
　

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

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ね。おうちの人とみんなでよんでくださいね。おうちの人とみんなでよんでくださいね。おうちの人とみんなでよんでくださいね。

平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年１０１０１０１０月号駒場剣友会月号駒場剣友会月号駒場剣友会月号駒場剣友会
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

②つ、ついについについについに第第第第３３３３のののの部屋現部屋現部屋現部屋現るるるる？？？？？？？？

　　　　成人会員奮起新企画成人会員奮起新企画成人会員奮起新企画成人会員奮起新企画

『駒剣　勝手に指名リレー』

そのほかにも・・・盛りだくさん！

①いきなりインターナショナルいきなりインターナショナルいきなりインターナショナルいきなりインターナショナル！！！！
　　　　ニューヨークからニューヨークからニューヨークからニューヨークから、、、、
　　　　生生生生きのいいネタきのいいネタきのいいネタきのいいネタ入入入入ってるよってるよってるよってるよ～！！～！！～！！～！！

『駒剣ＮＹ支部だより』

ま、お茶でもしながら、じっくり読んで♪
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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

　朝晩に涼しさを感じられるようになりました。稽古にはいい季節です。

　さて、まずは何をおいても、９月２２日に行われた、第５回さいたま市民剣道大会について書かない
わけにはいきません。感動の連続！駒剣士、大活躍の一日でした。
　多数の入賞者が出たこと、これは大変立派なことです。私がうれしく感じたのは、もちろんそのことも
ありますが、試合に出た選手、みんなが試合前後の礼法が立派であり、そして稽古してきたことが
試合で出せるようになったことです。そこに駒剣の大きな成長の一歩を感じました。

　西君の優勝は格の違いを見せつけてくれました。
準決勝、決勝であたった選手は、他のコートだったら優勝するような力がありました。実際、決勝戦の
相手は昨年、一昨年と優勝していました。それでもひいき目でなく西君の剣道の方がよかった、優勝
するにふさわしい剣道だったと感じました。西君は、昨年までだって優勝しておかしくなかったのですが、
なぜか上位に残れなかった、何かが足りなかったのです。
それが今年は他を圧倒する剣道、何が身についたのでしょうか。

　隣では、石田涼君と加藤建太君が勝ち上がって、決勝戦を戦いました。お互いに先には負けられない
と思って決勝まで戦ったのか、どちらも気迫十分でした。
  涼君は延長延長を粘って勝ち上がってきました。今までなら根気が続かずあきらめてしまうような
試合も、最後まで気合いを入れて見事優勝！
　また、加藤君が、開会式で選手宣誓した内田君とやった試合。
今までだと名前負けして気後れした剣道になりがちでしたが、まったくそういう気配なし。最後の連続技
などは、気持ちで完全に勝っていないと出ない技に見えました。
　
　　古澤さんは、ライバル駒林さんに準決勝であたり・・・惜敗。でも、延長までもつれこみ勝てる気配が
出ていました。残念、もう一歩。とてもいい試合でした。
　入賞こそ逃しましたが、古谷君が１回戦で天馬の選手に決めたコテ、どなたか見ましたか。
素晴らしいコテでした。その後も攻めの気持ちを崩さず、時間切れでの１本勝ち。よくぞがんばったと
抱きしめたい気持ちでした。
　着実に力をつけている、渡辺靖宝、郁宝兄弟も初戦危なげない勝利。
見ていて、以前小風先生がおっしゃっていた「駒剣の子どもは、６年生になるとぐっと成長するね。」
という言葉を思い出しました。自分のことだけをやるのではなく、後輩の面倒を見たりして変わっていく
のでしょうか。

　下級生もがんばりました。須山君、かこさん、千葉さん、有賀君が入賞、ほかの人も自己ベストが
何人もいました。運動会で参加できなかった人は残念でした。来年こそはと、稽古に励んでください。

　小学生だけでなく、OB、OGたちもさすが駒剣士というところを見せてくれました。近藤麻美先輩、
本荘風人先輩が優勝、石田雄哉先輩、高橋薫平先輩が２位、奥山いずみ先輩、小川輝先輩、中牟田
侑紀先輩、松下茉由先輩、稲森隆太郎先輩が３位と入賞者多数。先輩たちが、駒剣の剣道が中学でも
通用することを証明してくれています。
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中学校といえば、９月３０日、１０月１日とさいたま市の新人戦がありました。ここでも先輩方は活躍。
近藤麻美先輩は、個人戦でなんと準優勝、見事県大会への切符を手にしました。直前に体調を崩し
て、一週間ほど休んでいたそうです。それからの快進撃、すごいですね。男子では高橋先輩が団体
と個人で、前田先輩が個人で県大会出場を決めました。

　忘れてはならないのが、渡辺聖宝先輩が選手を代表して、初日に選手宣誓を行ったことです。前日
にお母さんから連絡をもらい、うれしくて成人会員さん何人かにメールをしてしまいました。（わざわざ
駆けつけてくださった方あり(*^_^*)　堂々とした聖宝君らしい宣誓でした。本人の了解のもとに全文を
掲載いたします。

【　選手宣誓　】
　『宣誓！我々選手一同は日頃の稽古の成果を十二分に発揮すると共に、ご指導下さる先生方や、
　応援して下さる方々への感謝の気持ちを忘れずに、正々堂々と最後まで戦い貫く事を誓います。
　平成１９年９月３０日　選手代表　埼玉大学教育学部附属中学校 剣道部主将　渡辺聖宝』

　素晴らしいですね。まさに駒剣士ならではの宣誓ではないですか。
聖宝君よりコメントももらいました。

『当日はとても緊張しました。僕がこの言葉を選んだ理由は、先生方や先輩方、応援して下さるまわりの
方々への、日頃の感謝の思いを忘れずに、僕自身が試合に臨みたかったからです。』

　エライ、すごいぞキヨタカ！
　
　お宝ママからも一言いただきました。

『残念ながら私は勤務で息子の晴れ姿を見ることが出来ませんでした。>_<
大会前日にパソコンを使い、いろいろな言葉を調べていたようでしたが、結局素直な気持ちを言葉に
託す事にしたようです。聖宝は、本荘先生をはじめ、父のように母のように慕っている方々の前で
選手宣誓の大役ができとても励みになったようでした。結果は県大を目前に一本をとられ敗退となり
ましたが、選手代表として恥ずかしくない試合ができたことを喜ばしく思います。』

　う～ん、なるほど。母は県大会に出場することよりも、本人にとってみんなの前で宣誓できたことが大き
いと話してくれました。さすが・・・
　私はそのとき、壇上の審判席（キヨのすぐ前）に座っていましたので、携帯のムービーで撮り、お宝母に
送ろうと考えましたが、あまりにも目立ってしまうので自粛（断念）しました。
宣誓の後は、隣にいた星やんとウルウル状態。これまた感動の一コマでした。

　このように、毎週子どもたちから元気をもらっています。ありがたいなあと思います。
　
　さて、体育館の関係で、１０月には日曜日の稽古が２回、１１月には岸町コミュニティーセンターでの
稽古が２回あります。曜日や距離の都合で来られない人もいるかと思い、皆勤、精勤賞の対象には
しませんが、できるだけ参加するようにお願いします。稽古の始めの打ち込みもそうですが、人より
１本でも多くやることが上達に必ずつながるのです。

稽古の秋です。『努力はけして裏切らない』　そう信じてがんばっていきましょう。
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9/1(土)  山田先生
・夏休み最後の稽古。涼しくなってきたので練習にも力が入っていました。
・大きくすばやい動きを練習。なかなか声が出ていなかった子も、だんだん声が出てきました。
・奥山先輩が練習に参加してくださいました。

9/6(木)　本荘先生・尾島先生・奥山先生・古澤先生
・台風接近で悪天候の中、１３名の子どもたちが先週に参加していました。
・級審査の練習にて、西君、古澤さんが見本を見せてくれました。
・気合いが入っていてとても素晴らしかったです。

9/8(土)　本荘先生・菅原先生・木村先生
・級審査会。皆、日頃の練習の成果を出してくれたと思います。
・また、たくさんのお母さんたちが陰の力となって働いてくれました。本当に素晴らしい
　剣友会だと思います。

9/13(木)　石井先生・木村（由）先生
・前半・・・基本打ちと正確な打ち込み
・後半・・・試合に向けての技の稽古
・石井先生の大きな声に背筋がピンッとなりました。ありがとうございました。
・見学者　　北剣より中澤さん（４年生・２年生）・吉崎くん（４年生）、道祖土小山本くん（５年）

9/15(土)　本荘先生・木村先生
・本荘先生より　　昇級審査で新しい級に上がりましたね。いただいた級に負けないように
　稽古を頑張ってください。来週は大会です。仲間の応援を忘れないように。
・久しぶりの暑い日でしたが、みんながんばっていました。

9/20(木)　尾島先生・本荘先生・杉山先生
・今日は２２日の大会に向けての練習でした。前半は実戦的な技を中心に稽古しました。
・今年の大会は、学校の運動会と重なって出場できない子も多いので残念です。
・杉山先生が本多くんと野口くんを教えてくださいました。

9/27（木）　尾島先生
・尾島先生より　　２２日の大会は、駒剣からたくさんの入賞者が出ました。日頃の練習の
　成果だと思われます。次の目標に向かってがんばりましょう。
・運動会の連日の練習・準備で大変なときだと思いますが、気合いの入った練習ができました。
　多少疲れの見える子もいました。

9/29（土）　木村先生・尾島先生
・木村先生より　　今日は運動会の学校が多く、人数が少ないですが、がんばっていきましょう。
・尾島先生より　　少ない人数でしたが、よく声が出ていました。

お当番さん、ありがとうございました。m(_ _)m

９月のお当番さんノートの感想より９月のお当番さんノートの感想より９月のお当番さんノートの感想より９月のお当番さんノートの感想より
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小学３年生以上個人戦　結果並びに成人会員さんのコメント結果並びに成人会員さんのコメント結果並びに成人会員さんのコメント結果並びに成人会員さんのコメント

小学校３年生小学校３年生小学校３年生小学校３年生

相手の動きがよく、面を決められた。よく攻めていた。

　「わたしは、天馬と１かいせんであたってしまいました。天馬はとてもつよくて
　かてませんでした。でも、大きな声がだせたのでよかったです。」

足がすべって調子がくるったのか面を取られてしまったが、
すぐに調子を取り戻し、面、抜き胴、引き胴と本当によい技
が出た。惜しい試合だった。

　「天馬の村田君っていう人にまけました。来年は１回はかちたいです。」

小学校４年生小学校４年生小学校４年生小学校４年生

茂木　明日香茂木　明日香茂木　明日香茂木　明日香　　　 －メ　　澤村（日進二） 相手の方が少し元気があったかな。よく攻めていました。惜しい！

  「私は、一回戦目でいきなり負けてしまいましたが、自分では少しがんばったかなぁと思い
  ます。次は、二回戦目まで行きたいです。また、試合に出たいなぁと思います。」

有賀　大穂有賀　大穂有賀　大穂有賀　大穂　　 メメ － 中村（中尾）　　　　　　　素晴らしい面，まっすぐに伸びる面でした。
　　　　　　　　　　メメ －　　　 保坂（三室） 秒殺でした。有賀君の面を見て剣道がまた好きになりました

またもや秒殺。相手が出てくる所を合わせての先を取った
面は稽古のたまもの。

　　　　　　　　　　　　 － メメ 樺沢（天馬）　 有賀君の面を持っても面をもらいました。相手は試合慣れ
していました。３位おめでとう！３位おめでとう！３位おめでとう！３位おめでとう！

　「ぼくは三位になりました。天馬のうごきがすばやく、フェイントがうまくて、手が出ません
　でした。こんどの試合はきょうてき天馬をたおすぞ！」

中牟田　莉奈中牟田　莉奈中牟田　莉奈中牟田　莉奈　△　－メメ　山田（天馬）

渡辺　周平渡辺　周平渡辺　周平渡辺　周平　　　　　－メ　　村田（天馬）

　　　　　　　　　　メメ －　　大豆生田（槻の森）　

さいたまさいたまさいたまさいたま市民剣道大会市民剣道大会市民剣道大会市民剣道大会のののの結果報告結果報告結果報告結果報告

山崎　直人山崎　直人山崎　直人山崎　直人　　　　　－　メ　寺尾（天馬）　　　相手は強かった。これからの稽古で来年一勝を目指せ！
　
　「ぼくは初めて試合に出ました。次が自分の試合の時は、ものすごくきんちょうしました。
　　試合は負けちゃったけど、今度は勝ちたい。次はまず１回戦をとっぱできるよう、
　　これからのけい古をがんばりたいです！」

小学校５年生小学校５年生小学校５年生小学校５年生

千葉　智佳　千葉　智佳　千葉　智佳　千葉　智佳　　メ　 －　　　小島（一心館）　　積極的に面を攻める。下がる所を攻める。延長に入り相手
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の引き際をきれいな面。
　　　　　　　　　 メ　 －　　　桜井（大宮中央）　立派な剣道です。絶えず相手よりも先に打つ。気持も強い
　　　　　　　　　　ド　－ メメ 宮﨑（天馬）　　　 相手は試合慣れしていた。１本を取られてから相手は守り
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に入っていたようでした。３位おめでとう！３位おめでとう！３位おめでとう！３位おめでとう！

　　　　「わたしは準決勝で天馬の宮崎さんとやり、負けてしまいました。でも、三位になれた
　　のでよかったです。」
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中島　拓中島　拓中島　拓中島　拓　　　　　　－　メ反　清水（埼玉田島）　初めての試合なのに軽快な動きでがんばった。退がって
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しまったのが残念。

　「今日は初めての試合できんちょうしていて、勝てなくて残念だった。もっと練習して
　　勝てるようになりたい。」

細谷　遼太細谷　遼太細谷　遼太細谷　遼太　　ド　 －　　　　山田（三室）　　　　お互いにキビキビした試合だった。一瞬の隙を見逃さず
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴を打ったのはさすがでした。
　　　　　　　　　　　　－　メ反　林（中尾）　　　　　　２回の場外反則は相手が意図的に押し出したようにも見えた。

　「準々決勝で負けて、とてもくやしかった。こて・面・どうの応じ技がいつでもできるようにしたい。」
　
石田　陸人石田　陸人石田　陸人石田　陸人　メメ　 －　　　　斎藤（一心館）　　　落ちついてコテ抜き面を決めた。
　　　　　　　　　メ　　 －　　　　高木（内野本郷）　　気合いで相手を押していた。
　　　　　　　　　メ　　 －　　コ　　蔵田（天馬）　　　　　コテを取られた後メンを取り返したのは立派だった。

　「今回は３回戦で判定負けでした。もっとせっきょくてきにせめてれば、よかったと
　　思います。次の試合はもっとせっきょくてきに攻めたいです。」

神嵜　恵神嵜　恵神嵜　恵神嵜　恵　　　メ　－　　　 石渡（内野本郷） 終始攻め続けおしい技が多かった。最後は延長で引き面を決めた。
　　　　　　　　　　  －　メ　 宮﨑（天馬）　　　 気合いは十分だったが攻めが少なかったか。おしい負け

　「私は、２回戦目で天馬の宮﨑さんとあたってしまい、メンとどうを取られてしまいました。」

稲森華乃子稲森華乃子稲森華乃子稲森華乃子　　　－　メ　 相良（日進二）　　前半に相面を決められた。後半よく粘り相面があったが、時間切れ。

　「１回戦目でまけちゃったけど、いい経験になりました。今度の時は、１本とりたいです。
　　相手の人は、面がまっすぐきまってました。私も中心をとって、まっすぐ打てるようになりたい
　　です。」

渡辺　かこ渡辺　かこ渡辺　かこ渡辺　かこ　ドド －　　　　坂本（大宮中央） コテや連続技で有利に試合を進める。返し胴を２本きめる
　　　　　　　　ド    －　メ　　 鈴木（大宮中央）延長の末、判定勝ち。立派な試合でした。
　　　　　　　　コ　　－　　　　武井（片柳）　　　相手を見て、スキを見てのコテは見事でした。
　　　　　　　　コ　　－　メメ　米内（天馬）　　　相手の引き面入ってたかな？よくがんばったね！３位おめでとう！３位おめでとう！３位おめでとう！３位おめでとう！

　「私は準決勝までいって、２位になった天馬の米内さんとあたって、１本どうをとれたけど
　　２本面をとられて負けてしまいました。でも、市の大会で初めて入賞できてよかったです。
　　また、ひさびさにどうをたくさんきめられて嬉しかったです。」

小林　滉生小林　滉生小林　滉生小林　滉生　ド 　－　　　　海老原（一心会） 序盤の引き胴が鮮やかに決まる。自分より大きい相手に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　気合い負けしなかった。
　　　　　　　　　　　－　ドメ　椎野（中尾）　　序盤に引き胴を決められてしまう。懸命に反撃したがあと少しだった。

　「１回戦目は一心会とあたって、ひきどうをきめてかちました。次の２回戦目は、中尾
　　剣友会とあたって、どうとめんをきめられて負けてしまいました。でも、一試合勝てた
　　のでよかったです。」

須山　直斗須山　直斗須山　直斗須山　直斗　メメ－　　　　井手口（養心館）　メンに勢いがあった。相手は途中でメンひもが解けるなど
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　気合負け。
　　　　　　　　 メ　－　　　　佐久間（大宮武蔵）初太ちのメン決まる。積極的に技を出し終始相手を圧倒。
　　　　　　　　 メメ－　　　　関根（東大宮）　　出ばなメンが２本立て続けに決まる。
　　　　　　　　 　　－　コ　　内田（天馬）　　　 出ばなコテ決められる。相手が出てくるのを待ってしまう場
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　面があり、時間がもったいなかった。３位おめでとう！３位おめでとう！３位おめでとう！３位おめでとう！

　「初めて３位になれてうれしかったです。２回２本勝ちできて、よかったです。
　　次は２位になってみたいです。」
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田中裕一郎田中裕一郎田中裕一郎田中裕一郎　ド　 －　　　　　人見（片柳）　　　　引き胴がきれいに決まった。それ以外の技ももう少しでと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いうものが何本かあった。

　　　　　　　　　　　　　－メメ　　厚澤（豊武館）　　いい動きだったが惜しくも敗れてしまった。でも次が楽しみ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　になる試合だった。

　「今回、久しぶりに試合に出場して、一試合だけですが勝つことができました。試合前に
　　予想していたのとは違ったので、とても嬉しかったです。僕の試合目標（次回）は、
　　今回の試合で相手のこうげきを待っていたときがあったので、それをなくすと共に、
　　自分から攻めていく剣道をしたいです。」

小学校６年生小学校６年生小学校６年生小学校６年生

古澤　由奈古澤　由奈古澤　由奈古澤　由奈　ココ　－　　　　堤（東大宮）　　　　出ゴテがきれいに決まった。
　　　　　　　　　メメ　 －　　　　井上（原山）　　　　　調子が出てました。
　　　　　　　　　　　　 －　メ　　駒林（天馬）　　　　　試合内容はよかったと思います。一歩前進できました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３位おめでとう！３位おめでとう！３位おめでとう！３位おめでとう！

　「昨年の相手に負け、くやしいけれど、みんなが応援してくれたから３位になれました。
　　これからも稽古をがんばりたいです。」

渡辺　靖宝渡辺　靖宝渡辺　靖宝渡辺　靖宝　メメ　－　　　　水沢（大宮武蔵）　メンがよかった。
　　　　　　　　　　　 －反　　　高山（中尾）　　　　よく攻めたが場外反則２回で負け、もったいない。

　「一回戦目は、早い打ちで続けて二本とることができた。二回戦は激しく動きすぎたため
　　場外に出てしまい、反則２回で一本取られて負けてしまった。とてもくやしいです。」

加藤　建太加藤　建太加藤　建太加藤　建太　メメ　－　　　　田島（東大宮）
　　　　　　　　　メメ　－　　　　坂本（三室）　　　　見本のような面２本。
　　　　　　　　　メメ　 －　　　　内田（天馬）　　　　攻め勝ち。特に二本目は三回追い込み面、素晴らしい。
　　　　　　　　　メメ　 －　　　　高山（中尾）　　　　勢いに乗っていた。きれいに二本文句なし。
　　　　　　　　　　　　 －　コ　　石田（駒場）　　　　涼が建太の手元が上がったのを見逃さなかった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　準優勝おめでとう！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　準優勝おめでとう！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　準優勝おめでとう！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　準優勝おめでとう！

　「僕は今日、久々に大会に出場して、２位に入賞することができました。これも、日頃からの
　　練習の成果を十分に発揮できたからだと思います。今後の大会（次の大会）まで、また
　　更に練習を重ね、成果を十分に発揮していきたいです。（中心をしっかり取る）」

石田　涼　石田　涼　石田　涼　石田　涼　　不戦　－　　　　　関口（日進二）
　　　　　　　　メ　　　－　　　　　飯野（三室）　　　よく攻めた。思い切りいい面で決めた。（延長）
　　　　　　　　コ　　　－　　　　　金子（槻の森）　何度目かのコテ決める。（延長）
　　　　　　　　メ　　　－　　　　　寒江（内野本郷）気合い十分だが、抜けきらず。なかなか決まらず。最後
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に渾身の面。
　　　　　　　　コ　　　－　　　　　加藤（駒場）　　　決勝は激しいぶつかり合い。石田は胴、建太は抜き面な
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ど良い技が出るが、終盤に建太の手元があがったところ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を石田がコテを決めた。ほぼ互角の戦いでした。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　優勝おめでとう！優勝おめでとう！優勝おめでとう！優勝おめでとう！

　「ぼくは試合をする前に「今までどおりの自分の剣道をやろう」と思いながら試合に
　　いどみました。１回戦は不戦勝でしたが、２回戦から相手のすさまじい打ちがおそって
　　きて、気合いでは勝とうと思い、相手に負けない大きな声で面や小手を打ちました。
　　３回戦は、相手の小手がよく当たり、ピンチでした。ぼくはぜったいに勝ちたかったので
　　延長戦になってすぐに思いっきり小手を打ち、勝つことができました。決勝戦では
　　加藤君と試合をして、うでの力がなくなりながらも打ち合い、加藤君の一瞬のすきを
　　ねらって小手を打ち、１本をとり、そして時間になり優勝することができました。」
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みんな本当によくがんばりました。お疲れさまでした。
また、ご指導くださった先生方、前日の準備から当日の
役員や審判、記録を付けてくださった成人会員さんや役員の皆さん
大変お世話になりまして、ありがとうございました。

次は　良平さんのお部屋へＧＯ～！　歯磨き　し・よ・お～♪オーッ！！

　良平さんは6月から歯医者さんに行っていますが、未だ治療（ちりょう）は終わっていません。
歯磨きをしっかりするようになったので、歯ぐきが良くなり、臭かったお口もずいぶん良くなりました。
　まだまだ歯医者さんへは行かなければいけないのですが、３ｹ月間通院（つういん）して感じたこと。

（１）　できれば歯医者さんへはもう行きたくない。　
（２）　歯医者さんへ行かなければいけなくなったのは自分の責任。
（３）　食べた後にちゃんと歯磨きしていればむし歯にはならない。
（４）　ジュースやあめを食べた後にも歯磨きをした方が良い。
（５）　歯医者さんは怖くない。

　ところで、みんなはアメリカのメジャーリーグで活躍している「イチロー選手」は知っているよね。
イチロー選手だけじゃないけど、プロ野球の選手はほとんどみんなむし歯が無いプロ野球の選手はほとんどみんなむし歯が無いプロ野球の選手はほとんどみんなむし歯が無いプロ野球の選手はほとんどみんなむし歯が無いそうです。
なんでやろ～？？？

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？？？？

渡辺良平

歯歯歯歯をををを大切大切大切大切にしようぜいにしようぜいにしようぜいにしようぜい！！！！

古谷　慧古谷　慧古谷　慧古谷　慧　　コ　　　－　　　　　井上（天馬）　　　いい出コテ！！
　　　　　　　　　　　　－　メメ　　埜口（槻の森）　身長差があり相手の飛び込み面を受けてしまった。

　「一回戦は勝ったが、二回戦で負けてしまった。次は、このくやしさをバネにして
　　がんばりたいです。」

渡辺　郁宝渡辺　郁宝渡辺　郁宝渡辺　郁宝　　メメ －　　　　　中川（秋本）　　　少々本調子ではないものの引き面と抜き面を決めた。
　　　　　　　　　　　  －　　コ　　丸山（田島団地） つばぜり合い後の引きゴテ、一瞬気を抜いてしまったか

　「１回戦目は面が決まり、２本勝ちできたが、２回戦目は面が決まらず、あせってしまい
　　いつもの力が出せず、残念な結果となってしまった。」

西　聖仁西　聖仁西　聖仁西　聖仁　　メメ　　－　　　　釣舟（片柳）　　出だし少しペースがつかめなかったようだが、すぐにいつも通りに。
　　　　　　　　ココ　 －　　　　旭（東大宮）　　面もおしい！
　　　　　　　　メ　　　－　　　　松橋（天馬）　　身長差あるが見事な飛び込み面！
　　　　　　　　メ　　　－　　　　埜口（槻の森）　きれいな面で決めた！優勝おめでとう！優勝おめでとう！優勝おめでとう！優勝おめでとう！

　「優勝できてとてもうれしいです。ここで気をぬけば、負けてしまうので、
　　気をぬかずに、これからも練習をがんばります。」
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　剣道をする時、一番力を入れるのは「メ～ン、ド～、コテー！」と大きな声で口を明けて打ち込む時
だよね。その時は当然、口を明けて大きな声で気合を入れているから歯はかんでいないよね。

　ところが、野球で一番力を入れる時はボールをバットで打つ時なのはみんなもわかると思うけど

その時に、野球選手は歯を「ギュット」かみしめて打つ野球選手は歯を「ギュット」かみしめて打つ野球選手は歯を「ギュット」かみしめて打つ野球選手は歯を「ギュット」かみしめて打つんだよ。
　でも、むし歯があると、かみしめることが充分にできなくなる。
充分に歯をかみしめなければ、ボールを力いっぱい打つ事ができなくなるんです。

　だから、スポーツ選手、特に力を入れるときに歯をかみしめるスポーツの選手はスポーツの選手はスポーツの選手はスポーツの選手は、、、、

歯をとても大事にしている歯をとても大事にしている歯をとても大事にしている歯をとても大事にしているんだって。
　運動会で綱引き（つなひき）をするときにも、みんな歯を「ギュット」かみしめてるよね。

　でも、歯磨きってめんどくさいよね。　
そこで、一つ良平さんから提案です。

「ながら歯磨き」「ながら歯磨き」「ながら歯磨き」「ながら歯磨き」っていうのを知ってますか？
「～ながら」って言うのは、例えば、「ご飯を食べながらテレビを見る。」とか「歩きながら話す。」って
いう時の「～ながら」です。
　そう、「ながら歯磨き」は「ﾃﾚﾋﾞをみながら、歯磨きをする。」、「マンガ本を読みながら歯磨きをする。」こと
をいいます。本当は「ながら」ではなく、ちゃんと歯磨きをした方が良いんですよ。

でも、ご飯を食べた後に直ぐﾃﾚﾋﾞをみたい時ってあるよね。
そんな時は、ﾃﾚﾋﾞをみながらでも食後すぐに「ながら歯磨き」をしてください。
でも、ぼ～～っとﾃﾚﾋﾞをみないでちゃんと歯磨きの手も動かして下さいね。

　良平さん家はみんな、ながら歯磨きです。良平さん家はみんな、ながら歯磨きです。良平さん家はみんな、ながら歯磨きです。良平さん家はみんな、ながら歯磨きです。
ﾏﾏさんは新聞の広告（こうこく）をみながら、「あっ！安い」って言いながら。あこ先輩、かこ、周平は
だいたいはテレビを見ながら15分くらい歯磨きしてコマーシャルになったら一斉（いっせい）に
口をゆすぎにいきます。
　

ながら歯磨きのおかげで、
あこ先輩、かこ、周平の３人は、
今までほとんどむし歯になった事がなく、
歯医者さんへもほとんど行ったことが
ありません。
チョッと行儀悪いですが、お母さん方
むし歯になるよりはいいですよ～～。
多めにみてあげてね！

来月は「モノレールの中で見た、
とっても礼儀正しいおじいさん。」だよ。

なるほど～「ながら歯磨き」ね～♪
それならウチでもできるかも！

良平さん、あこ先輩、ありがとうございました。
イラスト　超似てる～～！！さすが！
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このたび、駒剣からアメリカ・ニューヨークに
親善大使として派遣された（え～？！）岩附ファミリーから
現地レポートが届いていますので、ご紹介しま～す。

アメリカにアメリカにアメリカにアメリカに来来来来てててて１１１１カカカカ月月月月。(^_^)。(^_^)。(^_^)。(^_^)

こんにちは。(*^_^*)
こまけんNY特派員の岩附で～す。
アメリカに来て１カ月。子どもたちはＮＹ日本人学校へ通って
います。学校は８月１３日から始まっていて、もうだいぶ慣れ、
楽しく通学しています。気の合う友だちもできたようです。
私も毎日のお弁当作りとバス停までの送り迎えにずいぶん
慣れました。

さてさてさてさてさてさてさてさて、、、、本日本日本日本日はははは９９９９．．．．１１１１１１１１。。。。

そう、６年前、世界貿易センタービルがテロにより破壊され、３０００人もの人々が亡くなった
日です。今日は、ＴＶは追悼の中継番組や遺族の方々の特集番組が中心でした。
ＮＹ日本人学校でも、世界平和について、みんなはどう思うか？など、話し合ったようです。
世界の子どもたちが、みんな、笑顔で安心して暮らせるように・・・と願うばかりです。

ちなみに、ＮＹ駐在員のうちの夫には、会社から「危険手当」なるものが付いています。
う～ん、危険？！なんだねー！ＮＹは！命がけの転勤かー？！って感じですが。
私はいつも思います。
どんな国でも、どんなところでも、家族が一緒なら！って！！(^_^)v

さて、本題へ・・・行行行行ってきましたってきましたってきましたってきました！！！！アメリカのアメリカのアメリカのアメリカの剣道場剣道場剣道場剣道場！！！！！！！！

実は、優衣が金曜日のHRでクラス（２年A組）のみんなに
「私のお母さん」という題でお話をしたんだそうです。(*^_^*)マイッター。

「うちのお母さんは、アメリカに来て、ますます元気で、さいきんは、剣道はじめたい！！って
毎日もえちゃってたいへんなんです。みんなのなかで、剣道ならっている人とか、
道場をしっている人がいたら、おしえてくださーーい！！」って。

そ、そしたら、いたんです！剣道を習っているお子さんが！！
加藤クンという４歳からアメリカで剣道をしている男の子です。その加藤クンの紹介で
９月８日（土）出かけてきました。

ScarsdaleScarsdaleScarsdaleScarsdale　　　　KyudoukanKyudoukanKyudoukanKyudoukan　　　　DojoDojoDojoDojo
スカースデールスカースデールスカースデールスカースデール　　　　求道館道場求道館道場求道館道場求道館道場

我が家から車で３０分くらいのNY州・Scarsdale（スカースデール）という所にある道場です。
Scarsdale　Kyudoukan　Dojo(スカースデール　求道館道場）と言います。

モーツァルト石塚先生モーツァルト石塚先生モーツァルト石塚先生モーツァルト石塚先生という先生が代表をされています。
アメリカで剣道を広めたいと、米国東部剣道連盟を開いた、とても有名な方です。

こまけんニューヨーク支部だよりこまけんニューヨーク支部だよりこまけんニューヨーク支部だよりこまけんニューヨーク支部だより

 N.Y.N.Y.N.Y.N.Y.
U.S.A.U.S.A.U.S.A.U.S.A.
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稽古は毎週土曜日午後３時～４時半が初心者・一般稽古。
初心者クラスは、加藤クンのお父さん（７段）が指導してくださいました。
この加藤ファミリーは剣道一家♪　ママさんも４段です。
弘樹は、まずは初心者クラスで稽古させていただきました。
面は付けず、基本を大事に教えていただきました。

弘樹コメント・・・「なんだか、キンチョーしたよぉ～！」
　 「アメリカ人の胴着すがたってかっこいい～！」

「道場訓が駒剣と同じだった！アメリカ人も日本語で言ってたぁ！すごい！」
「アメリカ人の人で、ドレッドヘアーの人がいた！」
（黒人の方で、髪の毛が５０本くらいの三つ編みになっていたんです♪ステキ♪）

この道場（Dojo)では、アメリカ人と日本人の割合が半々ぐらいだそうです。
大人の方も、初心者・子どものクラスの時間に合わせていらしていて、稽古しています。
とってもアットホームな雰囲気です。♪(^_^)♪
弘樹のコメントにもあったように、先生は英語と日本語の両方で指導してくださいます！！
現地校が長いお子さんは日本語が通じないですし、アメリカ人の方も多いからです。

何だかとってもインターナショナルな雰囲気なんですよ♪
会話もそうですが、Ｄｏｊｏにはアメリカの国旗が飾ってありますし、Ｂｏｇｕ（防具）のたれ
の名前の刺繍も、漢字とアルファベット（ローマ字）両方の表記です。

代表のモーツァルト石塚先生はとてもお顔が広いそうです。（なんといっても米国東部剣道連盟
会長さんです） ７５歳というお年でもあるので、他にも指導に加わってくださる先生方が
たくさんいらっしゃいます。
全米剣道大会で１位のＳｈｏｚｏ　Ｋａｔｏ先生、慶応ＮＹ学院剣道部の顧問　清水先生など
皆さん、とーーってもステキなんですよ！！
（もちろん、駒剣の本荘先生、尾島先生、ほしやん、みなみなさまもステキですよーーー！！）

石塚先生とお話させていただいたところ、
「ここは４歳から上は７５歳までの剣士がおります。人生は長いですよ、お母さん。
　お子さんと異国の地で剣道ができるなんて、幸せなことですぞ・・・。」

た、確かにーーー！！！   こうして

弘樹＆優衣＆母・成子も入会決定となりました！！！弘樹＆優衣＆母・成子も入会決定となりました！！！弘樹＆優衣＆母・成子も入会決定となりました！！！弘樹＆優衣＆母・成子も入会決定となりました！！！メデタイ！！(^^)/

どの国で暮らしても、“出合い”というものはあるものですよね～。
優衣と加藤クンの繋がりがなければ今回の出合いはなかったのですものね(*^_^*)
ご縁というのは不思議なものですな～。

本荘先生をはじめ、駒剣の皆さんには本当にいろいろとお世話になりました。
アメリカへ来てしみじみ、皆さんへの感謝を感じております。
皆さんにいただいたお手紙や写真は、日本が恋しいと思うとき癒してくれます。
先日、週４日のアメリカ人の先生による英語の授業に苦戦してつらい時、
帰宅した弘樹は、机の中から「道場訓」を取り出していました。
（家政婦は見た！ではないですが、弘樹母は見た！）そんな息子の姿に、母は
涙が出ました。（；。；）　ガンバレ、弘樹！！

そうそう、弘樹父にも、剣道をやれーー！と私がしつこく誘惑中です。
弘樹父も含め、「親子で剣道大作戦inNY」が成功したらまたご報告しますね♪

まずは、「はじめの一歩」を踏み出したご報告でした♪
以上、こまけんニューヨーク支部から岩附成子がお届けしました。　ＥＮＤ

Ｐ．Ｓ．　　市の剣道大会はいかがでしたか？弘樹が「みんな、きっとがんばっている
　　　　　　よね、母さん！」。「そうね！」と今回は家族でＮＹから声援を送っていました。
　　　　　　念力～？届いたかなあ？
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あわわ！ＮＹからの念力！ビンビンに届いちゃってたみたいです～！！ありがとう！！
岩附くんも元気でがんばっているんですね～。
お礼にこちらからも応援念力を飛ばしちゃいましょう！！！岩附君と岩附ファミリー、ファイトー！

これからも、稽古で苦しい時、宿題たくさんでつらいなあ～と思うとき
海の向こう、空の向こうでがんばっている友だちを思い出してみるといいかも！
よし！もうちょっとがんばろうって思えてくるかもしれません。お互いにね？(*^_^*)

それにしても、モーツァルト石塚先生にドレッドヘアー剣士のいるＮＹ求道館道場！！
恐るべし！岩附ファミリーがＮＹ仕込みの剣道一家になるのも時間の問題か？
岩附成子特派員、ステキなレポートありがとうございました。
また、よろしくお願いしますね(^^)/

大御所「星やん武芸帳」や新勢力「良平の部屋」に任せてばかりはいられない！？と
成人会員さんたちが奮起！このたび満を持して始まったこの企画。
とりあえず、お題は自由。日頃思っていることや、懐かしい子ども時代のこと、私生活、
はてまた、得意料理のレシピ公開やこれからの夢など、思いのたけをつづった後は、
来月号のライターとして誰かを指名してもらおうというコーナーです。
（え～；聞いてないよ～というあなた。無理もない、先ほどやっと固まった話らしいですから…(^^;)）

というわけで、栄えある第一走者、実は鹿児島県出身だった！稲森久士選手稲森久士選手稲森久士選手稲森久士選手です！！
なお・・・気まぐれに、文中ところによりアイノテが入ることがありますが、何とぞご了承頂けますようm(_ _)m

突然の新企画！　突然の新企画！　突然の新企画！　突然の新企画！　「駒剣　勝手に指名リレー！！」「駒剣　勝手に指名リレー！！」「駒剣　勝手に指名リレー！！」「駒剣　勝手に指名リレー！！」

　僕が育った鹿児島市には、昔、郷中（ごじゅう）教育郷中（ごじゅう）教育郷中（ごじゅう）教育郷中（ごじゅう）教育という師弟教育制度があったそうです。
地域ごとに年長者｢二才（にせ）｣が年少者｢稚児（ちご）｣を教え、年少者は学問道徳や武芸など
通して、｢うそを言うな｣｢負けるな｣｢弱い者をいじめるな｣ということを、日々先輩から教わる場で、
のボーイスカウトの原型になったものだそうです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へえ～そうなんだ～！！鹿児島ってすごい！

　
　

　
　余談ですが、鹿児島弁で青年のことを二才（にせ）と言います。イケメンは｢よかにせ｣、非イケメン
さんは｢ぶにせ｣と言います。（良か二才、不二才。単純です(^_^;)）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そういえば、「よか○○どん」っていうお店がありましたっけ？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そういう意味だったんですね～♪

駒剣駒剣駒剣駒剣のことのことのことのこと、、、、故郷故郷故郷故郷のことのことのことのこと

稲森久士稲森久士稲森久士稲森久士

　　　　大きく脱線しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いえいえ、それほどでも。まだそんなに走ってないですから。

　そこには、年長者が自覚と責任感を持って年少者を教え・鍛え・守り、年少者は年長者から
学び・敬う関係があったのだと思います。私が今年痛恨の欠席を喫してしまった、駒剣夏合宿が
日常的に存在していた感じでしょうか。
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というわけで、大本さ～ん大本さ～ん大本さ～ん大本さ～ん、「勝手に指名リレー」のバトンが回りましたので、
１１月号よろしくお願いいたしますm(_ _)m
稲森さん、“楽しい鹿児島弁講座” ！？をありがとうございました～！！！　

　僕が駒剣剣士達の年代までは名残がありました。高校生か中学高学年生がリーダーになって
山や田んぼで遊んだり公民館で読書会や勉強会（単なる宿題）をしていました。毎日では
ありませんがイベントとして決められていた訳でもなく、年長者が声掛けすると自発的に伝令？が
飛び集まってきていました。
　
　ここ数年、子供達に関する居たたまれない、悲しいニュースが毎日の様に報道されています。
単純な原因ではないと思いますが、人として極めて基本的なことを学ぶ機会・教える機会が
無くなってきているんだと思います。地域でのコミュニケーションも薄れてきています。

　　駒剣は、郷中教育と趣旨は違いますが、年長者が年少者を教え、学び、学区を越えた地域の
付き合いもできる良い環境だという点では共通していると思います。私たち大人にとっても同様です。

なるほど、確かに！

　先日の大会で、駒剣剣士・OB諸氏は素晴らしい結果を残しました。とても嬉しい事ですし、
みんながさらに頑張れる大きなきっかけになったと思います。

　でもさらに、先生方がいつもお話されるように、剣道が強くなる事だけが目的でなく、人間的に強く
優しく成長して欲しいと思います。
　そして私達大人は、｢駒剣｣という〝場〟〝機会〟を大切にしていかなければいけないと思っています。

ホントにホントにそうですよね～。
さすがは第一走者！
見事にまとめられました。勝負あり！です

堅い話になっちゃったので、最後に
『剣道でも生きる上でも、何の役にも立たない鹿児島講座』『剣道でも生きる上でも、何の役にも立たない鹿児島講座』『剣道でも生きる上でも、何の役にも立たない鹿児島講座』『剣道でも生きる上でも、何の役にも立たない鹿児島講座』です。

　１．鹿児島でも日本酒はもちろん「酒」といいます。でも、焼酎のことも酒といいます。
　　　（酔えば何でもいい県民なのでしょうか。３時のお茶の時も焼酎が出ます←車両運行者は除く）
　２．さつまいものことは、「唐（から）いも」といいます。（唐から伝来したからだと思います。）
　３．「けをけてけてけ」で、どういう意味だと思いますか？
　　　　　答え：　「貝を買って帰って来い」の意味になります。もはや日本語ではありません。。。

　　※　鹿児島の名誉のために加えますが、「日本酒」「さつまいも」どちらも日本語としては
　　　　　存在します。知らないわけではありません。
　　　　　また、意味もなくいつも「けけけけ」と言っているわけではありません。念のため。

ケヲケテケテケテ・・・
鹿児島弁っておもしろ～い！！！

それでは、来月は・・・大本郁子さんにバトンタ～ッチ！！大本郁子さんにバトンタ～ッチ！！大本郁子さんにバトンタ～ッチ！！大本郁子さんにバトンタ～ッチ！！

いわゆるガキ大将がいた時代ですね～

（終わり）
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連絡網は本多くんの次になります。
各自ご記入をよろしくお願いします。

　

１０月の予定１０月の予定１０月の予定１０月の予定

お 知 ら せ

１１月の予定１１月の予定１１月の予定１１月の予定

※ 日曜日の稽古があります！※ 日曜日の稽古があります！※ 日曜日の稽古があります！※ 日曜日の稽古があります！　間違えないように注意してください。

　４（木）　　通常どおり　５：００～７：００
　６（土）　　（修道館のみ　５：００～７：００）　６（土）　　（修道館のみ　５：００～７：００）　６（土）　　（修道館のみ　５：００～７：００）　６（土）　　（修道館のみ　５：００～７：００）
　　　　７７７７（日）　稽古　午後１：００～３：００　駒場体育館　道場にて（日）　稽古　午後１：００～３：００　駒場体育館　道場にて（日）　稽古　午後１：００～３：００　駒場体育館　道場にて（日）　稽古　午後１：００～３：００　駒場体育館　道場にて
１１（木）　　通常どおり　５：００～７：００
１３（土）　　通常どおり　３：００～５：００　（修道館５：００～７：００）

１４（日）　　地区講習会
１８（木）　　通常どおり　５：００～７：００
２０（土）　　通常どおり　３：００～５：００　（修道館５：００～７：００）

２５（木）　　通常どおり　５：００～７：００
２７（土）　　　（修道館のみ　５：００～７：００）２７（土）　　　（修道館のみ　５：００～７：００）２７（土）　　　（修道館のみ　５：００～７：００）２７（土）　　　（修道館のみ　５：００～７：００）
２８（日）　稽古　午前９：００～１１：００　駒場体育館　道場にて２８（日）　稽古　午前９：００～１１：００　駒場体育館　道場にて２８（日）　稽古　午前９：００～１１：００　駒場体育館　道場にて２８（日）　稽古　午前９：００～１１：００　駒場体育館　道場にて

注意！注意！注意！注意！

注意！注意！注意！注意！

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

野口　慶太（のぐち　けいた）くん野口　慶太（のぐち　けいた）くん野口　慶太（のぐち　けいた）くん野口　慶太（のぐち　けいた）くん

リサイクルのお願いリサイクルのお願いリサイクルのお願いリサイクルのお願い

着なくなった稽古着や袴、使わなくなった防具などを駒剣に譲っていただけませんか？
新しく剣道を始める後輩たちのために、リサイクルにご協力をお願いいたします。
随時受け付けておりますので、役員さんにお声掛けください。

よろしくお願いしま～す！

　１（木）　　通常どおり　５：００～７：００
　３（祝・土）　　稽古お休み　３（祝・土）　　稽古お休み　３（祝・土）　　稽古お休み　３（祝・土）　　稽古お休み（修道館もお休み）
　　　　８（木）　　通常どおり　５：００～７：００
１０（土）　　岸町公民館　体育館　３：００～５：００１０（土）　　岸町公民館　体育館　３：００～５：００１０（土）　　岸町公民館　体育館　３：００～５：００１０（土）　　岸町公民館　体育館　３：００～５：００　（修道館５：００～７：００）

１５（木）　　岸町公民館　体育館　５：４０～７：３０１５（木）　　岸町公民館　体育館　５：４０～７：３０１５（木）　　岸町公民館　体育館　５：４０～７：３０１５（木）　　岸町公民館　体育館　５：４０～７：３０
１７（土）　　通常どおり　３：００～５：００　（修道館５：００～７：００）

２２（木）　　通常どおり　５：００～７：００
２３（祝・金）鳩ヶ谷秋季剣道大会　午後１：００～　鳩ヶ谷市八幡木中学校体育館２３（祝・金）鳩ヶ谷秋季剣道大会　午後１：００～　鳩ヶ谷市八幡木中学校体育館２３（祝・金）鳩ヶ谷秋季剣道大会　午後１：００～　鳩ヶ谷市八幡木中学校体育館２３（祝・金）鳩ヶ谷秋季剣道大会　午後１：００～　鳩ヶ谷市八幡木中学校体育館
２４（土）　　通常どおり　３：００～５：００　（修道館５：００～７：００）

２９（木）　　通常どおり　５：００～７：００

注意！注意！注意！注意！

注意！注意！注意！注意！

※　稽古場所の変更があります！※　稽古場所の変更があります！※　稽古場所の変更があります！※　稽古場所の変更があります！間違えないように注意してください。
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最後は、お待ちかね、星やん武芸帳です。星やん、パソコンは直りましたか？
え？　まだ～！！？　　　ってことは、今月も完全手書きバージョンです！！すごい！！

岸町公民館について岸町公民館について岸町公民館について岸町公民館について

　新しくできる浦和駅東口のパルコのビルにコミュニティセンターが入ることになり、今まで
岸町コミュニティセンターと呼ばれていた施設は岸町公民館と呼ばれるようになるそうです。
今回お借りするのは、１階の体育館。ロッカールームあり。

岸町公民館への行き方（車の場合）岸町公民館への行き方（車の場合）岸町公民館への行き方（車の場合）岸町公民館への行き方（車の場合）

　公民館は中山道に面していますが、通り過ぎてから駐車場に入ろうとすると一方通行なので
入れません。浦和駅方面から行く場合、中山道から調神社にさしかかろうとするＴ字路を右折
し、最初の信号を左折、突き当たりを左折すると駐車場に着きます。３０台近くの車が置けます
が、他の団体が入っていることもありますので、なるべく乗り合わせて参加するといいでしょう。

さいたま市浦和岸町コミュニティーセンター
（１０月２５日より　岸町公民館に改称）
〒３３０－００６４　さいたま市浦和区岸町５丁目１番３号
電話　０４８－８２４－０１６１（代）
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