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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

　６月はたくさんの行事がありました。ホッとする間もなく、これから来月行われる夏合宿の準備にかかりま
す。季節の変わり目、体調管理に気をつけて元気よくいきましょう。

　さて、まずは６月３日（日）に行われました、鳩ヶ谷市子どもの日記念剣道大会について書きたいと思い
ます。この後に掲載されている子どもたちとお父さん、お母さん方の感想を読んでもらったほうがわかりや
すいかとも思うのですが・・。私の予想どおり（？）優勝しました。それほど大きな大会ではないとはいえ、出
場しているチームはどこも強敵でした。準決勝は、大将どおしの対戦、しかも延長にまでもつれこみまし
た。若干、地元のチームに旗が軽い所はありましたが、接戦でした。
　駒剣Ａチームのコートが試合進行が早く、決勝進出を決めたときは、まだもう一方は準決勝の前でした。
開会式で、鳩ヶ谷Ａチームの大将が埼玉県の代表選手だということを聞き、当然勝ち上がってきて決勝で
戦うものと考えていました。「戦力的には、抜きつ抜かれつで、最後西君対小室君の大将戦、見ものだ
な！」と、勝手にイメージしていましたが、いざ準決勝が始まると戸塚の先鋒があれよあれよと４人を抜き、
大将まで引きずり出す展開。大将小室君がその先鋒を下すものの、次鋒と分けて万事休す。相手は戸塚
となりました。その先鋒をどう止めるかが大きなポイントとなった決勝戦ですが、我らが先鋒古澤さんが冷
静に面で決め、勝負あり。その後はそれぞれが一人ずつと分け、大将西君を残した駒剣Ａチームが優勝
の栄冠を手にしました。試合を通じての有効打が最初の面一本だけだったこともあり、やや慎重な試合運
びであった感も残りましたが（勝手なイメージもあり）、一人ひとりが自分の責任を果たし、後ろを信じてつ
なげていこうとした見事な試合ぶりであったと思います。優勝おめでとう。そして、４年生以下のＡチーム３
位も見事。２つのＢチームもよくがんばりました。日頃の稽古の賜物（たまもの）です。

　次に、２３日に行われました第４回塚越剣友会との交流会とOB会についてです。初めて塚剣さんを駒場
にお呼びしての会であること、メインの競技場を使っての稽古であること、お昼をはさんで一日剣道を行う
こと等、初めてづくしでどうなることやらでしたが、なんとかなったかと思っています。私の方の構想がなか
なかまとまらず、役員さんには多々ご迷惑をおかけ致しました。皆さんのご協力で無事できましたことを、ま
ずは感謝申し上げます。
　午前の交流会では、お迎え、お見送りを皆さんがしてくれたおかげで、塚剣さんも気持ちよく稽古して
帰ってくださったことと思います。田上さんが作ってくださった「歓迎　塚越剣友会（御一行）様」という老舗
旅館風（？）の看板もステキでした。試合や稽古の内容も大事ですが、大会ではなく交流会ですからそう
いうところが大事ですよね。
「剣は心なり」。気持ちがあっての剣道だとあらためて感じました。
　お昼の遊び時間もアンケートを見る限りでは好評だったようです。剣道以外での運動能力などがかいま
見られ、興味深かったです。また、やりましょう。
　OB会では、初めてOBだけでの大会を行ってみました。小学生は午前から稽古をやってきていることもあ
り、先輩の試合を見ることで得るものがあると考えました。中学生から大人までを一つの土俵で勝負させる
ことの多少の無理はありましたが、気迫溢れる試合は見応えがありました。決勝戦を見ても、先輩たちがそ
の年齢に応じた厳しい稽古をしていることが強く感じられました。子どもたちにも良い影響が出ることを
願っています。
　丸山先生が亡くなられて初めての会でした。一日正面から見ていて下さって、たくさんの駒剣会員が集
まってくれたことを喜んでくれたことと思います。先生の一周忌が、今月１５日にお墓のある鴻巣であり、駒
剣を代表して菅原先生と二人で出席させていただきます。そこで、皆さんのがんばっている様子をいっぱ
い報告してくるつもりです。(^_^)

　３０日（土）の月例試合でも、「こんなに強くなったの！こんな技使えるんだ！！」とびっくりする試合がい
くつもありました。誰にでも必ず大きく伸びる時期があります。西キャプテンは、大人の中に入っても４人中
１位でした。剣道の級や段は、年齢・学年に制限がありますが、剣道そのものはいくら上手になってもかま
いません。一年後の自分、三年後の自分、五年後の自分という、先の姿をイメージして稽古できるといい
ですね。そのときに、この前のOBの先輩の試合や稽古ぶりを参考にするといいでしょう。

　暑くなります。みんなでがんばっていきましょう！
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6/2(土)　本荘先生
道場にはいるとき、大きな声であいさつしましょう！
打ち込みから気合い十分でした。風邪がはやっているので見取り・欠席もちらほらでした。
明日の鳩ヶ谷大会にそなえて気合いの入った稽古でした。

6/9(土)　本荘先生
6/3の鳩ヶ谷で優勝した高学年Ａチーム５人と低学年３位のＡチーム３名が

　　　　　　　声を出して、あきらめず、何度も向かっていく気持ちで試合に臨んで下さい！賞状とトロフィーを手に前へ出て、代表で西くんと有賀くんが立派にあいさつをしました。
蒸し暑さもあり、高橋くん、田上くんが体調をくずし、休んでいました。
初めから終わりまで大きな声が響き、気合いが入っていました。

6/14(木)　尾島先生・近藤先生・奥山先生
今日はとても涼しくて練習しやすかったと思います。
尾島先生より駒剣の先輩方の段審査合格のご報告がありました。おめでとうございます。
本荘くん、森くんの声が、先輩たちに負けないくらい大きくてとっても良かったです。

6/16(土)　菅原先生・本荘先生
土曜参観を行っていた小学校がありましたが、遅れて参加してくれた子どもたちに
とても感心いたしました。

6/21(木)　尾島先生・杉山先生　
土曜日に塚越剣友会との交流会・ＯＢ会がありますが、そのときに今日の稽古の成果が出せるよう
がんばりましょう。
真夏のように蒸し暑い日でしたが、皆声を出し、気合いの入った稽古ができました。
新しく野口亮くんが入会し、杉山先生にご指導していただきました。

6/30(土)　本荘先生
気候もよく動きやすかったのか、声出しも動きも良かったと思う。春から比べて、ずいぶん皆が
うまくなったと感じられた。子どもは日々成長するものですね。

６月のお当番さんノートの感想より６月のお当番さんノートの感想より６月のお当番さんノートの感想より６月のお当番さんノートの感想より

本荘先生、お当番さん、ありがとうございました。M(_ _)m

　　　　　　　　　最近までよく先生から注意されていたこと、ベスト３！(^_^;)　　　　　　　　　最近までよく先生から注意されていたこと、ベスト３！(^_^;)　　　　　　　　　最近までよく先生から注意されていたこと、ベスト３！(^_^;)　　　　　　　　　最近までよく先生から注意されていたこと、ベスト３！(^_^;)

　１．あいさつ、返事を大きな声でしよう！１．あいさつ、返事を大きな声でしよう！１．あいさつ、返事を大きな声でしよう！１．あいさつ、返事を大きな声でしよう！
　２．体育館に来たら、早く稽古ができるように用意しよう！（廊下でおしゃべりしていてはダメ！）　２．体育館に来たら、早く稽古ができるように用意しよう！（廊下でおしゃべりしていてはダメ！）　２．体育館に来たら、早く稽古ができるように用意しよう！（廊下でおしゃべりしていてはダメ！）　２．体育館に来たら、早く稽古ができるように用意しよう！（廊下でおしゃべりしていてはダメ！）
　３．稽古中、防具袋のひもはちゃんとしばって、じゃまにならないところに置こう！　３．稽古中、防具袋のひもはちゃんとしばって、じゃまにならないところに置こう！　３．稽古中、防具袋のひもはちゃんとしばって、じゃまにならないところに置こう！　３．稽古中、防具袋のひもはちゃんとしばって、じゃまにならないところに置こう！

お詫びと訂正お詫びと訂正お詫びと訂正お詫びと訂正

先月６月のこまけんだよりでご報告した「市民剣道大会」の試合結果で
団体戦　駒剣B対新田Aの副将松尾くんの対戦結果に誤りがありました。
正しくは、松尾 メ　　　斎藤メ　で引き分けでした。チームとしては
駒剣B勝ち数１、本数（２）、新田A勝ち数４、本数（５）となります。
お詫びして訂正させていただきます。m(_ _)m
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　　６月３日（日）鳩ヶ谷市八幡木中学校体育館にて、鳩ヶ谷市子どもの日記念剣道大会が行われました。
　　優勝を目指して乗り込んだ駒剣士たちは堂々とした試合を展開、大変見応えのある試合が数多く
　　ありました。試合の結果と記録をつけて下さった成人会員さんたちのコメントを掲載します。
　　成人会員さん、ありがとうございました。また、選手や応援してくれた皆さんからの感想をいただきました。
　　感想をいただいた皆さん、ありがとうございました。m(_ _)m
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１（３）

１（３）

先　鋒
有賀
メ　メ

大　将 勝数（本数）

駒剣A
有賀 岩附 有田

ド メ
０（２）

鳩ヶ谷A
コ コ　メ コ　メ

八谷 小室

コメント

きれいな面抜き
胴。相手の引き小
手もなかなか。

調子が乗った良い
試合。自分から攻
めるともっと良い。
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鳩ヶ谷B
メ　コ 反　メ メ

３（５）
佐土原 小川 福田

コメント

攻めていた。相手
が倒れているとこ
ろを起こしてあげる
優しさもあったが、
負けてしまい残
念。

とてもやりにくい相
手だった。場外反
則２回。続いて面。
気持ちは負けてな
い！

引き面がなかなか
決まらず。攻めて
いたが、間合いが
取れなくて。声も
出ていたし、内容
は良かったと思う。

鳩鳩鳩鳩ヶヶヶヶ谷市子谷市子谷市子谷市子どものどものどものどもの日記念剣道大会結果報告日記念剣道大会結果報告日記念剣道大会結果報告日記念剣道大会結果報告

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

胴メダルおめでとう！
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選手感想選手感想選手感想選手感想

４年　有賀くん４年　有賀くん４年　有賀くん４年　有賀くん
　　　　　　　「銅メダルを取れて良かった。自分ではいいけっかになったと思います。いわつき君の面が

　きれいだった。」
４年　岩附くん４年　岩附くん４年　岩附くん４年　岩附くん
　　　　　　　「ぼくのチームは３位でした。銅メダルをもらいました。初めての銅メダルだったので、うれしかった
　 　です。ぼくにとっては最後の試合だったので　いい結果が残せて良かったと思います。」
４年　有田くん４年　有田くん４年　有田くん４年　有田くん
　　　　　　　「初めての銅メダルとしょうじょうももらえて良かったです。ぼくは一勝もできなかった　けど、岩附くんと

有賀くんがかってくれて３位になれました。こんどのしあいではぼくもかつやくしたいです。」
４年　高橋くん４年　高橋くん４年　高橋くん４年　高橋くん
　　　　　　　「相手は、どんなにはなれようとしても、まったくついてきたから、どうどうとちゃんと試合ができず、

　ざんねんでした。相手はどんどんおしてくるので、思わず場外にでてしまった。
　おすもうのときみたく、なわみたいなものがあれば、もうちょっとちゃんとできたと思うが、鳩ヶ谷の
　大会は、白いビニールテープっぽいものでした。なので、面をかぶっているので、後ろが

　見れないので、場外に出てしまいました。ざんねんです。でも有田くんのチームは三位でした。
　なのでよかったなーと思いました。でもこまけんAチームとあの鳩ヶ谷Bがたたかったとき、
　ほんとにまけちゃかなとおもったけれど、加藤くんと西くんでなんとか勝ってくれたので良かった
　です。最後に戸塚Aとたたかって、勝って優勝カップをもらったところが良かったと思います。」　　　
　　　
　　　

駒剣A駒剣A駒剣A駒剣A 新郷A新郷A新郷A新郷A

先鋒 古澤 メ　コ コ 先鋒 山田

〃 コ 次鋒 山田

次鋒 田上 メ　コ 〃 コメントコメントコメントコメント
古澤さん一人勝った後の相手チーム次鋒

中堅 石田涼 メ コ　コ 〃 ３人抜き。田上くん、今ひとつ足が出ない。
石田君一本取った後、少し慌てたか。

副将 加藤 メ　 〃 打突が一本に結びつかず惜しい。
しかしその後、加藤君大活躍。４人抜き。

〃 メ　コ 中堅 高瀬 疲れも見せず、さえた抜き面を何本も取り
西君に回さず、勝利！！

〃 メ　メ 副将 渡部

〃 コ　メ 大将 矢吹

市長杯争奪小学校勝抜団体戦市長杯争奪小学校勝抜団体戦市長杯争奪小学校勝抜団体戦市長杯争奪小学校勝抜団体戦
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駒剣Ａ駒剣Ａ駒剣Ａ駒剣Ａ 鳩ヶ谷Ｂ鳩ヶ谷Ｂ鳩ヶ谷Ｂ鳩ヶ谷Ｂ

先鋒 古澤 メ　メ 先鋒 日比部

〃 コ 次鋒 桜井

〃 メ　コ 中堅 吉田 コメントコメントコメントコメント
古澤さん２人抜きの後、おしくも相手

次鋒 田上 メ　メ 〃 チーム中堅に負けを喫する。
相手中堅は加藤君まで勝ち抜き。

中堅 石田涼 コ 〃 加藤君引き分けで、西君登場。
一本勝ちで大将戦。西君が一本取った

副将 加藤 〃 後は、相手の薄い小手で引き分け。しかし
延長後、見事な面で勝利。

大将 西 メ　 副将 河内 いよいよ決勝戦！！

大将大将大将大将 〃 コ コ 大将 加藤
（延長） メ

駒剣Ａ駒剣Ａ駒剣Ａ駒剣Ａ 戸塚Ａ戸塚Ａ戸塚Ａ戸塚Ａ

先鋒 古澤 メ 先鋒 青木

〃 次鋒 大澤 コメントコメントコメントコメント
戸塚Ａはコート決勝を先鋒一人で勝利へ

次鋒 田上 中堅 小佐部 導いたチーム。古澤さん一人勝った後は
熱戦続くが、引き分けが４試合続き、

中堅 石田涼 副将 伊藤 結果として駒剣の勝利。決勝戦、やや
堅くなったか、有効打が少ない試合でした。

副将 加藤 大将 浅見 しかし優勝おめでとう！

駒剣Ｂ駒剣Ｂ駒剣Ｂ駒剣Ｂ 安行Ｂ安行Ｂ安行Ｂ安行Ｂ

先鋒 松尾 メ　 先鋒 中村
　

〃 メ　 コ 次鋒 小山
コメントコメントコメントコメント

次鋒 田中 メ　メ 中堅 山崎 松尾の面抜き面、相面とスタート。
田中もすばらしい気合いでありました。

中堅 渡辺郁 〃 郁も応じ技を出し切りました。
千葉ちゃんのスタートからのトップスピード

副将 千葉 メ 副将 矢口 での面、面を打ちまくった！
靖はチームをまとめ、大将として立派に

〃 メ メ 大将 金子 やっていた。

Ａチーム　優勝おめでとう！！Ａチーム　優勝おめでとう！！Ａチーム　優勝おめでとう！！Ａチーム　優勝おめでとう！！
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駒剣Ｂ駒剣Ｂ駒剣Ｂ駒剣Ｂ 戸塚Ａ戸塚Ａ戸塚Ａ戸塚Ａ

先鋒 松尾 メ メ 先鋒 青木

次鋒 田中 次鋒 大澤
コメントコメントコメントコメント

中堅 渡辺郁 ド　メ 中堅 小佐野 立派な立合い。
駒剣らしい大きく面に出られる、立派な

副将 千葉 メ 〃 剣道を全員が見せてくれた。負けた気の
しない試合であった。

大将 渡辺靖 メ 〃

〃 メ　メ 副将 伊藤

選手感想選手感想選手感想選手感想

５年　松尾くん５年　松尾くん５年　松尾くん５年　松尾くん
　　　　「２回戦目に戸塚とやったとき、ぐいぐい押されて苦しい状況で、１回場外にさせられてくやしかった
　　　　です。でも１回戦では、１回勝ってよかったです。」
５年　田中くん５年　田中くん５年　田中くん５年　田中くん
　　　　「初めて出場した試合。緊張してしまい、体が思うように動かず、一試合目は負けてしまいました。
　　　　二試合目は引き分けに持ち込んだけれど、一本も取ることができなくてくやしかったです。」
６年　渡辺（郁）くん６年　渡辺（郁）くん６年　渡辺（郁）くん６年　渡辺（郁）くん
　　　　「体調が悪かったので、いつもよりうまく動けなかった。でも、そういうときこそ、がんばらないといけない
　　　　ということを感じた。次の大会では、いい結果を残せるようなよい大会に　したいです。」
５年　千葉さん５年　千葉さん５年　千葉さん５年　千葉さん
　　　　「二回戦の時に負けてしまったけど、自分なりにがんばれたのでよかったです。楽しかったです。」
６年　渡辺（靖）くん６年　渡辺（靖）くん６年　渡辺（靖）くん６年　渡辺（靖）くん
　　　　「ぼくは大将として出たので、一回戦目、みんなががんばってくれたおかげでぼくに回らないで
　　　　勝ち進むことができました。二回戦目では、相手の中堅から一本を取り、勝つことができたのですが、
　　　　チームとしては惜しくも負けてしまい、とても残念でした。でもみんなで力を合わせ、いい試合ができ
　　　　たのでよかったです。」
６年　古澤さん６年　古澤さん６年　古澤さん６年　古澤さん
　　　　「私はＡチームの先鋒としてあまり活躍はできなかったけど、他のチームの人たちが活躍してくれた
　　　　おかげで、優勝できたと思います。今回の大会の動きを忘れずに、次の大会でがんばりたいです。」
６年　加藤くん６年　加藤くん６年　加藤くん６年　加藤くん
　　　　「ぼくはほかの剣友会の人と試合や稽古ができて、とても楽しかったです。始める前は、正直優勝
　　　　できるのかなと心配でした。だけど思ったより自分の体がよく動いていたし、みんなとても強かった
　　　　ので優勝できたのでうれしかったです。普段はあまり力になれないと思っていたけど、鳩ヶ谷の試合
　　　　ではしっかりチームの一員として力になれたのでよかったです。これからもこういう機会があったら、
　　　　ぜひ自分の力を精一杯出し切ってがんばっていきたいです。」
６年　西くん６年　西くん６年　西くん６年　西くん
　　　　「優勝できてとてもうれしいです。ぼくの出番は２回しかなかったのですが、鳩ヶ谷Ｂの大将は強かった
　　　　です。コテを一本取ったのはよかったのですが、守りに入ったため、コテを一本取られてしまいました。
　　　　その後、なんとかもう一本取って勝ちましたが、相手には「ぜったいに勝つ」という気迫がすごかった
　　　　です。試合では一本取っても守りに入らずに、もう一本取りにいくことを心がけます。」

　　　

応援してくれていた人たちの感想応援してくれていた人たちの感想応援してくれていた人たちの感想応援してくれていた人たちの感想

４年　茂木さん４年　茂木さん４年　茂木さん４年　茂木さん
　　　　「私は見学をしていました。駒剣の先ぱいはとても強かったです。私も先ぱい方のように強くなりたい
　　　　です。こんどはしあいに出たいと思いました。」
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茂木母さん茂木母さん茂木母さん茂木母さん
　　　　「低学年団体戦の選手も、勝ち抜き団体戦の選手も、駒剣の子どもたちは一生懸命で、正々堂々と
　　　　戦っていたと思います。Ａチーム優勝おめでとうございます。私も思わず興奮してしまいました。
　　　　帰りの車で娘は「メダルいいね。私も皆みたくなりたい・・・」と言っていたので、とてもいい刺激に
　　　　なりました。ありがとうございました。」
さとちゃん母さんさとちゃん母さんさとちゃん母さんさとちゃん母さん
　　　　「低学年Ａチーム３位入賞、高学年Ａチーム優勝おめでとうございます。出場チーム、皆それぞれに
　　　　がんばっていました。今回の試合で、「大きな声」を出すことは本当に大切なことなんだなあ～と
　　　　つくづく感じました。「ぎゃお～ん！！」と猛獣のように大きな声で吠えていた子はつばぜり合いの
　　　　ときも「ぎゅ～～っ！！」っと気迫が声にあらわれていて、体は小さいのに剣道がとても大きく見え
　　　　ました。駒剣士たちは、基本に正しい剣道で「品」がある試合をしていてとってもカッコ良かったです。
　　　　です。先生方、お世話をしてくださった成人会員の皆様、ありがとうございました。」
松尾則子さん松尾則子さん松尾則子さん松尾則子さん
　　　　「先生方、成人会員の方々にお世話になりありがとうございました。子どもにとっては、試合に参加
　　　　でき貴重な体験をさせて頂くことができました。初めて「勝ち抜き戦」を経験しましたが、チームとして
　　　　とても盛り上がり、普通の団体戦以上に団結力が強かったように思います。楽しい経験をさせていた
　　　　だき、ありがとうございました。」
岩附弘樹の母さん岩附弘樹の母さん岩附弘樹の母さん岩附弘樹の母さん
　　　　「今回、鳩ヶ谷での試合に参加させていただけましたこと、親子共々とても良い経験となりました。
　　　　ありがとうございました。試合の前日、弘樹が持ち帰った「こまけんだより」を読みました。その中の
　　　　本荘先生よりの言葉にこの試合を大変楽しみにしていること。試合後の合同稽古などを含めた
　　　　大会全体も楽しみなこと。この大会に、みんなで参加しみんなで応援することで、駒剣がまたひとつ
　　　　レベルアップできる、そんな気がする。---とありました。その本荘先生の言葉に、弘樹も「ぼくもすごく
　　　　楽しみになってきた！母さん、先生が今日の（試合前日の土曜日）稽古で、めずらしいこと言ってた
　　　　んだよ。チビチビした目標を立てないで、優勝めざしてガンバルゾ！って」
　　　　息子にとって、「優勝を目指すぞ！」という本荘先生の言葉がとってもプラスに働いたようで、
　　　　もう前日から大興奮でした。試合では、たくさんの仲間から元気パワーをもらって、本人も充実した
　　　　ようでした。「みんなで力を合わせて気持ちが良かったよ。一本とれたときは、頭の中で何も考えて
　　　　なかったんだよ。いつも稽古で先生が言ってた通りだった。」と熱く語ってくれました。
　　　　団体戦っていいですね。仲間の姿から学び、自分の次につなげる場だなあと思いました。
　　　　私は剣道のことは初心者で本当に何も知らないけれど、どのお子さんも輝いていました。勝った子も
　　　　負けた子も引き分けた子も、よく頑張っていました。拍手です！駒剣の剣士たちからたくさんの
　　　　感動をもらいました。　ありがとうございました。」
田中裕之さん田中裕之さん田中裕之さん田中裕之さん
　　　　「今回の試合では、一本も取れずにすべての対戦を終えてしまいましたが、２回戦目の引き分けに
　　　　持ち込んだ試合を見ていて、親として感動いたしました。次回、また選手に選ばれるよう、より一層
　　　　努力をすると本人が言っております。今後とも先生方のご指導の程、よろしくお願い致します。」
有田明子さん有田明子さん有田明子さん有田明子さん
　　　　「皆さんお疲れさまでした。試合、合同稽古、共に盛り上がり、見学の我々も大いに楽しみことができ
　　　　ました。特に高学年チームの勝ち抜き戦は見応えのある試合で、応援も大変白熱してしまいました。
　　　　低学年チームもよく健闘していたと思います。個人的なことですが、我が息子はＡチームの大将と
　　　　いう大役を果たしきれなかったところがあり、最初は少々がっかりしていたようですが、初めての入賞
　　　　（同胞のおかげです！）で、表彰されうれしそうでした。次への励みになることを願っています。
　　　　本荘先生をはじめ、木村先生、審判やお世話をしてくださった成人会員の皆様に感謝いたします。
　　　　（特に主審に指導？をされた星野さん、子どもたちのために熱くなってしまって◎　私も同じ気持ち
　　　　ですよ(^_^)）」
有賀寿さん有賀寿さん有賀寿さん有賀寿さん
　　　　「日頃の稽古結果が出せて優勝と３位。すばらしかったです。団体戦でのそれぞれの役割が果たせ
　　　　ていました。引き続き稽古がんばりましょう。」
有賀母さん有賀母さん有賀母さん有賀母さん
　　　　「お母さん方と夢中で応援していました。低学年団体戦では３位！勝ち抜き団体戦では優勝！　
　　　　すばらしい結果でした。日頃の練習の成果のあらわれと、菅原先生のお言葉の「強気の気持ち」が
　　　　よく出ていたように感じました。
　　　　剣道のことはまだまだよく分かりませんが、とにかくみんなかっこよかったです。」
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毎年恒例となった交流会も今年は４年目となり、初めて駒剣のホームグランドである駒場体育館に蕨市の
塚越剣友会の皆さんをお迎えすることができました。
この日を楽しみにしていた駒剣士たちは、大人も子どもも積極的に塚剣の皆さんと剣を交え、
その中で様々な発見をし、刺激をもらったようです。
稽古の後、差し入れでいただいた凍ったパウチドリンクはおいしかったですね♪子どもも大人も
一緒になってニコニコと冷た～いドリンクをチューチューしている姿は何だかカワイカッタです。
塚越剣友会の皆さん、ありがとうございました。m(_ _)m

小学生小学生小学生小学生
塚越剣友会 奥村 越川 波多野 石崎 三澤 中藤 大熊　 石塚　 李　 中藤 平田 川端

１（１） メ
４（５） ド メメ ド メ

駒場剣友会 中牟田 木村 金子 高橋 茂木 稲森 細谷 須山 小林 石田陸 神嵜 古谷

中学生中学生中学生中学生
塚越剣友会 松木 及川 三澤 大貫 岡野

２（２） コ ド
２（４） ドコ メメ

駒場剣友会 加藤 石田涼 古澤 西 本荘

大人大人大人大人
塚越剣友会 平田 川原木 児玉 佐々木 小口 廣瀬 仲山 川端 三澤

４（９） メ コメ メ メメ ココ コ
２（４） メメ コ メ

駒場剣友会 木村由 稲森 冨田 石田昭 山田 渡辺順 近藤英 星野 山崎

皆さんからいただいたた～くさんのアンケートから一部を抜粋してご紹介します。皆さんからいただいたた～くさんのアンケートから一部を抜粋してご紹介します。皆さんからいただいたた～くさんのアンケートから一部を抜粋してご紹介します。皆さんからいただいたた～くさんのアンケートから一部を抜粋してご紹介します。

６年　石田くん６年　石田くん６年　石田くん６年　石田くん
　 塚越剣友会の人たちは気迫があり、自分から攻めてきてみんな強かったのでぼくも見習いたい。
６年　古澤さん６年　古澤さん６年　古澤さん６年　古澤さん

試合で中学生に勝ててうれしかった。駒剣も塚剣もみんな頑張って試合に取り組んでいて良かった。
３年　中牟田さん３年　中牟田さん３年　中牟田さん３年　中牟田さん

試合の相手は体が大きかったけど、胴を入れて勝ちました。相手の女の子は強かったです。
６年　古谷くん６年　古谷くん６年　古谷くん６年　古谷くん

大将として試合に出れてよかった。
成人　山田さん成人　山田さん成人　山田さん成人　山田さん

塚剣の皆さんは、全員が立派な剣道をされていて、毎回稽古をつけていただくたびにありがたく
思って。試合は普段の稽古の悪いところだけが出てしまうもので、またまたいろんな課題を見つけ
た一日でした。ありがとうございました。夜の部もまたあったんですが、これも楽しかったですよ。

５年　小林くん５年　小林くん５年　小林くん５年　小林くん
　 ぼくは試合で引き分けたけど、チームが勝ったのでよかった。楽しくできて良かった。
４年　茂木さん４年　茂木さん４年　茂木さん４年　茂木さん

初めての試合でドキドキした。相手の三澤さんは強そうでもっとドキドキした。試合で三澤さんは
本当に強くて負けそうでした。結果的に引き分けて良かった。次の交流会がとっても楽しみです。

平成１９年度　駒場剣友会　塚越剣友会　交流会試合結果平成１９年度　駒場剣友会　塚越剣友会　交流会試合結果平成１９年度　駒場剣友会　塚越剣友会　交流会試合結果平成１９年度　駒場剣友会　塚越剣友会　交流会試合結果
平成19年6月23日

塚越剣友会塚越剣友会塚越剣友会塚越剣友会とのとのとのとの交流会交流会交流会交流会　　　　報告報告報告報告
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４年　茂木母さん４年　茂木母さん４年　茂木母さん４年　茂木母さん
　 体育館の広さに大人も子どもも嬉しさと戸惑いが交錯していたと思う。そんな中、塚越剣友会の

子どもたちは試合の時に応援の声がとても大きく出ていたと思う。
４年　高橋くん４年　高橋くん４年　高橋くん４年　高橋くん
　 楽しかった。また来てほしい。
４年　木村くん４年　木村くん４年　木村くん４年　木村くん

とても緊張したけど、試合に勝ったことがうれしかった。
成人　石田昭男さん成人　石田昭男さん成人　石田昭男さん成人　石田昭男さん

いろいろな方と剣を交え、単純に楽しかった。また客観的に自分の剣道を見つめる
機会にもなるので今後も続けてほしい。

５年　石田陸人くん５年　石田陸人くん５年　石田陸人くん５年　石田陸人くん
試合や稽古がいろいろな人とできて楽しかった。また参加したい。

５年　細谷くん５年　細谷くん５年　細谷くん５年　細谷くん
試合に勝ててうれしかった。塚越の人はとても礼儀正しいので見習いたい。また交流会をやりたい。

５年　須山くん５年　須山くん５年　須山くん５年　須山くん
試合に勝てて良かった。チームも勝ってよかった。普段より掛かり稽古が長くて疲れたけど、たくさん
できてよかった。いつものところより広かったので、地稽古も、打った後思いっきり駆け抜けられて
良かった。

成人　渡邊順迎さん成人　渡邊順迎さん成人　渡邊順迎さん成人　渡邊順迎さん
試合で盛り上がり、あこがれの先生方に指導をしていただき、とても幸せな時間を過ごせた。夜の
交流会も楽しく、有意義な一日だった。先生方、役員の皆様、ありがとうございました。

成人　山崎さん成人　山崎さん成人　山崎さん成人　山崎さん
今回対戦させていただいた三澤先生は、東京都北区剣道大会で毎回上位入賞している方。
試合後、三澤先生に「また、北区大会で戦いましょう。」と熱いエールをいただいた。
ありがとうございました。駒剣の小学生はとても力をつけているなと感じる。先生方の立会も
とても参考になった。

４年　平田くん４年　平田くん４年　平田くん４年　平田くん
普段はぜんぜんできないこと、たくさんできた。

５年　田中くん５年　田中くん５年　田中くん５年　田中くん
試合には出場しませんでしたが、見ていて楽しかったし、見取り稽古にもなりとても良かった。

５年　千葉さん５年　千葉さん５年　千葉さん５年　千葉さん
いろんな人とできて良かった。塚越剣友会の中学生ともできてよかった。

６年　加藤くん６年　加藤くん６年　加藤くん６年　加藤くん
普段の稽古はいつも同じ人たちとした剣を交えていなかったけど、今回塚越剣友会の方々と
剣を交えてとても楽しかった。またたくさんのことを教わりました。ぜひ次回も参加したい。

６年　渡辺郁宝くん６年　渡辺郁宝くん６年　渡辺郁宝くん６年　渡辺郁宝くん
試合では靖宝と一緒に呼び出しをした。稽古では中学生のすごく強い人とやり、
とても勉強になった。

成人　有賀さん成人　有賀さん成人　有賀さん成人　有賀さん
広い道場でいつもと違う子どもたちや成人剣士、先生と剣を交えることができ、大変楽しい
時間をすごせた。準備をして下さった役員、保護者の方々、ありがとうございました。

６年　西くん６年　西くん６年　西くん６年　西くん
試合での反省点はもっと声を出すということ。ぼくは頭の中が真っ白になるまで声を出せません
でした。これからの練習ではもっと声を出し、気迫のある剣道をしたい。

保護者　石田麻紀さん保護者　石田麻紀さん保護者　石田麻紀さん保護者　石田麻紀さん
　 いつもと違う方と剣を交えたり、教わったりする機会で、子どもたちも良い刺激を受けたと思う。
ＯＢ　石井徹先輩ＯＢ　石井徹先輩ＯＢ　石井徹先輩ＯＢ　石井徹先輩

他の剣友会と練習する機会はあまりないので、これからも続けてほしいと思う。とても良い
刺激になった。

ＯＢ　近藤誠也先輩ＯＢ　近藤誠也先輩ＯＢ　近藤誠也先輩ＯＢ　近藤誠也先輩
久しぶりにいろいろな先生と稽古ができて良かった。小学生の試合は、一人ひとりがもっと
声を出していればもっといい試合ができていたと思う。

ＯＢ　石井邦明先輩ＯＢ　石井邦明先輩ＯＢ　石井邦明先輩ＯＢ　石井邦明先輩
とてもいい雰囲気だったの、気持ちよく剣道ができた。

ＯＢ　森田先輩ＯＢ　森田先輩ＯＢ　森田先輩ＯＢ　森田先輩
みんななかなか試合っぽくなってて、見ていて楽しかった。

ＯＢ　関口先輩ＯＢ　関口先輩ＯＢ　関口先輩ＯＢ　関口先輩
他団体との交流は刺激になるので良いと思う。
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塚越剣友会との交流会が午前中で終わり、お昼にみんなでお弁当を食べた後、
（お弁当は美味しかったと好評でした。役員の皆さん、ありがとうございました。）
バスケットやフリスビー、卓球などをして（稽古着はかまで！）自由に遊びました。
一部、はしゃぎすぎの人もいたようですが、みんな大いに楽しんでいたようですね。
感想をいただいた人の中から、一部抜粋でご紹介します。

　　　　　　　　　　質問　　お弁当と自由遊びはいかがでしたか？　　　　　　　　　　質問　　お弁当と自由遊びはいかがでしたか？　　　　　　　　　　質問　　お弁当と自由遊びはいかがでしたか？　　　　　　　　　　質問　　お弁当と自由遊びはいかがでしたか？

４年　岩附くん４年　岩附くん４年　岩附くん４年　岩附くん
上の学年の先輩と一緒に遊べて良かった。もう一度遊びたいです。

？さん？さん？さん？さん
剣道着を着てのバスケ、卓球、フリスビーを楽しんでいる様子だった。暑いのも気にならない？

３年　金子くん３年　金子くん３年　金子くん３年　金子くん
ボールでの遊びが楽しかった。

５年　神嵜さん５年　神嵜さん５年　神嵜さん５年　神嵜さん
友だちとバスケットや卓球をやって、楽しかった。

４年　山崎くん４年　山崎くん４年　山崎くん４年　山崎くん
お弁当おいしかった。いろいろな遊びをして楽しかった。

２年　本荘くん２年　本荘くん２年　本荘くん２年　本荘くん
フリスビーが楽しかった。

６年　渡辺靖宝くん６年　渡辺靖宝くん６年　渡辺靖宝くん６年　渡辺靖宝くん
ぼくはドッヂボール、バスケットボールをしてとても楽しかった。

５年　須山くん５年　須山くん５年　須山くん５年　須山くん
フリスビーとバスケットと卓球をやった。遊びすぎて、足にまめができてしまった。

成人　渡邊順迎さん成人　渡邊順迎さん成人　渡邊順迎さん成人　渡邊順迎さん
本荘先生とＯＢ会員との触れ合いバスケットボール大会は見ていてとても楽しかった。先生の
パワーあふれる若さにみんなビックリ！お弁当、飲み物、おいしかったです。

成人　山崎さん成人　山崎さん成人　山崎さん成人　山崎さん
いつもの一日の稽古量が午前の部だけで満たされた。お弁当を食べた後は体が動かない。
となりで星野先生が「合宿はもっと大変だろうな」という。私の心の中で「合宿のころは
もっと気温が高い。稽古の時間はこの３倍くらいあるだろう」との声が何度もリフレイン！
しかし、本荘先生は元気だな～。きっと本荘先生が元気なうちは合宿稽古は終わらない
んだろうな～。（高校のときと同じ不安）

ＯＢ　石井徹先輩ＯＢ　石井徹先輩ＯＢ　石井徹先輩ＯＢ　石井徹先輩
バスケットで体力消耗しすぎた。この夏にビリー・ザ・ブートキャンプでしっかり体作りをしようと思う。

ＯＢ　近藤誠也先輩ＯＢ　近藤誠也先輩ＯＢ　近藤誠也先輩ＯＢ　近藤誠也先輩
ＯＢ同士でバスケをやって負けた。本荘先生ははしゃぎすぎだった。

ＯＢ　石井邦明先輩ＯＢ　石井邦明先輩ＯＢ　石井邦明先輩ＯＢ　石井邦明先輩
とてもおいしいお弁当だった。バスケットは剣道より疲れた！友達、後輩と話せて良かった。

ＯＢ　森田先輩ＯＢ　森田先輩ＯＢ　森田先輩ＯＢ　森田先輩
お弁当のボリュームを増やしてほしい。

成人　石田昭男さん成人　石田昭男さん成人　石田昭男さん成人　石田昭男さん
普段では見られない子どもたちの姿が見れて良かった。

ＯＢ　仲村先輩ＯＢ　仲村先輩ＯＢ　仲村先輩ＯＢ　仲村先輩
バスケットで相当疲れた・・・。体力落ちてます。

ＯＢ　小川先輩ＯＢ　小川先輩ＯＢ　小川先輩ＯＢ　小川先輩
たまにはみんなと遊ぶのもありだなと思った。

要　体力作り♪
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午前中の塚越剣友会との交流会、お昼の自由遊びに引き続き、午後からはＯＢ合同稽古会。
今年も忙しい中を時間を作ってたくさんのＯＢが合同稽古会に参加してくれましたね。
久しぶりの先輩たちとの交流を楽しみにしていた小学生剣士たちは、個別に指導をいただいたり、
先輩方の迫力あるＯＢ会杯争奪試合に目を丸くしたりで、大満足の一日だったのではないでしょうか。
ＯＢの皆さん、ご参加本当にありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。m(_ _)m

第１回OB会杯第１回OB会杯第１回OB会杯第１回OB会杯

予選リーグ結果予選リーグ結果予選リーグ結果予選リーグ結果

１位
２位
３位

順位決めリーグ結果順位決めリーグ結果順位決めリーグ結果順位決めリーグ結果

１位
２位
３位

決勝戦決勝戦決勝戦決勝戦
西兄 メ　－ 野口

第１回優勝者　　西　智仁　（市立浦和高校２年）第１回優勝者　　西　智仁　（市立浦和高校２年）第１回優勝者　　西　智仁　（市立浦和高校２年）第１回優勝者　　西　智仁　（市立浦和高校２年）

西先輩おめでとうございます！！西先輩おめでとうございます！！西先輩おめでとうございます！！西先輩おめでとうございます！！

OBの皆さんからいただいたアドバイスと参加者の感想の一部をご紹介しますOBの皆さんからいただいたアドバイスと参加者の感想の一部をご紹介しますOBの皆さんからいただいたアドバイスと参加者の感想の一部をご紹介しますOBの皆さんからいただいたアドバイスと参加者の感想の一部をご紹介します

OB　石井徹先輩OB　石井徹先輩OB　石井徹先輩OB　石井徹先輩
　 とにかく大きな声で打ち掛かっていって下さい。動きに勢いがつくし、体が伸びて良い打ちに

なると思います。ゆっくりでもよいので、しっかり一本になる打ち込みを心がけて下さい。
OB　関口先輩OB　関口先輩OB　関口先輩OB　関口先輩

小技もいいけど、前に出る剣道もやってほしい。全体的に声が小さい。
ＯＢ　石井邦明先輩ＯＢ　石井邦明先輩ＯＢ　石井邦明先輩ＯＢ　石井邦明先輩

今もとてもよい剣道をしていると思うが、もっと思い切りよく捨て身で打突しても良い気がする！！
６月は忙しい時期なので、みんななるべく来られる日にしてほしい！！

ＯＢ　仲村先輩ＯＢ　仲村先輩ＯＢ　仲村先輩ＯＢ　仲村先輩
懐かしい感じがしました。小学生にはこれからも頑張ってほしいです。

ＯＢ　森田先輩ＯＢ　森田先輩ＯＢ　森田先輩ＯＢ　森田先輩
疲れたけど、久しぶりに剣道ができて楽しかった。

ＯＢ　近藤誠也先輩ＯＢ　近藤誠也先輩ＯＢ　近藤誠也先輩ＯＢ　近藤誠也先輩
皆、もっと声を出そう。暑いだろうけど、動けなくても声を出せば力が出てくるから。がんばれ！

ＯＢ　西智仁先輩ＯＢ　西智仁先輩ＯＢ　西智仁先輩ＯＢ　西智仁先輩
小学生はみんなタフでスゴイと思いました。声もよく出ていて大きな打ちもできていて、さすが
駒剣だと思いました。これからも基本に忠実にがんばってください。

３位②
渡辺聖

６コート
野口
森田
河野

関口
稲森兄

５コート
近藤兄
石井徹
稲森兄

３位③
石田昭
河野
山崎

古谷
本荘弟

４コート
西兄

本荘弟
渡辺聖

２位②
小川

森田
石井徹

３コート
本荘兄
小川

山崎父

２位①
稲森父

西弟
石井邦

２コート
石井邦
古谷

石田昭

１位②
西兄

近藤兄
本荘兄

１コート
西弟

稲森父
関口

１位①
野口

駒剣駒剣駒剣駒剣ＯＢＯＢＯＢＯＢ合同稽古会合同稽古会合同稽古会合同稽古会　　　　報告報告報告報告
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ＯＢ　古谷駿先輩ＯＢ　古谷駿先輩ＯＢ　古谷駿先輩ＯＢ　古谷駿先輩
みんな大きな声を出してがんばってください。みんなもＯＢになったらＯＢ会に出てください。

ＯＢ　野口先輩ＯＢ　野口先輩ＯＢ　野口先輩ＯＢ　野口先輩
久しぶりのＯＢ会は楽しいものでした。最初にアップもなく試合は少しキツカッタですが・・・
小学生は元気が良く稽古もイキイキしていて、こちらも元気になれました。できればもう少し
声（気合い）が出ればいいかなと思いました。また時間があれば参加したいです。

ＯＢ　本荘勇志先輩ＯＢ　本荘勇志先輩ＯＢ　本荘勇志先輩ＯＢ　本荘勇志先輩
疲れました。小学生との稽古は小学生のタフネスさに驚きました。素晴らしい先生に恵まれ
稽古しているのでこれからもがんばってください。

ＯＢ　小川先輩ＯＢ　小川先輩ＯＢ　小川先輩ＯＢ　小川先輩
うまくいかなくても、続ければ強くなる。

ＯＢ　渡辺聖宝先輩ＯＢ　渡辺聖宝先輩ＯＢ　渡辺聖宝先輩ＯＢ　渡辺聖宝先輩
大会とかで会っても稽古をする機会はなかったので、よかった。また先生方に久しぶりに稽古を
つけていただき、とても参考になった。

ＯＢ　稲森隆太郎先輩ＯＢ　稲森隆太郎先輩ＯＢ　稲森隆太郎先輩ＯＢ　稲森隆太郎先輩
今日はとっても疲れたけど楽しませてもらいました。短い間でしたが、駒剣はすごいなと改めて
思いました。ぼくは部活があるので、駒剣にいける機会が少ないけど、ヒマがあればいければいいと
思います。ぼくはまだ中１なので小学正会員の皆さんにアドバイスできることはあまりないけれど
とにかく、これからもがんばってください。今日はありがとうございました。

ＯＢ　河野先輩ＯＢ　河野先輩ＯＢ　河野先輩ＯＢ　河野先輩
小さい子になると、声があまり出ていないから、声を出していればよいと思います。

ＯＢ　本荘風人先輩ＯＢ　本荘風人先輩ＯＢ　本荘風人先輩ＯＢ　本荘風人先輩
試合ではほとんどの人が年上だったのでほとんど負けて悔しかった。これから部活で稽古に
励んで、強くなりたいです。練習のほうは怪我してちょっとしかできなかったので残念だった。

成人　金子弘美さん成人　金子弘美さん成人　金子弘美さん成人　金子弘美さん
終わった後の皆さんの笑顔が「きもちよさそ～！」って思いました。来年は仕事の休みを
早いうちから取って参加できたらと思いました。ありがとうございました。

成人　石田昭男さん成人　石田昭男さん成人　石田昭男さん成人　石田昭男さん
子どもたちの成長した姿がとても頼もしかった。

成人　山田さん成人　山田さん成人　山田さん成人　山田さん
中・高・大学生とたくさんの参加、ありがとうございました。高校・大学生の皆さんと稽古をして、
その上達ぶり、立派な剣道に大変感心しました。また、自分自身、丸山先生が言われていた
「気持ちで負けない」ことの難しさを痛感した次第です。一年間稽古に励み、今度会うときは
もっと良い稽古ができるようがんばります。

成人　山崎さん成人　山崎さん成人　山崎さん成人　山崎さん
尾島先生が、本荘先生のように、駒剣（剣道教室）を卒業してまた駒剣に指導者として
もどってくれることを楽しみにされているという話をされましたが、ＯＢの試合を見せていただき
その候補になる方が何人もいました。今、どの道場でも若い指導者がいなくて困っているようです。
候補になる方が多くいる駒剣は素晴らしい。このＯＢ合同稽古会は意義のある稽古会だと
感じました。

成人　渡邊順迎さん成人　渡邊順迎さん成人　渡邊順迎さん成人　渡邊順迎さん
一年ぶりに頼もしいＯＢ・ＯＧたちに会えてうれしかったです。迫力ある試合も・・・。野口君と
西君の決勝戦は素晴らしかった。総当たり、ハンディ有り勝ち抜き戦は頭のトレーニングにも。
来年はまた本荘先生のどういう企画が飛び出すのかな？期待をしつつ、不安（？）も・・・

保護者　石田麻紀さん保護者　石田麻紀さん保護者　石田麻紀さん保護者　石田麻紀さん
初めて記録をつけました。成人会員の方にいろいろと教えていただき、勉強になりました。
緊張しましたが、試合を間近で見ることができて気迫が伝わってきて、いつもと違った角度で
剣道をみることができ、おもしろかったです。
ＯＢの方が子どもたちに優しく教えて下さっていて、心温まるひとときでした。

６年　加藤くん６年　加藤くん６年　加藤くん６年　加藤くん
また１年ぶりにＯＢの先輩たちと稽古をして、やはり先輩たちはとても強いなと改めて実感
しました。次回からはぼくもＯＢなので、今の先輩たちに負けないようにがんばりたいです。

５年　田中くん５年　田中くん５年　田中くん５年　田中くん
面、小手、胴の一つひとつの技の基本を丁寧に教えてくれたことをありがたく思っています。
ＯＢ会員の方々、ありがとうございました。
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２年　本荘くん２年　本荘くん２年　本荘くん２年　本荘くん
つかれてて、休みたいくらいでした。でもがんばりました。

５年　神嵜さん５年　神嵜さん５年　神嵜さん５年　神嵜さん
ＯＢの人たちだけの試合はとても迫力があり、いい勉強になりました。

４年　山崎くん４年　山崎くん４年　山崎くん４年　山崎くん
すこしだったけど剣道をやれてよかったです。自由稽古のときはがんばりました。

４年　有賀くん４年　有賀くん４年　有賀くん４年　有賀くん
いろんな先輩と稽古ができてよかった。ＯＢの試合がすごかった。

４年　有田くん４年　有田くん４年　有田くん４年　有田くん
初めて広いところでやったみたら暑かったし、すぐ息も上がってしまいました。掛かり稽古でとても
疲れました。次に広いところでやるときは、もっと温度が低いときがいいです。

４年　木村くん４年　木村くん４年　木村くん４年　木村くん
ＯＢの先輩たちが試合をしているところがすごく印象に残ってます。特に、正確に早く打ってる
ところがすごかったです。またＯＢの試合の先輩たちが試合をしているところを見たいです。

渡辺良平

　みんなは中華料理（ちゅうかりょうり）は好きですか？　どんな中華料理が好きですか？
良平さんは餃子（ぎょうざ）、焼き飯（やきめし）、ラーメン、そして、酢豚（すぶた）が好きです
です。特に、パイナップルが入った酢豚が大好きで～す。

　今回は、中華料理の本場で大好きな『酢豚』がなかなか食べられなかったお話をします。
　平成4年の5月に初めて中国へ行きましたが、良平さんにとっては始めての海外出張で
した。　初めてなのに14日間も。で毎日、毎日、見たこともないようなおいしい？中華料理
の連続でした。　だんだんとわけの分からない料理ばかり食べてたので、日本で食べる
中華料理が食べたくて、食べたくて。。。。１０日位過ぎた時に山奥の町で関西弁が良く通
じない中国人の通訳（つうやく）の人にお願いしてみることにしました。

「酢豚が食べたいんやけど、なんとかしてくれまへんか？」
といつものように関西弁で聞いてみました。
そしたら、「酢豚？ってなんですか？」
「なんですか～～？って言われてもね、酢豚知りませんか？」、
「はい、知りません。」
「知りませんて、あんたは中国人やのに酢豚知らんの？
『酢豚』の『酢』はすっぱい『お酢』やで。」と説明したら。
「あっ！わかりました！まかせてください！」と言われ、お店へGo!
関西弁があまり通じない中国人がお店の人と何やらひそひそ
話し。ちょっと待ってすぐに出てきました！
ん～～っ？たしかに『酢豚』、でもちょっとちゃう。
いや、だいぶちがう。いや～ぜ～んぜんちゃうがな～～！！
と心の中でわめきながら。

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？？？？

大好評大好評大好評大好評！！！！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」」」」

皆さん、アンケートにたくさんの感想を書いてくれて、ありがとうございました。
今回はページのつごうで、全部のせることができなくてごめんなさいm(_ _)m
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そ～うなんです。『お酢』に漬（つ）けた焼き豚の塊（かたまり）が出てきました。
心の中では「そんなもん食えるか！どうせやったら醤油（しょうゆ）に漬けた焼き豚をだせ！」

次の日、また関西弁が良く通じない通訳に「酢豚いうのは、
　ほら～あの～豚肉のほかにﾋﾟｰﾏﾝとかﾀﾏﾈｷﾞとか
ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙが入ってて、とろっとして、ちょっとあまずっぱい
やつやで。」と説明。「あ～わかりました。まかせてください！」
と通訳さん。　昨日もそう言ったけどネ！

別のお店へGO ！また、お店の人とひそひそ話し。
いよいよ『酢豚』ﾁｬﾝ登場（とうじょう）！
お～～たしかに説明したとおりや！ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙは入ってない
けどﾋﾟｰﾏﾝもﾀﾏﾈｷﾞも、もちろん豚肉も入ってる。んっ？？
『お酢』で炒（いた）めた『すっぱい、すっぱい豚肉入り
野菜炒め』「やっぱりちゃうやんけ！！わしは日本で食べる
ようなﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙが入った『酢豚』がたべたいんじゃ～あ～あの甘酸っぱいﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙが
入った『す・ぶ・たー！』　食べた～い！。」

　前の日もそうでしたが、良平さんはやさしいので怒ったりしません。ちゃんとおいしそうな
顔して少しだけ食べましたよ。でも、よーあんなもん作りよるわ？感心（かんしん）するわ～！
と心の中では思ってました。でも『酢豚』はひょっとして中華料理ではないのかな？
とそんなことも考えていました。

　日本に帰る前の日、大きな町で泊まりました。やっぱり酢豚が食べたくて会社の人と二人
町に出かけてぷ～らぷら。そしたら、あるじゃないですか『ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ入りの酢豚』、日本で
食べるあの甘酸っぱい酢豚を食べさせてくれるお店がたくさん。しかも、ﾒﾆｭｰに写真入りで
あ～やっと食べれた『す・ぶ・たー』！おいしかったな～、ごちそうさま！（シャキ～～ン！）

　でも、『酢豚』ってどうやって作る
のかな？知ってる人～～？

　来月は、大人になっても怖（こわ）い
『歯医者』さんだよ～～（キュイ～～ン！）

良平さん、イラストを描いてくれたあこ先輩、ありがとうございました。
次回もよろしくお願いします！

良平さん、大好きな酢豚が食べられて良かったですね♪
次回の歯医者さんって何だかこわそう～～(^_^;)

そういえば、へんしゅーちょーがむかし、親知らずという一番奥の歯をぬいた
とき、翌日、歯をぬいたほうのほっぺが青いあざになってぶわ～っとはれて、
まるでだれかになぐられたみたいな顔になっちゃいました～(>_<)
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２人とも、今年の剣道教室の修了生です。ようこそ駒剣へ！

みんな、いろいろ教えてあげてくださいね。
連絡網は、野口くんが有田くんの次に、松本くんが渡辺（郁・靖）くんの次に
それぞれ入ります。各自記入をよろしくお願いします。

２部制に変更になっている日があります。気をつけてください。

いよいよ楽しい夏合宿が近づいてきましたよ～！体調管理に気をつけてがんばってください！！

よろしくお願いしま～す！！

７月の予定７月の予定７月の予定７月の予定

５（木）　　　通常どおり5:00～7:00
７（土）　　　２部制　　1:00～3:00、3:00～5:00　（駒場体育館）７（土）　　　２部制　　1:00～3:00、3:00～5:00　（駒場体育館）７（土）　　　２部制　　1:00～3:00、3:00～5:00　（駒場体育館）７（土）　　　２部制　　1:00～3:00、3:00～5:00　（駒場体育館）
８（日）　　　（成人）（成人）（成人）（成人）地区講習会　　北本
１２（木）　　通常どおり5:00～7:00
１４（土）　　２部制　　1:00～3:00、3:00～5:00　（駒場体育館）１４（土）　　２部制　　1:00～3:00、3:00～5:00　（駒場体育館）１４（土）　　２部制　　1:00～3:00、3:00～5:00　（駒場体育館）１４（土）　　２部制　　1:00～3:00、3:00～5:00　（駒場体育館）
１９（木）　　通常どおり5:00～7:00
２１（土）　　修道館にて　３：００～５：００　２１（土）　　修道館にて　３：００～５：００　２１（土）　　修道館にて　３：００～５：００　２１（土）　　修道館にて　３：００～５：００　（道場が使えないため）
　　　　☆駒剣夏合宿説明会　3:15～4:30　　場所　駒場体育館２階ロビー駒剣夏合宿説明会　3:15～4:30　　場所　駒場体育館２階ロビー駒剣夏合宿説明会　3:15～4:30　　場所　駒場体育館２階ロビー駒剣夏合宿説明会　3:15～4:30　　場所　駒場体育館２階ロビー
　　　　　　　　　（成人）（成人）（成人）（成人）南部合同稽古会　大宮武道館
２６（木）　　通常どおり5:00～7:00
２８（土）　　修道館にて　３：００～５：００２８（土）　　修道館にて　３：００～５：００２８（土）　　修道館にて　３：００～５：００２８（土）　　修道館にて　３：００～５：００　（道場が使えないため）
２９（日）　　（成人）（成人）（成人）（成人）四・五段審査会　　県立武道館

新入会員のお知らせ新入会員のお知らせ新入会員のお知らせ新入会員のお知らせ

お 知 ら せ

野口　亮（のぐち　りょう）くん野口　亮（のぐち　りょう）くん野口　亮（のぐち　りょう）くん野口　亮（のぐち　りょう）くん

松本　駿平（まつもと　しゅんぺい）くん松本　駿平（まつもと　しゅんぺい）くん松本　駿平（まつもと　しゅんぺい）くん松本　駿平（まつもと　しゅんぺい）くん

変更変更変更変更

変更変更変更変更

注意！注意！注意！注意！

８月の予定８月の予定８月の予定８月の予定

２（木）　　　通常どおり5:00～7:00
４（土）　　　２部制　　1:00～3:00、3:00～5:00　（駒場体育館）４（土）　　　２部制　　1:00～3:00、3:00～5:00　（駒場体育館）４（土）　　　２部制　　1:00～3:00、3:00～5:00　（駒場体育館）４（土）　　　２部制　　1:00～3:00、3:00～5:00　（駒場体育館）
９（木）　　　通常どおり5:00～7:00
１１（土）　　２部制　　1:00～3:00、3:00～5:00　（駒場体育館）１１（土）　　２部制　　1:00～3:00、3:00～5:00　（駒場体育館）１１（土）　　２部制　　1:00～3:00、3:00～5:00　（駒場体育館）１１（土）　　２部制　　1:00～3:00、3:00～5:00　（駒場体育館）
１６（木）　　通常どおり5:00～7:00
１７（金）～１９（日）　　１７（金）～１９（日）　　１７（金）～１９（日）　　１７（金）～１９（日）　　☆駒剣夏合宿　場所　新潟湯沢　白熊旅館駒剣夏合宿　場所　新潟湯沢　白熊旅館駒剣夏合宿　場所　新潟湯沢　白熊旅館駒剣夏合宿　場所　新潟湯沢　白熊旅館
　　　　　　　　　　集合　１７（金）　８：００　駒場体育館　　（寝坊・遅刻・２日酔い厳禁）
　　　　　　　　　　解散　１９（日）　17:00～18:00　駒場体育館または駒場サッカー場
２３（木）　　通常どおり5:00～7:00
２５（土）　　修道館にて　３：００～５：００２５（土）　　修道館にて　３：００～５：００２５（土）　　修道館にて　３：００～５：００２５（土）　　修道館にて　３：００～５：００　（道場が使えないため）
３０（木）　　通常どおり5:00～7:00

最後はお楽しみ、星やん武芸帳です。星野さん、よろしくお願いしま～す！最後はお楽しみ、星やん武芸帳です。星野さん、よろしくお願いしま～す！最後はお楽しみ、星やん武芸帳です。星野さん、よろしくお願いしま～す！最後はお楽しみ、星やん武芸帳です。星野さん、よろしくお願いしま～す！

剣道が強くなれ
ますように！！
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最後はお楽しみ、星やん武芸帳です。星野さん、よろしくお願いしま～す！最後はお楽しみ、星やん武芸帳です。星野さん、よろしくお願いしま～す！最後はお楽しみ、星やん武芸帳です。星野さん、よろしくお願いしま～す！最後はお楽しみ、星やん武芸帳です。星野さん、よろしくお願いしま～す！
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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。
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土曜日に塚越剣友会との交流会・ＯＢ会がありますが、そのときに今日の稽古の成果が出せるよう

21



　　成人会員さん、ありがとうございました。また、選手や応援してくれた皆さんからの感想をいただきました。

22



　　　　　　　「ぼくのチームは３位でした。銅メダルをもらいました。初めての銅メダルだったので、うれしかった

　　　　　　　「初めての銅メダルとしょうじょうももらえて良かったです。ぼくは一勝もできなかった　けど、岩附くんと

　おすもうのときみたく、なわみたいなものがあれば、もうちょっとちゃんとできたと思うが、鳩ヶ谷の

　です。最後に戸塚Aとたたかって、勝って優勝カップをもらったところが良かったと思います。」　　　
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　　　　「優勝できてとてもうれしいです。ぼくの出番は２回しかなかったのですが、鳩ヶ谷Ｂの大将は強かった
　　　　です。コテを一本取ったのはよかったのですが、守りに入ったため、コテを一本取られてしまいました。
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バスケットで体力消耗しすぎた。この夏にビリー・ザ・ブートキャンプでしっかり体作りをしようと思う。

29



30



思いました。ぼくは部活があるので、駒剣にいける機会が少ないけど、ヒマがあればいければいいと

その候補になる方が何人もいました。今、どの道場でも若い指導者がいなくて困っているようです。
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いよいよ楽しい夏合宿が近づいてきましたよ～！体調管理に気をつけてがんばってください！！
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