　　平成１８年度駒剣文集　　　　　　　　　　平成１８年度駒剣文集　　　　　　　　　　平成１８年度駒剣文集

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「剣は心なり「剣は心なり「剣は心なり「剣は心なり    第２集第２集第２集第２集」」」」ついに完成！ついに完成！ついに完成！ついに完成！

近日配布予定です。石田恵介編集長、今年もありがとうございました！！m(_ _)m近日配布予定です。石田恵介編集長、今年もありがとうございました！！m(_ _)m近日配布予定です。石田恵介編集長、今年もありがとうございました！！m(_ _)m近日配布予定です。石田恵介編集長、今年もありがとうございました！！m(_ _)m
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