
　

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

めにゅめにゅめにゅめにゅ～～～～ 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１１１１１１１１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
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快調につながってます！

『駒剣　勝手に指名リレー』
　　　今月の走者は大本郁子さん！

こまけん

　①堂々完成！！キミはもう見たか？
　　　　

　『駒剣ホームページ開設』！！

どうどうかんせい

かいせつ

その他にも読みどころ満載！！その他にも読みどころ満載！！その他にも読みどころ満載！！その他にも読みどころ満載！！
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先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将

 小学校Ａ　 有田 高橋 古澤 石田涼 西  小学校Ｂ　木村 平田 渡辺郁 神嵜 渡辺靖

先鋒 中堅 大将 先鋒 中堅 大将

  中学校Ａ　 小川 本荘 近藤 中学校Ｂ 前田 中牟田 渡辺聖

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

　つい最近まで、朝歩きながら真っ青な秋の空を楽しんでいました。しかし、このごろは肌寒さを感じ
るようになりました。季節の変わり目です。お互いに体調管理に気をつけましょう。

　さて、この１１月１日から駒場剣友会のホームページ（以下ＨＰ）が公開されました。成人会員の冨
田さんのご尽力によるものです。ありがとうございます。ＨＰができたことにより、今まで以上に広く、
駒剣の活動をいろいろな人に知ってもらえることができます。ニューヨーク支部からも早速「見まし
た！」との報告が入りました。世界中に情報が発信されています。また、このこまけんだよりをカラー
で見ることもできます。イラストの感じなど違って見えます。もしまだ見ていない人がいましたら、いま
すぐチェックです。
　ＨＰは、一度作成したらそれで終わりというわけにはいきません。内容を更新したりの維持、管理が
大変なのです。ですから、冨田さん一人にお任せするのではなく、会員みんなで協力していきましょ
う。（それにしても、駒剣のメンバーは色々なことできる人が集まっていますねぇ。いつもビックリ・感
心・感謝しています。）

　話は変わりますが、ここのところ土曜日に予定が入ってしまい、ほとんど駒剣に顔を出せていませ
ん。そこで、稽古不足を補うべく毎晩素振り（星やん武芸帳参照）をするようにしています。特に今始
めたことではありませんが、以前は気が向いたらやる、疲れているときは・・・という感じでした。今は
仕事で遅く帰ろうとも必ず１日５００本、そう決めてやっています。私のやり方は、分けてやると途中で
やめたくなっちゃうので、一気に休まず集中して５００本（丸山先生から生前いただいた竹刀で）。雨
が降っても家の中で座って、これは立ってやるよりきついです。
　毎日やるようになって振っている時の気持ちが変わってきました。最初のころは「あ～、あと○本
だ・・・」と考えながらでしたが、今はあまり物事を考えずに振れています。小さな声で「１，２，３，・・・３
４，３５，３６，・・・１００，１，２，・・・」と数えていますが、頭では数えておらず、はっと気がつくと４００本
を超えていて「もう少しだ」という感じなのです。うまく伝えられませんが、継続することにより変化が現
れます。剣道に限りませんが、こつこつと積み重ねることの大切さを感じています。

　鳩ヶ谷の大会が２週間後に迫ってきました。春は勝ち抜き戦で優勝させてもらいましたよね。今度
は対勝負、試合の形式は違いますが、ぜひとも２連覇に挑戦しましょう。小学校の団体戦は読売旗
争奪となり、優勝チームに大きくて立派な刺繍が施されたずしりと重い旗が渡されます。今回も持っ
て帰ってきちゃいましょう。
中学校のチームの試合も楽しみです。１１月１日に尾島先生から選手の発表があったと思いますが、
あらためてここに記します。

　
　

　１つのチームに先輩と後輩がいっしょにいます。順番もただ並べたわけではありません。それぞれの
特長を活かせるように考えて配置しています。チーム内で声を掛け合いながら団体戦を戦ってきてくだ
さい。
　試合に出ない人も合同稽古を楽しみましょう。「交剣知愛」、半年に１回の手合わせで、自らの成長を
確認できます。そして、今回も駒剣のまとまりを大いに発揮してきましょう！

お詫びと訂正　先月号のさいたま市中学校の新人戦の結果で、
小川輝先輩の大谷口中学校の団体戦３位、県大会出場が抜けてしまいました。
小川先輩もキャプテンになったそうです。ガンバレ～♪
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１０/４(木)　奥山先生・神田先生・尾島先生 
　 ・試合では皆、気合いが入って素晴らしかったです。

・近藤麻美先輩が中学校の新人戦準優勝の報告に来て下さいました。
　おめでとうございます！

１０/７（日） 菅原先生・本荘先生・尾島先生
・菅原先生よりお褒めの言葉をたくさんいただきました。
「足さばきがよくなった。」「試合の結果について」など
・稽古をするのによい季節になりました。頑張りましょう！

１０/１１（木） 近藤先生・渡邊先生・尾島先生
・左足ケンケンは楽しそうにやっていました。けっこう難しそう。
・目標をもって稽古しましょう（渡邊先生より）

１０/１３（土） 菅原先生・木村先生・尾島先生
・体当たり３回切り返し面で、最初にピーンとした空気の中、西君と加藤君のお手本が
　素晴らしかった。
・菅原先生より「気剣体の一致」
　　　　高学年は、大きく　正しく　早く　強く当てる。
　　　　低学年は、大きく　正しく　ゆっくりでいいから強く当てる。
・相手に合わせて打たせてあげることも大切。

１０/１８（木） 尾島先生
・学校行事で欠席者が多かったため、道場を存分に使うことができました。（たまにはね！）
・「今日は厳しいぞ！」の尾島先生の言葉に負けない大きな声でした。
・個々のきめ細かな指導を有り難く思いながら見学しました。
※移動のときは走ること！

１０/２０（土） 菅原先生
・今年度が始まってから半年以上がたち、皆たくましく、上手になっているように感じました。
・相手の竹刀の受け方の練習で、胴を受けるときはツカを使うという技に驚きました！

１０/２５（木） 尾島先生
・石田陸人君、金子君が見学の理由をそれぞれ先生にきちんと報告できたことは
　とてもよいことです。皆さんもそうしましょう！
・面、小手面の追い込み稽古はスピードも速く、気迫が感じられました。皆、ずいぶん上手に
　なっているのだなあと実感しました。
・気合いも入り、よい稽古ができました。特に女子がよかったと先生にほめられました。

１０/２８（日） 山田先生
・山田先生より「今日は月例試合です。11/23の試合の選手選考も兼ねます。」

　 　　　　　　　　「試合のときは、声で一本決まることもあります。大きな声をいつも心がけましょう。」
・気合いの入った試合でした。

　お当番さんいつもご苦労様です。ありがとうございました。m(_ _)m

１０月のお当番さんノートの感想より１０月のお当番さんノートの感想より１０月のお当番さんノートの感想より１０月のお当番さんノートの感想より

真剣に見取りすれば
　稽古と同じくらい上手になれる
　　ヒントがもらえるかも・・・！
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■内容盛りだくさん(*^_^*)内容盛りだくさん(*^_^*)内容盛りだくさん(*^_^*)内容盛りだくさん(*^_^*)

・駒剣について　（駒剣の紹介です）
・活動記録　（これまでの年間行事と記録です）
・剣道教室　（過去の剣道教室紹介です)
・稽古スケジュール　（PC・携帯で稽古スケジュールが確認できます）
・星やんの武芸帳　（こまけんだより掲載の力作がすべてご覧いただけます)
・こまけんライブラリー　（こまけんだよりがご覧いただけます)
・入会案内
・ゲストブック

■ホームページには秘密がある！ホームページには秘密がある！ホームページには秘密がある！ホームページには秘密がある！

①会員専用ページがあります。①会員専用ページがあります。①会員専用ページがあります。①会員専用ページがあります。
ここには、過去の駒剣アルバムとホタル情報が掲載されています。
場所は、”こまけんライブラリー”のページの左下に入り口があります。

但し、パスワードが必要です。　　　　パスワード　→　パスワード　→　パスワード　→　パスワード　→　”koma_koma””koma_koma””koma_koma””koma_koma”

②第2の秘密②第2の秘密②第2の秘密②第2の秘密
駒剣アルバムを見るためにもパスワードが必要です。
このページの一番下の右端に記載されています。
※いずれも駒剣だけの秘密です。(^_-)-☆

駒剣駒剣駒剣駒剣ホームページのごホームページのごホームページのごホームページのご案内案内案内案内

渡辺良平渡辺良平渡辺良平渡辺良平    

 

去る１１月１日に念願の駒剣のホームページが正式に開設されました。 

事の発端は成人部の飲み会の席で、木村先生から冨田先生に「是非、冨田さん駒剣のホーム

ページを作って下さい！」と熱烈なご要請があり、富田先生に快諾頂いたのです。 

 

飲み会の席でしたので、どこかの後援部長さんのようにコッテリと忘れてしまうのではな

いかと心配していましたが、そこは冨田先生！しっかりと覚えていて下さりました。 

 

「秋の夜長に、お酒の誘惑と闘いながら？」苦心の末ついに完成にされ、１１月１日に公

開となりました。 

 

昨年の駒剣の活動内容や、試合の結果、入会案内、そして夏合宿の写真なんかも見られる

とても優れたものです。とても素人サン？が作ったものとは思えません。 

 

皆さん、是非ご覧下さい。そして、御感想を冨田先生にお願いします。 

 

冨田先生本当にありがとう御座いました。 

駒剣ホームページ開設のご挨拶駒剣ホームページ開設のご挨拶駒剣ホームページ開設のご挨拶駒剣ホームページ開設のご挨拶
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ホームページを作って下さった冨田さんより一言いただきました。

Home

活動記録
剣道教室

リンクリンクリンクリンク
入会案内

【　当ホームページは駒場剣友会役員の監修の下、作成・運営されています。　】
”2007年11月1日より正式公開”

★　駒剣ホームページ登場　★

2007年11月1日　本日より正式運用です。
　　　末永くよろしくお願いいたします。

 更新日：2007年11月 1日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　剣剣剣剣をををを学学学学ばんとばんとばんとばんと欲欲欲欲するするするする者者者者はははは　　　　まずまずまずまず心心心心をををを磨磨磨磨けけけけ

　　2007年度夏合宿
　　8月18,19,20日

　　新潟県南魚沼郡湯沢町
　　”夏合宿　みんなよくがんばりました”

大型バス2台、総勢62名参加

星やん武芸帳
こまけんライブラリー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　道場訓道場訓道場訓道場訓　　　　””””剣心剣心剣心剣心””””
　　ゲストブック 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　剣剣剣剣はははははははは心心心心なりなりなりなり　　　　心正心正心正心正からざればからざればからざればからざれば剣又正剣又正剣又正剣又正しからずしからずしからずしからず

　　駒場剣友会ホームページ　　駒場剣友会ホームページ　　駒場剣友会ホームページ　　駒場剣友会ホームページ

駒剣について

稽古スケジュール

この度、初代駒剣ホームページ編集長をさせていただいている冨田です。この度、初代駒剣ホームページ編集長をさせていただいている冨田です。この度、初代駒剣ホームページ編集長をさせていただいている冨田です。この度、初代駒剣ホームページ編集長をさせていただいている冨田です。

役員の方々から常々要望されていたホームページがやっと形になりました。
初めてのことなのでいろいろ戸惑いながら作業を進めましたが、一番助かったのは
駒剣の豊富な資産です。　これって宝物ですよね！！
改めて”みんなで作り上げている剣友会なんだ”と実感いたしました。

それでは皆さん、改めてこれらの宝物を見に行きましょう！

　　　■ホームページアドレス■ホームページアドレス■ホームページアドレス■ホームページアドレス
　　http://www.geocities.jp/komaba_ken_hp/index.html　　http://www.geocities.jp/komaba_ken_hp/index.html　　http://www.geocities.jp/komaba_ken_hp/index.html　　http://www.geocities.jp/komaba_ken_hp/index.html

こんな感じ～！こんな感じ～！こんな感じ～！こんな感じ～！
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　今年の春のある日今年の春のある日今年の春のある日今年の春のある日、、、、良平さんは九州まで出張へ行くのに、

ＪＲ浜松町駅から羽田空港へ行くモノレールに乗りました。モノレールに乗りました。モノレールに乗りました。モノレールに乗りました。

　モノレールも、朝の通勤（つうきん）通学の時間は結構（けっこう）混雑（こんざつ）します。
でも、２～３分おきに浜松町駅から始発（しはつ）で出発しますので、時間に余裕（よゆう）の
ある人や、どうしても座っていきたい人は、２～３分並べば必ず座れるのです。
　また、車内は混んでいても二人ずつ向かい合って座る座席の
奧のほう（窓側）には空席があったり、行儀（ぎょうぎ）の悪い人は
座席に荷物を置いていたりします。

　浜松町駅から羽田空港までは、たったの２５分程度ですから、
座らなくても平気な距離なのですが、良平さんは毎回必ず２～３分並んで
座っていきます。なぜなら、家を出てから浜松町駅まで１時間以上かかり、
その間はほとんど立ったままなので、少し疲れるからです。（気合いが足りない？）

　そんな春のある日も、いつもと同じように並んで座席を確保しました。
車内は混んでいましたが、１つだけ席が空いているのが見えました。そこは二人ずつ
向かい合って座る席の窓側でした。
そこへ、帽子をかぶった背の高いおじいさんが一人乗ってきました。おじいさんが一人乗ってきました。おじいさんが一人乗ってきました。おじいさんが一人乗ってきました。

　良平さんは、席を譲（ゆず）ろうか？？と迷（まよ）いました。　良平さんは、席を譲（ゆず）ろうか？？と迷（まよ）いました。　良平さんは、席を譲（ゆず）ろうか？？と迷（まよ）いました。　良平さんは、席を譲（ゆず）ろうか？？と迷（まよ）いました。
「２～３分待てば次のモノレールに乗って座れるんやし、こっちに来んといてや～。」
と心の中で祈（いの）ってました。

　　　　　　そしたら、なんと祈りが通じたのか？
　　　　おじいさんは、窓側の席が空いている
　　　　方へ向かっていき、通路に立ち止まり
　　　　ました。
　　　　　そして、通路側に座っている人が足を　

　　　　　　引いて、おじいさんが奧の席に通れる
　　　　　　足を引いて、おじいさんが奧の席に　　　　ようにしてあげました。

　　　　　その時でした！！　　　　　その時でした！！　　　　　その時でした！！　　　　　その時でした！！

　　　　　おじいさん、帽子を脱（ぬ）いで　　　　　おじいさん、帽子を脱（ぬ）いで　　　　　おじいさん、帽子を脱（ぬ）いで　　　　　おじいさん、帽子を脱（ぬ）いで
　　　　　一言　　　　　一言　　　　　一言　　　　　一言「失礼します。」「失礼します。」「失礼します。」「失礼します。」と頭をと頭をと頭をと頭を
　　　　　下げるではないですか！　　　　　下げるではないですか！　　　　　下げるではないですか！　　　　　下げるではないですか！

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？？？？

渡辺良平渡辺良平渡辺良平渡辺良平

モノレールの中で見たとっても礼儀正しいおじいさん！
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　高校野球でピッチャーがデッドボールを投げた時に、帽子を脱いでバッターに謝（あやま）る
よりももっと丁寧（ていねい）に、そのおじいさんは通路を空けてくれた人に
お辞儀（じぎ）をしながら、「ありがとうございます！」とお礼を言って席に座りました。お辞儀（じぎ）をしながら、「ありがとうございます！」とお礼を言って席に座りました。お辞儀（じぎ）をしながら、「ありがとうございます！」とお礼を言って席に座りました。お辞儀（じぎ）をしながら、「ありがとうございます！」とお礼を言って席に座りました。

　その帽子を脱ぎながらお辞儀をする姿勢（しせい）が、とても自然な感じその帽子を脱ぎながらお辞儀をする姿勢（しせい）が、とても自然な感じその帽子を脱ぎながらお辞儀をする姿勢（しせい）が、とても自然な感じその帽子を脱ぎながらお辞儀をする姿勢（しせい）が、とても自然な感じで、
　良平さんは思いました。
「あんな風にお礼を言われたら、言われたほうがうれしくなるやろうな～。「あんな風にお礼を言われたら、言われたほうがうれしくなるやろうな～。「あんな風にお礼を言われたら、言われたほうがうれしくなるやろうな～。「あんな風にお礼を言われたら、言われたほうがうれしくなるやろうな～。
それも席を譲ったんじゃなくて、通路を空けただけなのに・・・。」
そして「こっちに来ないでほしい。」とほんの少しでも思った自分が、とても恥ずかしいと・・・。

　良平さんなら、おじいさんと同じ状況になったとしても「すみません。」しか言わへんやろな？
いや、何にも言わないかもしれないな？・・・と考えさせられました。

　
ちょっとしたことですが、とても大事なこと。ちょっとしたことですが、とても大事なこと。ちょっとしたことですが、とても大事なこと。ちょっとしたことですが、とても大事なこと。
でもなかなかできないことだよね。

　良平さんはそれから、チョットした人の親切（しんせつ）に対して、
感謝（かんしゃ）するように気をつけています。が、なかなかあの
『帽子をかぶったおじいさん』のように自然に『帽子をかぶったおじいさん』のように自然に『帽子をかぶったおじいさん』のように自然に『帽子をかぶったおじいさん』のように自然に
「ありがとうございます。」ってありがとうございます。」ってありがとうございます。」ってありがとうございます。」ってお礼を言うことはできません。

いつかは、知らない人のチョットした親切に対しても「ありがとうございます。」といつかは、知らない人のチョットした親切に対しても「ありがとうございます。」といつかは、知らない人のチョットした親切に対しても「ありがとうございます。」といつかは、知らない人のチョットした親切に対しても「ありがとうございます。」と
言えるようになるぞ！！言えるようになるぞ！！言えるようになるぞ！！言えるようになるぞ！！

来月は　『お母さんたち必見！！来月は　『お母さんたち必見！！来月は　『お母さんたち必見！！来月は　『お母さんたち必見！！
　　　　　　　　タダで作れるロデオボーイ・モドキの作り方！だよ。　　　　　　　　タダで作れるロデオボーイ・モドキの作り方！だよ。　　　　　　　　タダで作れるロデオボーイ・モドキの作り方！だよ。　　　　　　　　タダで作れるロデオボーイ・モドキの作り方！だよ。

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の
現地レポート“続編”が届いていますので、ご紹介しま～す。

こまけんNY特派員の岩附で～す。こまけんNY特派員の岩附で～す。こまけんNY特派員の岩附で～す。こまけんNY特派員の岩附で～す。
　　　こまけんHP開設おめでとうございます！！
　　　早速拝見しました。感動～！！NYからも駒剣の情報が

　　　分かるなんて・・・“世界のこまけん”ですね。“世界のこまけん”ですね。“世界のこまけん”ですね。“世界のこまけん”ですね。

　　　実は、こちらもご報告したいことが・・・
　　　な、なんと、なんと。
　　　弘樹父も剣道始めました～～ｖ(^_^)ｖ　　　弘樹父も剣道始めました～～ｖ(^_^)ｖ　　　弘樹父も剣道始めました～～ｖ(^_^)ｖ　　　弘樹父も剣道始めました～～ｖ(^_^)ｖ
　　　おほほほほ～！＼(^^)／

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.

(・_・；)   え～！？
ロデオ・ボーイって、あの超人気ダイエットマシーンの～？？？
興味津々！　　来月が（来月も！）楽しみ～♪♪
良平さん、ありがとうございました～m(_ _)m

ご近所の家のハロウィーンの飾り付け
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やったー♪ほぼ強引に私に引き込まれた形ではありますが。♪^ｍ^♪
なにはともあれ、「親子で剣道大作戦inNY」家族全員でのスタートとなりました。「親子で剣道大作戦inNY」家族全員でのスタートとなりました。「親子で剣道大作戦inNY」家族全員でのスタートとなりました。「親子で剣道大作戦inNY」家族全員でのスタートとなりました。

～９月１５日土曜日の練習～～９月１５日土曜日の練習～～９月１５日土曜日の練習～～９月１５日土曜日の練習～
　☆弘樹・・・「動きがいいぞ！」と言われ、うれしそうでした。来週からは防具を付けるそうです。
　☆優衣・・・今日が初めてで、竹刀の持ち方から教えていただきました。
　☆母・・・すり足ができずに苦戦(*_*)　　竹刀を初めて振り、感動～！(*^_^*)

～父も参加の９月２２日土曜日の練習～～父も参加の９月２２日土曜日の練習～～父も参加の９月２２日土曜日の練習～～父も参加の９月２２日土曜日の練習～
　☆弘樹・・・下級生に防具のつけ方や手ぬぐいのかぶり方などを教えていました。
　　　「岩附くんの剣道はきれいな身のこなしだね！」と加藤先生とアメリカ人のゴードンさん
　　　（剣道歴２０年）にほめられました。ちょっとニンマリ。(^u^) やったね！
　☆優衣・・・楽しくてたまらない様子。だんだん大きな声も出てきました。よしっ！(*^_^)ｖ
　☆母・・・今日はすり足のコツをつかめました。早素振りに息が切れましたー。
　　　けど、楽しくて♪(^o^)
　☆父・・・緊張の面持ちで参加。肩に力が入ってしまった～(^^;)
　　　何だか、妻に背中を押されて入会したけれど、大満足！　スカッといい汗流せて楽しい！
　　　無心になれて、あっという間の稽古だった～♪(^ｖ^)

こまけんだよりや、駒剣での日々の稽古の中で、先生方「お母さんお父さんも、剣道
いかがですか？」とお話しして下さっていたことが、我が家で現実となりとってもうれしいです。
駒剣で先生方にいただいたご指導が、アメリカに来てからの我が家の基盤になっているような
そんな気持がします。

私や夫にとっては、大人になってから何か新しいことにチャレンジするのは、実はかなり勇気
が要りました。(^^;)　　けれど、子どもたちと共に同じことに向かって前を向けるということ。
日々、仕事や家事や子育てに過ぎていく時間の中でも、「この日のこの時間だけは、剣道！」
そんなふうに、“時間は創るものだ！”と意識を改めることができました。
一歩踏み出せて、ホントによかった～♪＼(^^)／

１０月のこまけんだより、ありがとうございました。
まず、大会の報告に感動しちゃいました。みんな、みんな、がんばったね～！！
スコアだけでなく、コメントが詳しく添えられていたので、試合の様子が目に浮かぶように
感じられました。たぶん、自分も剣道を始めたので、「保護者の立場で読むこまけんだより」
から「同士の活躍や様子を知るこまけんだより」に変わったんだと思うんです。
不思議です。何事も参加して初めて見えるものがあります。

それからそれから、新しく始まった成人会員さんのバトンリレー♪
とっても楽しく読ませて頂きました。今後も楽しみにしています。

それでは皆さま、またこれからもどんどんレポート入れさせていただきますね。
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

岩附成子特派員、今月もステキなレポートをありがとうございましたm(_ _)m

アメリカ　スカースデール求道館道場の練習風景
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先月から突如として始まったこの企画。
栄えある第一走者（鹿児島出身のよかにせ！）稲森選手からバトンを受け継いだのは
成人会員錬成部長　大本郁子選手です。

それでは大本さんよろしくお願いしま～す！！

は～い！確かに稲森さんからバトン頂戴しました、大本です。は～い！確かに稲森さんからバトン頂戴しました、大本です。は～い！確かに稲森さんからバトン頂戴しました、大本です。は～い！確かに稲森さんからバトン頂戴しました、大本です。

　バトンなんて中学校のクラス対抗リレー以来ですかね？
スターターが九州出身だなんて知りませんでしたし、そしてあのような立派かつまじめな文章を
ご披露くださると、バトンを受け取ったものとしては頑張らなくてはと思ったのですが、

全力疾走は体力的に無理なので、気ままなおばさんの独り言気ままなおばさんの独り言気ままなおばさんの独り言気ままなおばさんの独り言となりました。

おばさんの独り言の特徴、話がどんどん飛ぶ、収拾がつかなくなる、おばさんの独り言の特徴、話がどんどん飛ぶ、収拾がつかなくなる、おばさんの独り言の特徴、話がどんどん飛ぶ、収拾がつかなくなる、おばさんの独り言の特徴、話がどんどん飛ぶ、収拾がつかなくなる、
途中で意味なく終了する、・・・途中で意味なく終了する、・・・途中で意味なく終了する、・・・途中で意味なく終了する、・・・
以上をふまえて、さー出発！！

　我が家のストレス解消法？　　　我が家のストレス解消法？　　　我が家のストレス解消法？　　　我が家のストレス解消法？　　それともストレス？それともストレス？それともストレス？それともストレス？
というのがあるのですが、それは得てして旦那の帰りが遅く、親子３人が、ぼーっと
TVなんぞ見ているときに始まるのです。

　誰かが言った一言（ほとんどが息子）に反応してしまうとバトル開始バトル開始バトル開始バトル開始。先日のお題は
『子どもは小さいときから専門的知識を身につけた方がよいか？」でした。

大体、夜の１０時頃から始まり、２時頃までの大バトル夜の１０時頃から始まり、２時頃までの大バトル夜の１０時頃から始まり、２時頃までの大バトル夜の１０時頃から始まり、２時頃までの大バトル。
途中、帰ってきた旦那は、またか、の顔で即就寝。
　話合いとなる題材はさまざま。「女性が社会に進出することへの経済効果について」、
「育児について」、「介護について」、「漫画製作の基盤が、都心に集中していることについて」、
「政治に派閥が必要かについて」・・・。どれをとっても、一家族が夜中まで論争することに
意味があるのか？というもの。でも本人たちは至って真面目だから笑っちゃう。

　話をしていて感じることは、やはり男女の考え方、親子の考え方が出るものですね。

面白いですよ面白いですよ面白いですよ面白いですよ。自分の子どもがこんな考えをしているのだ、なんて知るのも。

　話を聞くといえば、話を聞くといえば、話を聞くといえば、話を聞くといえば、私は若者と話をする（話を聞く）機会がありまして、その話をする前に、
勉強会としていろいろな講習会に参加しました。その中で印象に残った１つが、東北の
小学校で子どもたちと学校生活をしてこられた方の講話でした。内容は、小学生の中に入って
クラスメイトとして子どもたちに受け入れてもらえるまでの話。自分が大人のうちは心を
開いてはくれない。自分が子どもになったとき、初めて心が通ったとおっしゃっていました。

　もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、琉球大学などで講師をしていらした方で、外見はとてもきれいな女性でした。
しかし、この方は実は男性で、講話の内容は人間の成り立ち（遺伝子など）専門的で難しい話
でしたが、元来、人間すべて、最初は同じ状態からのスタートであること、もちろん男女それぞれ
の立場、一般的な認識などをふまえて、人と接するときは、一人の人間として接することの大切さ
を学びました。

先月から始まった　先月から始まった　先月から始まった　先月から始まった　「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！！」
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人の考え方はいろいろあると分かってはいるつもりでしたが、人の考え方はいろいろあると分かってはいるつもりでしたが、人の考え方はいろいろあると分かってはいるつもりでしたが、人の考え方はいろいろあると分かってはいるつもりでしたが、
自分の乏しい常識内で考え、生活しているので、年齢、性別、職業、外見などの年齢、性別、職業、外見などの年齢、性別、職業、外見などの年齢、性別、職業、外見などの
先入観で相手を判断してしまうことはしょっちゅうです。先入観で相手を判断してしまうことはしょっちゅうです。先入観で相手を判断してしまうことはしょっちゅうです。先入観で相手を判断してしまうことはしょっちゅうです。

それを、自分の意にそぐわないからダメだとか、きらいとか言わず、それを、自分の意にそぐわないからダメだとか、きらいとか言わず、それを、自分の意にそぐわないからダメだとか、きらいとか言わず、それを、自分の意にそぐわないからダメだとか、きらいとか言わず、
まず心を真っ白にして聞いてみる・・・を普段から心がけたいまず心を真っ白にして聞いてみる・・・を普段から心がけたいまず心を真っ白にして聞いてみる・・・を普段から心がけたいまず心を真っ白にして聞いてみる・・・を普段から心がけたいと思って
いるのですが、なかなか難しいことです。ちなみに、本番の若者との会話は想像以上で、
心を真っ白・・・の前に頭の中は真っ白状態のことばかりです。

「あーあ！秋ってお腹すくよね！」
と言ったら、夏にも言ってた！とすかさず突っ込まれた！！(-_-)

そこで・・・簡単手抜きスペシャルメニューの紹介！簡単手抜きスペシャルメニューの紹介！簡単手抜きスペシャルメニューの紹介！簡単手抜きスペシャルメニューの紹介！
タンタカ　タカタカ　タン　タン　タ～ン♪

材料　４人分 作り方
　　ごぼう・・・２本～好きなだけ 　　１．ごぼうは洗ってささがきにする。
　　ひき肉・・・３００ｇ～好きなだけ 　　　　ビニール袋に入れて電子レンジで
　　カレー粉・・・大１～粉のみの辛さまで　　　　少々固めにチン。
　　にんにく・・・ひとかけ 　　２．にんにくをスライスして、サラダオイルで
　　干しぶどう・・・なし～大３（好きなだけ）　　　　炒める。香りが出てきたらひき肉を入れて
　　固形スープの素・・・２個 　　　　炒める。
　　ご飯・・・好きなだけ 　　３．１のごぼうを２に入れ、カレー粉、
　　ドックパンに挟んでもＯＫですよ。 　　　　水カップ１と固形スープの素を入れ、

　　　　汁気がなくなるまで煮る。
　　４．干しぶどう（お湯またはワインにつけて
　　　　もどしておくと美味しい）を入れて出来上がり
　　　　嫌いな方はもちろんいれてはいけません。　　　

お料理も固定観念を捨てて、何でもありのお料理に挑戦してください。お料理も固定観念を捨てて、何でもありのお料理に挑戦してください。お料理も固定観念を捨てて、何でもありのお料理に挑戦してください。お料理も固定観念を捨てて、何でもありのお料理に挑戦してください。

ちなみに、バナナの胡麻和え、キャベツの牛乳味噌汁、豆腐にきな粉＆メープルシロップ、
豆腐に塩＆オリーブオイル、ハスと小豆の煮物、お茶漬けの素にお餅を入れて簡単雑煮、
カップスープ（クリーム系）をクリーム状にといてホワイトソースの代わりにした野菜のグラタン
（味付けいらず）、クリームチーズのおかか醤油、などなど我が家はビックリ愛情ある我が家はビックリ愛情ある我が家はビックリ愛情ある我が家はビックリ愛情ある
究極の手抜き料理のオンパレードです。究極の手抜き料理のオンパレードです。究極の手抜き料理のオンパレードです。究極の手抜き料理のオンパレードです。

というわけで、山田さ～ん、「勝手に指名リレー」のバトンが回りました山田さ～ん、「勝手に指名リレー」のバトンが回りました山田さ～ん、「勝手に指名リレー」のバトンが回りました山田さ～ん、「勝手に指名リレー」のバトンが回りましたので、
１２月号よろしくお願いいたしますm(_ _)m１２月号よろしくお願いいたしますm(_ _)m１２月号よろしくお願いいたしますm(_ _)m１２月号よろしくお願いいたしますm(_ _)m
大本家に比べ、我が家は会話がないなあ・・・（もしくは、かなりお粗末かも(-_-)）と反省しました～！
大本さん！　“固定観念を捨て去った斬新アイディアクッキングのススメ” ！？を

ありがとうございました～m(_ _)m

それでは、来月は・・・山田節男さんにバトンタ～ッチ！！それでは、来月は・・・山田節男さんにバトンタ～ッチ！！それでは、来月は・・・山田節男さんにバトンタ～ッチ！！それでは、来月は・・・山田節男さんにバトンタ～ッチ！！

（終わり）

＊＊＊ごぼうのドライカレー＊＊＊＊＊＊ごぼうのドライカレー＊＊＊＊＊＊ごぼうのドライカレー＊＊＊＊＊＊ごぼうのドライカレー＊＊＊
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最後は、お待ちかね、星やん武芸帳です。星やん、パソコンは直ったんですね～！
おめでとうございます！　わ～、今月はホームページ開設記念特大４ページだって～！！

　

お 知 ら せ

１１月の予定１１月の予定１１月の予定１１月の予定

お知らせお知らせお知らせお知らせ

野口豪仁（のぐちたけひと）くんが、お家の都合で残念ながら１０月いっぱいで退会されました。
いつもニコニコ、みんなを楽しませてくれた野口くん、今までありがとうございました。
ちょっとさびしいけど、どうぞお元気でね～　(^^)/

引き続き　リサイクルのお願引き続き　リサイクルのお願引き続き　リサイクルのお願引き続き　リサイクルのお願
いいいい

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。

※　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。

１２月の予定１２月の予定１２月の予定１２月の予定

１（土）　　 通常どおり　３：００～５：００　（修道館５：００～７：００）
６（木）　　 通常どおり　５：００～７：００
８（土）　　 通常どおり　３：００～５：００　（修道館５：００～７：００）
１３（木）　　通常どおり　５：００～７：００
１５（土）　　浦和剣連　一級審査会（大宮武道館）・・・対象者のみ
　　　　　　　稽古は通常どおり　３：００～５：００　（修道館５：００～７：００）
２０（木）　　通常どおり　５：００～７：００
２２（土）　　クリスマス会　１：００～５：００　道場にて２２（土）　　クリスマス会　１：００～５：００　道場にて２２（土）　　クリスマス会　１：００～５：００　道場にて２２（土）　　クリスマス会　１：００～５：００　道場にて
　　　　　　　年に１回のお楽しみ！駒剣クリスマス会♪♪(^o^)♪♪年に１回のお楽しみ！駒剣クリスマス会♪♪(^o^)♪♪年に１回のお楽しみ！駒剣クリスマス会♪♪(^o^)♪♪年に１回のお楽しみ！駒剣クリスマス会♪♪(^o^)♪♪
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今年もゲームに団体戦で盛り上がりましょう～！！
２７（木）　　駒剣稽古納め　通常どおり　５：００～７：００

　１（木）　　通常どおり　５：００～７：００
　３（祝）　　稽古お休み　３（祝）　　稽古お休み　３（祝）　　稽古お休み　３（祝）　　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）　　♪菅原先生喜寿お祝い会♪

２２（木）　　通常どおり　５：００～７：００
２３（祝）　　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）　　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）　　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）　　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
　　　　　　　　　　　詳しくはお手紙をご覧ください。（駒剣の手ぬぐいを忘れずに！！）
２４（土）２４（土）２４（土）２４（土）　　駒剣　保護者会　３：００～　体育館２F　会議室にて駒剣　保護者会　３：００～　体育館２F　会議室にて駒剣　保護者会　３：００～　体育館２F　会議室にて駒剣　保護者会　３：００～　体育館２F　会議室にて
　　　　　　　　　　　来年度の役員を決める大切な会です。
　　　　　　　　　　　皆様、万障お繰り合わせの上、ご出席よろしくお願いしますm(_ _)m
　　　　　　　稽古は通常どおり　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！

平成２０年（！）　駒剣稽古始めは　１月５日（土）３：００～５：００です。
　　　　　　※ちなみに埼玉大学寒稽古は年明け１月５日（土）～１９日（土）の１５日間です。
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