
平成１９年１１月１７日（土）　菅原慶一先生　喜寿お祝い会にて平成１９年１１月１７日（土）　菅原慶一先生　喜寿お祝い会にて平成１９年１１月１７日（土）　菅原慶一先生　喜寿お祝い会にて平成１９年１１月１７日（土）　菅原慶一先生　喜寿お祝い会にて
駆けつけたOB・OGをはじめ、大勢の駒剣士と保護者に囲まれ「健康が大切です。」と菅原先生。
みんなからのお花とお祝いカードのプレゼントをとても喜んでくださり、「宝物にします。」と
おっしゃってくださいました。

「菅原先生、７７歳、おめでとうございます。」

☆　　今月の言葉・・・本荘先生、１１月のお当番さんの感想より☆　　今月の言葉・・・本荘先生、１１月のお当番さんの感想より☆　　今月の言葉・・・本荘先生、１１月のお当番さんの感想より☆　　今月の言葉・・・本荘先生、１１月のお当番さんの感想より

☆　　鳩ヶ谷秋季剣道大会の結果報告・・・試合に稽古に応援に、盛り上がりました～！☆　　鳩ヶ谷秋季剣道大会の結果報告・・・試合に稽古に応援に、盛り上がりました～！☆　　鳩ヶ谷秋季剣道大会の結果報告・・・試合に稽古に応援に、盛り上がりました～！☆　　鳩ヶ谷秋季剣道大会の結果報告・・・試合に稽古に応援に、盛り上がりました～！

☆　　好評連載「良平の部屋・・・ただで作れるロデオボーイ・モドキ！」☆　　好評連載「良平の部屋・・・ただで作れるロデオボーイ・モドキ！」☆　　好評連載「良平の部屋・・・ただで作れるロデオボーイ・モドキ！」☆　　好評連載「良平の部屋・・・ただで作れるロデオボーイ・モドキ！」

☆　　駒剣　勝手に指名リレー・・・今月の走者は山田節男さんです。☆　　駒剣　勝手に指名リレー・・・今月の走者は山田節男さんです。☆　　駒剣　勝手に指名リレー・・・今月の走者は山田節男さんです。☆　　駒剣　勝手に指名リレー・・・今月の走者は山田節男さんです。

☆　　こまけんNY支部だより・・・ホッカホカのNY最新情報をお届け！☆　　こまけんNY支部だより・・・ホッカホカのNY最新情報をお届け！☆　　こまけんNY支部だより・・・ホッカホカのNY最新情報をお届け！☆　　こまけんNY支部だより・・・ホッカホカのNY最新情報をお届け！

☆　　お知らせ・・・１２月、１月の予定☆　　お知らせ・・・１２月、１月の予定☆　　お知らせ・・・１２月、１月の予定☆　　お知らせ・・・１２月、１月の予定

☆　　星やん武芸帳・・・「その三十六　しつこい！素振りについて！！」☆　　星やん武芸帳・・・「その三十六　しつこい！素振りについて！！」☆　　星やん武芸帳・・・「その三十六　しつこい！素振りについて！！」☆　　星やん武芸帳・・・「その三十六　しつこい！素振りについて！！」

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。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。

　

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
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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

　師走になりました。教師でなくなった今も、この時期はやはりバタバタとしております。本格的な寒さ
がやってきます。健康管理、そして体力向上を心がけ、来たる寒稽古にそなえましょう。

　さて、何はさておき・・・　本会副会長の木村裕之先生が、１１月２９日、東京武道館で行われた剣道
六段審査会において見事ご昇段なされました。お仕事は人一倍お忙しく、なおかつ足のケガなども
ありながら、自らを律し厳しく稽古を続けられたご努力は、日頃から頭の下がる思いでおりました。先
生のご昇段は、我々駒剣関係者全員の喜びであります。
　私は運良く出張の合間に、当日の先生の立合を拝見することができました。剣道の審査は同じ年齢
ごとに会場が分かれ行われます。木村先生は、同じ会場で受けられた同年代の方々に比べて動きや
姿勢がとても若々しく、見栄えがしました。さらに、打つべき機会を捉えしっかりとした立合をされ、見
事１回目の挑戦で合格されました。
　木村先生から一言いただきました。

　『お蔭様で一昨日(１１月２９日）の昇段審査で、思いもかけず六段に合格することができました。これ
までの先生方のご指導と、皆様方との稽古の賜物と、心より駒剣の皆様に感謝致しております。当日
は、これまで大事に保管しておりました、故丸山先生自筆の“剣は心なり”の手拭を初めて使わせて
頂き、大いなる力を頂戴致しました。
　今後も駒剣の皆様と共に稽古に精進し、生涯剣道を目指してゆきたいと存じております。引き続き
のご指導、ご鞭撻、そして稽古をよろしくお願い致します。取り急ぎの御礼にて失礼致します。』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木村裕之

　
　今月２２日（土）の夜、大人のクリスマス会を兼ねて駒場剣友会としての先生のご昇段祝いを行いま
す。ぜひ大勢の皆様のご参加をお願いいたします。

　１１月２３日には、第４１回鳩ヶ谷市秋季剣道大会に参加しました。いつもながら選手でない人、そし
てそのお父さん、お母さんもたくさん参加してくれて、力強い応援をしてくれました。試合もそれに応
え、小学校Aチームが準優勝、中学校A,Bチームとも３位と大健闘しました。
　読売旗争奪をかけた小学校の決勝戦は大変見ごたえがありました。我らが先鋒、有田くんの目の覚
めるような初太刀の返し胴で先制したものの、相手も強く一歩も引かない戦い。最終的には大将戦前
に決着がついてしまいましたが、春の大会では見ることができなかった、“西君対小室君”の対戦が実
現。鳩ヶ谷の小室君の鮮やかな２本勝ち、潔くチームとして「完敗」でした。
　試合をすれば必ず勝者と敗者がいます。多くの者が敗者になります。負けたときその悔しさを忘れ
ずに、稽古に励むことは大事です。でも、それだけでなく、試合を通じて得たもの、良かったところを
確認し、そこを伸ばしていくことも重要です。
　今度鳩ヶ谷におじゃまする時は、６年生は卒業していますので、ぜひ５年生以下でリベンジしてくだ
さい！！

　最近成人会員の皆さんが意欲的に外へ出ていって稽古している様子を見聞きします。とても良いこ
とだと感じています。無理をすることはありませんが、剣道の良さの一つは、剣を通じて人の縁が広
がっていくことです。これからは、色々なところで得たものを駒剣や修道館に持ち寄り、お互いに学び
合い、高められるといいですね。

　一年のまとめの時期です。寒さに負けずがんばりましょう！
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11/1（木）　　杉山先生・尾島先生・古澤先生・石井先生

・野口慶太くん、本多くんは杉山先生の指導で稽古していただきました。

・かかり稽古が良かったです。

・11/3　16:00より全日本の試合を見て下さい。日本一の剣道です。

11/8（木）　　尾島先生・木村由枝先生・大本先生

・木曜日でしたが、最初から人数が多く、活気がありました。

・本多くんと野口くんは初めて面を着けました。（尾島先生に「上手だったね。」とほめられてました～！）

・稽古中、先生の説明を聞いた後「分かりましたか？」と言われないと返事ができないのは、ちょっとカッコ悪い・・・（特に低学年）

11/10（土）　　菅原先生

　 ・今日は広い体育館でのびのび稽古ができたように思います。

・「習ったことを一つ一つ自分のものにしていって下さい。」本荘先生より

・「かかり稽古の後は、礼をしてすぐに次のところに並ぶように！」「振り向いた時、左足をついた足の軸にして下さい。」菅原先生より

11/15（木）　　尾島先生

・講習会の報告「何事も大切なのは素直さです。常に心がけましょう。」渡邊順迎先生より

・広い場所でのびのびと稽古できました。足さばき、足の動き、左手、間合い、元立ちの時、相手のことを考えて立つ、自分でまだ

　できていないなと思うことは直していきましょう。

11/17（土）　　菅原先生

・西先輩、本荘先輩が来て下さり、子どもたちの稽古にも気合いが入りました。

・西くん、涼くんのお手本を一生懸命見ている下級生の態度が立派でした。

11/22（木）　　尾島先生

・「武道館の講習会に参加して「基本が大切であることを教わりました。」大本先生より

・「試合前の食事、睡眠は大切です。」西先生より

・急に寒さが厳しくなってきましたが、準備運動から皆きびきと体を動かしていました。

・見学の石田君、森君が時間を計ったり、ホイッスルを鳴らしたり手伝いを気持ちよく引き受けてくれました。

11/24（土）　　菅原先生

・菅原先生より、先日は喜寿のお祝いをありがとうございましたと感謝のお言葉がありました。一人一人の言葉がうれしく

　宝物にしてくださるそうです。ありがとうございます。

・鳩ヶ谷の大会での報告がありました。Aチームは見事２位、Bチームは優勝チームに一試合目から当たってしまい、

　リーグ戦敗退でした。西キャプテンから何かが足りなかったと報告がありました。

11/29（木）　　杉山先生・尾島先生

・とても寒い中、稽古が始まりました。大きな声を出して頑張っている姿は見ている私がうれしくなります！

　みんな、寒さに負けずがんばれ！！

・杉山先生が本多くんの指導をして下さいました。

・木村先生が本日６段に合格されました。おめでとうございます。木村先生が本日６段に合格されました。おめでとうございます。木村先生が本日６段に合格されました。おめでとうございます。木村先生が本日６段に合格されました。おめでとうございます。

１１月のお当番さんノートの感想より１１月のお当番さんノートの感想より１１月のお当番さんノートの感想より１１月のお当番さんノートの感想より

Happy Birthday!!
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【小学生Ａチーム】【小学生Ａチーム】【小学生Ａチーム】【小学生Ａチーム】
第一試合　　対　武南Ａチーム第一試合　　対　武南Ａチーム第一試合　　対　武南Ａチーム第一試合　　対　武南Ａチーム

第二試合　　対　戸塚Ｂチーム第二試合　　対　戸塚Ｂチーム第二試合　　対　戸塚Ｂチーム第二試合　　対　戸塚Ｂチーム

準決勝　　対　鳩ヶ谷Ｂチーム準決勝　　対　鳩ヶ谷Ｂチーム準決勝　　対　鳩ヶ谷Ｂチーム準決勝　　対　鳩ヶ谷Ｂチーム

 

つばぜり合いの
続く試合。なか
なか間合いが
取れなかった。

開始直後、見
事な面。風格の
ある試合はこび
で大将戦を征
し、駒剣いよい
よ決勝へ。

コメント

いきなりの抜き
胴は決まらず、
攻めていたが有
効打がなかった
か、引き分け。

出ばなの面。し
かし直後に相
手も見事な面で
一対一。両者と
も小学生ながら
立派な攻めでし

よい攻めをお互
いに出すが、決
定打なく引き分
け。

０（１）
佐土原 小室（泰） 佐藤 日比野 加藤

　　 　 　　　 メ

鳩ヶ谷Ｂ鳩ヶ谷Ｂ鳩ヶ谷Ｂ鳩ヶ谷Ｂ
メ

勝ち数（本数）

駒剣Ａ駒剣Ａ駒剣Ａ駒剣Ａ
有田有田有田有田 高橋高橋高橋高橋 古澤古澤古澤古澤 石田涼石田涼石田涼石田涼 西西西西

１（３）

コメント

初戦の緊張も
みせず、まず
胴、続いて二本
目も胴で見事２
本勝ち。

ぐっと攻めなが
らの伸びる面で
二本勝ち。きれ
いな勝ちで感
心の声が聞こえ
ました。

高い声がひとり
会場に響き、圧
勝でした。

坪谷（祐）

チーム 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将

０（０）

勝ち数（本数）

石田涼石田涼石田涼石田涼 西西西西古澤古澤古澤古澤

　　　 メ

　　　 メ

開始直後の出
小手でまず一
本。さらに攻め
続ける中、引き
面で二本勝ち。

またまた開始直
後の出小手で
風格の剣道。両
名とも攻め続
け、こちらは伸
びる面で勝ちを
収め、第一試合
は圧勝！

古澤古澤古澤古澤 石田涼石田涼石田涼石田涼

　　　メ 　　 　メ

西西西西

　　 ド 　　　メ

小黒石塚

有田有田有田有田 高橋高橋高橋高橋
駒剣Ａ駒剣Ａ駒剣Ａ駒剣Ａ

武南Ａ武南Ａ武南Ａ武南Ａ
皆川

駒剣Ａ駒剣Ａ駒剣Ａ駒剣Ａ
有田有田有田有田 高橋高橋高橋高橋

中堅次鋒先鋒

　　　メ 　　　メ

坪谷（拓）

チーム 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将

戸塚Ｂ戸塚Ｂ戸塚Ｂ戸塚Ｂ

終始攻めの面
で二本勝ち。

相手も気合いの
入った選手。な
かなか旗２本上
がらずであった
が、相手の引く
ところを面。そ
の後すぐに面で
二本勝ち。

青木 大澤 伊藤

 メ

萩原

副将 大将 勝ち数（本数）

石田選手の気
合いの出小手。
しかし、すぐに
相手も取り返
す。激しい攻防
であったが引き
分け。

小手と見せての
見事な面。その
後すぐにまた面
で勝利を収め
る。

５（１０）

３（７）

０（１）

　　 　

チーム

コメント

両者、力の入っ
た試合で勝負
つかずで引き
分け。

宇田川

今年も勤労感謝の祝日に、鳩ヶ谷市で行われた秋季剣道大会に参加させていただきました。
成人会員さんがつけてくださった試合の結果とコメント、選手や応援の駒剣士たちやご家族のみなさんからいただいた感想をご紹介します。

鳩鳩鳩鳩ヶヶヶヶ谷市秋期剣道大会谷市秋期剣道大会谷市秋期剣道大会谷市秋期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１１月２３日（祝）
場　所　：　鳩ヶ谷市八幡木中学校体育館
出場選手　： 小学校Aチーム　　有田くん、高橋くん、古澤さん、石田涼くん、西くん、
　　　　　　　　小学校Bチーム　　木村くん、平田くん、渡辺（郁）くん、神嵜さん、渡辺（靖）くん、
　　　　　　　　中学校Ａチーム　　小川先輩、本荘先輩、近藤先輩
　　　　　　　　中学校Ｂチーム　　前田先輩、中牟田先輩、渡辺（聖）先輩

ド メ メ コ コ

メ メ コ メ

メ メ
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 決勝戦　　対　鳩ヶ谷Ａチーム決勝戦　　対　鳩ヶ谷Ａチーム決勝戦　　対　鳩ヶ谷Ａチーム決勝戦　　対　鳩ヶ谷Ａチーム

【小学生Ｂチーム】【小学生Ｂチーム】【小学生Ｂチーム】【小学生Ｂチーム】

第一試合　　対　鳩ヶ谷Ａチーム第一試合　　対　鳩ヶ谷Ａチーム第一試合　　対　鳩ヶ谷Ａチーム第一試合　　対　鳩ヶ谷Ａチーム

第二試合　　対　武南Ｂチーム第二試合　　対　武南Ｂチーム第二試合　　対　武南Ｂチーム第二試合　　対　武南Ｂチーム

Bチーム、頑張りました～！！かっこよかった♪

あっという間も
試合展開。マ
イペースでし
た。コメント

リラックスでき
たみたい。積
極的な打ちで
した。

初太刀の面、
良かったよ。
初戦とは別人
のようでした。

初太刀のまっ
すぐな面、残
心もきれいで
した。

武南Ｂ武南Ｂ武南Ｂ武南Ｂ

日頃の練習の
成果が出てい
ました。

皆川 樋口

　　　メ

チーム 先鋒

木村木村木村木村

０（０）
有田 荒井矢作

勝ち数（本数）

渡辺（靖）渡辺（靖）渡辺（靖）渡辺（靖）
５（８）

　　　　　　メ　　 　 　　　　メ

大将

副将

　　　メ

中堅

平田平田平田平田

副将

渡辺（郁）渡辺（郁）渡辺（郁）渡辺（郁）

次鋒 中堅

神嵜神嵜神嵜神嵜

勝ち数（本数）

駒剣Ｂ駒剣Ｂ駒剣Ｂ駒剣Ｂ
　　 　

チーム 先鋒 次鋒 大将

抜き胴にいっ
たが相手の面
が入り一本。
惜しい面も
あったが残
念。

見事な試合で
した。両者
な試合でした
が、惜しくも相
手の選手のよ
い所が出まし
た。

コメント

開始直後、返
し胴でまず一
本。その後の
返し胴が決ま
らなかったとこ
ろを追い込ま
れ、面で一本
返される。両
者譲らず、引
き分け。

少しのスキに
相手の見事な
引き胴。その
後、攻めるも、
惜しくも一本
返せず。

互いによい技
が出るが、決
定打なく、引
き分け。

　　　コ
３（５）

八谷 富岡 吉田（匡） 吉田（有） 小室（雄）
鳩ヶ谷Ａ鳩ヶ谷Ａ鳩ヶ谷Ａ鳩ヶ谷Ａ

メ

石田涼石田涼石田涼石田涼 西西西西
０（１）

　　 　
駒剣Ａ駒剣Ａ駒剣Ａ駒剣Ａ

有田有田有田有田 高橋高橋高橋高橋 古澤古澤古澤古澤

チーム 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 勝ち数（本数）

木村木村木村木村 平田平田平田平田 渡辺（郁）渡辺（郁）渡辺（郁）渡辺（郁） 神嵜神嵜神嵜神嵜 渡辺（靖）渡辺（靖）渡辺（靖）渡辺（靖）
０（１）

鳩ヶ谷Ａ鳩ヶ谷Ａ鳩ヶ谷Ａ鳩ヶ谷Ａ
　　　メ 　　　メ

八谷 富岡 吉田（匡）
４（８）

吉田（有） 小室（雄）

落ちついて、
しっかり振れ
ていた。

　　　ド

声は出ていた
けど、相手の
ペースを崩せ
なかった。

ちょっと緊張し
ちゃったか
な。

攻めているけ
どあと一本届
かず。

声も出ている
し、攻めてい
た。コメント

駒剣Ｂ駒剣Ｂ駒剣Ｂ駒剣Ｂ

ド

ド メ メ

小学生Ａチーム小学生Ａチーム小学生Ａチーム小学生Ａチーム
　　　準優勝　　　準優勝　　　準優勝　　　準優勝

おめでとう！！おめでとう！！おめでとう！！おめでとう！！

ド メ コ コ

メ メ メ メ メ
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【中学生Aチーム】【中学生Aチーム】【中学生Aチーム】【中学生Aチーム】

第一試合　対　鳩ヶ谷Bチーム第一試合　対　鳩ヶ谷Bチーム第一試合　対　鳩ヶ谷Bチーム第一試合　対　鳩ヶ谷Bチーム 第二試合　対　安行Bチーム第二試合　対　安行Bチーム第二試合　対　安行Bチーム第二試合　対　安行Bチーム

第三試合　対　武南チーム第三試合　対　武南チーム第三試合　対　武南チーム第三試合　対　武南チーム 第四試合　対　安行Aチーム第四試合　対　安行Aチーム第四試合　対　安行Aチーム第四試合　対　安行Aチーム

【中学生Bチーム】【中学生Bチーム】【中学生Bチーム】【中学生Bチーム】

第一試合　対　安行Aチーム第一試合　対　安行Aチーム第一試合　対　安行Aチーム第一試合　対　安行Aチーム 第二試合　対　新郷チーム第二試合　対　新郷チーム第二試合　対　新郷チーム第二試合　対　新郷チーム

コメント

蓮沼選手は
女の子ながら
ナイスファイ
ト。前田君は
ナイスな引き
面でした。

攻めが少し甘
いかな。抜き
胴は読まれて
いたよ。

蓮沼 八巻
０（０）新郷新郷新郷新郷

不戦勝

勝ち数（本数）大将

２（３）
渡辺渡辺渡辺渡辺

チーム 先鋒 中堅

駒剣B駒剣B駒剣B駒剣B
前田前田前田前田 中牟田中牟田中牟田中牟田

充実した攻め
が続いていた
が、ちょっと手
元が浮いたと
ころを打たれ
残念。応じ
技、二本打ち
などを取り入
れると良いか
も。

剣先が高く
なったので中
心を取れた攻
めとなる。良い
面が何本か
あったが、次の
攻めが無い
分、簡単によけ
られてしまう。
足捌きを練習
し一本に繋が
る面を打って
ほしい

気迫の攻めか
ら小手一本。
良い技が続く
が打ちが軽い
ので、一本上
がらず。気持
が負けていな
い分、攻撃的
な試合内容。

２（２）
久慈 山田 加藤

小川小川小川小川 本荘本荘本荘本荘 近藤近藤近藤近藤
１（１）

先鋒 中堅 大将 勝ち数（本数）勝ち数（本数）

３（５）

０（０）

近藤近藤近藤近藤

　　　コ

チーム

駒剣A駒剣A駒剣A駒剣A

安行B安行B安行B安行B

コメント

打ち込みがフ
ワリと軽く一本
につながらな
い。試合を進
めながらの調
子を上げての
二本技はさす
が。

志田

チーム 先鋒 中堅 大将

駒剣A駒剣A駒剣A駒剣A
小川小川小川小川 本荘本荘本荘本荘

　　　　コ 　　　

慎重にいきす
ぎて足が止
まっていた。さ
すがの追い面
一本。さらに
攻めてほし
かった。（剣先
が低すぎるの
で攻めが相手
に伝わらな
い。）

安中 秋山

コメント

充実した気と
攻めにより圧
倒。（中心を
はずしてな
い）

鳩ヶ谷B鳩ヶ谷B鳩ヶ谷B鳩ヶ谷B

チーム 先鋒 中堅 大将 勝ち数（本数） チーム 先鋒 中堅 大将 勝ち数（本数）

駒剣A駒剣A駒剣A駒剣A
小川小川小川小川 本荘本荘本荘本荘 近藤近藤近藤近藤

３（６） 駒剣A駒剣A駒剣A駒剣A
小川小川小川小川 本荘本荘本荘本荘 近藤近藤近藤近藤

０（１）
ド　ド 　　　　コ　　 　　　メ

　　　　　　▲

武南武南武南武南
　　　　　　▲

１（２）
鹿内 山地 時見 内田 村田 吉田

０（１） 　　　　

充実した攻め
合いが良かっ
た。お互いの
実力が出きっ
た試合。今後
もこのような試
合を続けて
いってほし
い。

コメント

良い技が続い
ていた。ちょっ
と気が抜けた
ところを一本
取られる。勇
気を持って
打った胴は刃
筋がしっかり
していて素晴
らしかった。

攻めから相手
の手が上がっ
たところの出
小手。（基本
通り）幼少時
代の抜き小手
を打つように
なり、相手が
入ってこれず
苦戦、焦って
でてきたところ
の素晴らしい
出小手。

相手のくせを
よく読んでの
攻めと技で二
本勝ち。二本
ともに手の内
が効いていて
素晴らしい。

充実した攻め
合いの試合が
素晴らしい。引
き胴が惜しかっ
た。上の技が
多かったので、
下の技（抜き
胴、返し胴）も
取り入れ、相手
がくずれたとこ
ろを得意技で
しとめるように
試合を組み立
ててほしい。

チーム 先鋒 中堅 大将 勝ち数（本数）

コメント

３分間充実し
た気が入った
良い試合だっ
た。自分の
持っている技
をすべて出し
ていた。一本
に繋がらない
ところは今後
の練習課題に
して取り組
み、強い剣士
になってほし
い。

１（４）駒剣B駒剣B駒剣B駒剣B
前田前田前田前田 中牟田中牟田中牟田中牟田 渡辺渡辺渡辺渡辺

　　　　メ コ ド

　　　　コ

何本か良い引
き面があった
けど、もう一本
打ってみよう。
ナイス引き
胴！

内田

コメント

抜き胴惜し
かった！相手
のスピードが
速かったね。

二本目の面、
素晴らしい相
面でした。

村田 吉田
安行A安行A安行A安行A

　　　　コ
２（４）

メ メ メ コ

コ メ

メ 反

コ コ

メ

コ コ

メ
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第三試合　対　鳩ヶ谷Aチーム第三試合　対　鳩ヶ谷Aチーム第三試合　対　鳩ヶ谷Aチーム第三試合　対　鳩ヶ谷Aチーム 第四試合　対　安行Bチーム第四試合　対　安行Bチーム第四試合　対　安行Bチーム第四試合　対　安行Bチーム

中学生Aチーム、Bチームとも３位入賞　おめでとう！！中学生Aチーム、Bチームとも３位入賞　おめでとう！！中学生Aチーム、Bチームとも３位入賞　おめでとう！！中学生Aチーム、Bチームとも３位入賞　おめでとう！！

≪みんなの感想≫≪みんなの感想≫≪みんなの感想≫≪みんなの感想≫

３年生　野口亮くん３年生　野口亮くん３年生　野口亮くん３年生　野口亮くん

　「こまばけんゆう会は、じゅんゆうしょうだったけど、AチームとBチームはすごかったです。ぼくも、らい年は４年なので、しあいにでてゆうしょう

　　したいです。」

５年生　田中裕一郎くん５年生　田中裕一郎くん５年生　田中裕一郎くん５年生　田中裕一郎くん

　「今日は試合に出ることができませんでした。次回、これをリベンジしていきたいです。」

５年生　松浦宏大くん５年生　松浦宏大くん５年生　松浦宏大くん５年生　松浦宏大くん

　「合同けいこでは他の団体の人たちとじげいこをして、色々なことを学びました。初めて見た大会はすごかったです。」

５年生　渡辺かこさん５年生　渡辺かこさん５年生　渡辺かこさん５年生　渡辺かこさん

　「今日は応えんで試合はしなかったけど、応えんでも勝ったらすごくうれしかったし、負けた時はすごくくやしかったです。最後の合同けい古が

　　楽しかったです。」

５年生　石田陸人くん５年生　石田陸人くん５年生　石田陸人くん５年生　石田陸人くん

　「今日はけい古会でいろいろな事を学びました。いろんな技を試したり、得意な技を試したりしました。これを次の試合で

　　いかしたいと思います。」

５年生　千葉智佳さん５年生　千葉智佳さん５年生　千葉智佳さん５年生　千葉智佳さん

　「おうえんだったけど、見ているとみんなものすごく強かったです。わたしも、今度の試合の時までに、力をつけてメンバーになりたいなあと

　　思いました。」

５年生　田上征哉くん５年生　田上征哉くん５年生　田上征哉くん５年生　田上征哉くん

　「合同けいこでは強い相手とやれてよかったです。」

５年生　小林滉生くん５年生　小林滉生くん５年生　小林滉生くん５年生　小林滉生くん

　「試合には出れなかったけど、応援に行けて良かったです。来年は試合に出られるようにがんばりたいです。合同けいこでは

　　ほかの剣友会の人とやれたのでよかったです。」

５年生　稲森華乃子さん５年生　稲森華乃子さん５年生　稲森華乃子さん５年生　稲森華乃子さん

　「A、Bチームともすごかったです。来年、私も出られるようにがんばりたいです。決勝戦の相手は強かったけど、駒剣も同じくらい強かったです。

　　A、Bチームみたく強くなりたいです。」

３年生　中牟田莉奈さん３年生　中牟田莉奈さん３年生　中牟田莉奈さん３年生　中牟田莉奈さん

　「わたしは、みんなのおうえんをしていました。みんなのしあいをみていて、とてもべんきょうになりました。」

６年生　西聖仁くん６年生　西聖仁くん６年生　西聖仁くん６年生　西聖仁くん

　「今回の大会の目標は、優勝することはもちろんのこと、小室君に勝つことでした。ですが、結果は二本負けで完敗でした。結果、二位に

　　入しょうすることができましたが、やはり負けたということは自分に足りないものがあったからなので、これからもけい古をがんばり、

　　小室君に勝ちたいです。」

開始早々の
出小手が良
かった！さす
が大将、よい
仕事でした。

コメント

かなり一方的
に攻められた
感じでした。
残念。

無理せず、良
い試合運びで
した。

１（２）
大野 北島 山田

安行B安行B安行B安行B
　　　　メ

駒剣B駒剣B駒剣B駒剣B
前田前田前田前田 中牟田中牟田中牟田中牟田

チーム

渡辺渡辺渡辺渡辺
１（１）

大将 勝ち数（本数）先鋒 中堅チーム 先鋒 中堅 大将

　　　　メ 　　　　メ

前田前田前田前田 中牟田中牟田中牟田中牟田
駒剣B駒剣B駒剣B駒剣B

大野 北島
鳩ヶ谷A鳩ヶ谷A鳩ヶ谷A鳩ヶ谷A

３（６）
渡辺渡辺渡辺渡辺

勝ち数（本数）

山田

　一本目、
やっと引き面
が決まった
ね。かっこ良
かった！

０（０）

コメント

一本目、相手
が引いたとこ
ろを上手に追
い面が決まり
ました。

素晴らしい面
と反則で勝ち
ました。良い
試合でした。

メ 反メ メ

メ

コ
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６年生　石田涼くん６年生　石田涼くん６年生　石田涼くん６年生　石田涼くん

　「相手の技に対する応じ技が打てなかったので、次の大会に向けて練習して活用していきたいです。」

６年生　古澤由奈さん６年生　古澤由奈さん６年生　古澤由奈さん６年生　古澤由奈さん

　「優勝できなくてくやしかったです。でもAチームは心を一つにして試合できたのでよかったです。来年は優勝したいです。」

４年生　高橋慧くん４年生　高橋慧くん４年生　高橋慧くん４年生　高橋慧くん

　「３回戦目まで順調に行ったけど、４回戦目は１本入れられてまけてしまった。結果は二位だったので、あと一歩だったところが

　　くやしかったです。あと、うれしかったことは、はつのメダルがゲットできてよかったです。」

４年生　有田楽くん４年生　有田楽くん４年生　有田楽くん４年生　有田楽くん

　「合同けいこでは、強い相手にいどまれたので、強くなったと思います。またがんばります。」

６年生　渡辺靖宝くん６年生　渡辺靖宝くん６年生　渡辺靖宝くん６年生　渡辺靖宝くん

　「初戦からいきなり鳩ヶ谷の小室クンとあたり、負けてしまったけれど、良い経験になりました。次の試合は気迫負けしないように全力でのぞみ

　　５人全員勝つ事ができました。もっと稽古に励み、この次は決勝リーグまで行かれるように頑張ります。」

５年生　神嵜恵さん５年生　神嵜恵さん５年生　神嵜恵さん５年生　神嵜恵さん

　「１かいせん目はまけてしまったけれど、２かいせんめは勝ったのでよかったです。１回戦目の安行のAチームの吉田くんにまけてしまったので

　　くやしかったです。」

６年生　渡辺郁宝くん６年生　渡辺郁宝くん６年生　渡辺郁宝くん６年生　渡辺郁宝くん

　「僕は中堅として大会に出場しました。リーグ戦の最初の相手には自分から攻めていったものの、引き分けにされてしまいました。

　　次の試合ではBチーム全員が勝てたので良かったです。最終的にはリーグで２位だったため決勝リーグに進むことができませんでしたが

　　自分の力を精一杯出すことができました。」

４年生　平田雄也くん４年生　平田雄也くん４年生　平田雄也くん４年生　平田雄也くん

　「１試合目はちょっとざんねんだったけど、２試合目はかてたからよかった。」

４年生　木村啓人くん４年生　木村啓人くん４年生　木村啓人くん４年生　木村啓人くん

　「メダルがとれなくて残念でした。でもとてもいいけいけんができてよかったです。次はメダルをとりたいです。」

中学２年生　近藤麻美先輩中学２年生　近藤麻美先輩中学２年生　近藤麻美先輩中学２年生　近藤麻美先輩

　「試合では、結果はまずまずでしたが、みんなよく頑張ってくれたと思います。試合前は、相手が男子だろうと遠慮することはないし、と

　　思っていました。やっぱり気持は剣道にでるんだなあと感じました。中学生になると常に勝ちを求められるので、プレッシャーがかかります。

　　でも、そこでめげずに、自分の一番いいプレーができてこそ、自分の一番いい試合ができるんだなあと思いました。

　　これから日々の練習もっとがんばりたいです。」

中学１年生　本荘風人先輩中学１年生　本荘風人先輩中学１年生　本荘風人先輩中学１年生　本荘風人先輩

　「今日は、去年の大会で試合をした村田君とまた試合をし、引き分けて終わったが、思いっきりできたのでよかった。

　　最初はあんまりペースが上がらず、うまくできなかったが、試合をしているうちにペースが上がったのでよかった。」

中学２年生　小川輝先輩中学２年生　小川輝先輩中学２年生　小川輝先輩中学２年生　小川輝先輩

　「今日は、全体的に攻めきれなく、一本が取りきれなかったので、ここぞというところでの一本を取れるように心がけて、今後の練習で解決

　したい。あと、背筋がまがってしまったので、背筋を伸ばすように心がけたい。」

中学２年生　渡辺聖宝先輩中学２年生　渡辺聖宝先輩中学２年生　渡辺聖宝先輩中学２年生　渡辺聖宝先輩

　「今日は、最初あまり技を決めきれなかったが、試合を重ねるごとにだんだんと一本が入るようになって良かった。

　　今後の稽古でしっかりと打ち切ることを意識して、初戦から力を出し切れるようにしたい。」

中学１年生　中牟田侑紀先輩中学１年生　中牟田侑紀先輩中学１年生　中牟田侑紀先輩中学１年生　中牟田侑紀先輩

　「今回の試合は、相手がほとんど男子だったので、守ってばっかりになってしまいました。なので、次回からは、どんな相手

　でも強気で攻めていきたいです。」

中学２年生　前田啓佑先輩中学２年生　前田啓佑先輩中学２年生　前田啓佑先輩中学２年生　前田啓佑先輩

　「今日は、最初体が固まって動かなかったけど、試合をする度にうごけるようになり、一本入るようになりよかった。今後の稽古では

　　初戦で力をだせるようにするために、声を出して稽古をしたいです。あと背筋が曲がっているから、伸ばすように心がけながら稽古したい。」
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保護者　さとちゃん母さん保護者　さとちゃん母さん保護者　さとちゃん母さん保護者　さとちゃん母さん

　「久しぶりの大会で、とても楽しみにしていました。やっぱり試合はいいですネ。駒剣士たちはイキイキとしたいい顔をしていました。

　　一年前に比べると、皆、上手になったんだな～とその成長ぶりがとても良くわかりました。小学生駒剣Aチームと鳩ヶ谷Aチームとの決勝戦は

　　応援にとても熱が入りました。惜しくも負けてしまいましたが、気合いの十分入ったとてもいい試合だったと思います。」

成人会員　中牟田英明さん成人会員　中牟田英明さん成人会員　中牟田英明さん成人会員　中牟田英明さん

　「今日の試合は内容のある試合が多かった。わが駒場剣友会も堂々とした試合態度で立派でした。特に、小学生決勝は息の詰まる好試合で

　　負けはしたが、誇りある準優勝でした。優勝した鳩ヶ谷Aチームは、スピードもあり、技も切れて十分に練習していることが分かるすばらしい

　　チームでした。また、今回、審判をさせていただきましたが、一人ひとりの打突を適切に判断するのは難しいことでした。」

保護者　平田さん保護者　平田さん保護者　平田さん保護者　平田さん

　「小学生は勢いもよく、皆、声もよく出ていたと思う。積極的に動いたと思う反面、相手の勢いに押されて後ずさりしていたのは残念。

　　皆それぞれ、決めた一本はとてもキレイに決められて、気持ちが良かった。優勝まであと一歩！惜しかった。でもとても強かった！」

保護者　有田（母）さん保護者　有田（母）さん保護者　有田（母）さん保護者　有田（母）さん

　「最後の白熱した決勝戦はちょードキドキしました。強豪チームを相手によく健闘してくれました。ありがとう！強い相手と試合するという経験を

　　通して、ますます自分の剣道を追及していく事でしょう。応援します！駒剣は選手たちだけでなく、応援や合同稽古のために参加した

　　子どもたちや成人会員さん、そして保護者のみなさんで参加人数が一番多く、これも剣友会としての結束力の強さだなあと思いました。」

保護者　渡辺宝momさん保護者　渡辺宝momさん保護者　渡辺宝momさん保護者　渡辺宝momさん

　「外は寒いのに、体育館の中は熱気でポカポカでした。それほどまでに気合いの入った試合と応援！『駒剣』あり！と名を轟かせたのでは

　　ないでしょうか。皆様お疲れさまでした。」

保護者　野口亮母さん保護者　野口亮母さん保護者　野口亮母さん保護者　野口亮母さん

　「みなさん、本当にがんばりました。かっこよかったです。初めて試合を見ましたが、みなさんの剣道に対する真っ直ぐな姿勢が気持ちよかった

　です。応援に来て本当によかったです。ありがとうございました。試合に出られたみなさん、お疲れさまでした！」

保護者　石さん保護者　石さん保護者　石さん保護者　石さん

　「みんなそれぞれ良いところがあったと思います。日頃の練習の積み重ねって大事だとつくづく感じました。試合に出た子も、応援の子も

　心が一つになっていて、見ていてうれしくなりました。記録、お世話をしてくださっていた成人会員の皆様、ご指導いただいた先生方

　　本当にありがとうございました。」

保護者　松本駿平の母さん保護者　松本駿平の母さん保護者　松本駿平の母さん保護者　松本駿平の母さん

　「家族全員、剣道の試合を初めて見学しました。とても勉強になりました。選手の皆様、お疲れ様でした。」

成人会員　古澤さん成人会員　古澤さん成人会員　古澤さん成人会員　古澤さん

　「日頃の稽古の成果が出て、まっすぐな剣道で皆よい試合をしていました。前の大会よりも上達していて、応援していてうれしくなりました。

　　これからも稽古頑張ってください。」

保護者　中嶋さん保護者　中嶋さん保護者　中嶋さん保護者　中嶋さん

　「子どもたちが皆元気で、試合をしている姿、声が出ている姿を見て感動しました。」

成人会員　稲森さん成人会員　稲森さん成人会員　稲森さん成人会員　稲森さん

　「今一歩で優勝は逃したものの、A、Bチーム共、後半になるにつれて調子が上がり、良い試合だったと思います。欲をいえば、もう少し

　　元気がでると鬼に金棒かな？と思います。」

保護者　神嵜さん保護者　神嵜さん保護者　神嵜さん保護者　神嵜さん

　「今日のすべての事が次に活かされればいいと思います。どの子もみんな自分の今持っている力を出していると思いました。」

保護者　木村母さん保護者　木村母さん保護者　木村母さん保護者　木村母さん

　「試合も皆、すばらしかったけど、応援などもよく声をかけ合っていて良かったと思います。」

成人会員　渡辺良平さん成人会員　渡辺良平さん成人会員　渡辺良平さん成人会員　渡辺良平さん

　「小学生の部、決勝戦、駒剣VS鳩ヶ谷は大変良い試合でした。有田くん、何度もトライした抜き胴、一本決まって良かったね。

　　大将の西君、試合には負けたけど立派な立合いでした。Goodでした！」

　　　大会に招待してくださった鳩ヶ谷剣連の皆様、ご指導いただいた先生方、審判や記録ほかでお世話になった成人会員の皆様、
　　　そして駒剣士たちに熱い声援を送ってくれた保護者の皆様、ありがとうございました。（たくさんの感想もありがとう！）
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　短かったスポーツの秋もあっと言う間に過ぎてしまって、『寒稽古』の話が出るくらいの季節に
なってしまいましたが、何もスポーツは秋だけのものじゃありません！
　そんな中！お母さん達には美容と健康のため！　メタボちゃんにはダイエットのために！

いまや芸能人もたくさんの人が使っているロデオボーイロデオボーイロデオボーイロデオボーイ！！！！ 　みんな知っているよね！

たくさんの機種（きしゅ）が販売されていますが、良平さんも大宮のビックカメラのスポーツ用品
売り場で店員さんの目を盗（ぬす）んでチョッと試してみました。

　本物の馬には乗ったことはありませんが、ゆっくり揺（ゆ）れている時はまさに乗馬している気分で、
激しく揺らすとまさにロデオをやっているみたいで、良い運動になるのを実感しました。

　腹筋（ふっきん）、背筋（はいきん）、太ももに力をちゃんと入れないと落ちそうになります。
あのマシンを発明した人は偉い！　でも～～～高い！良い機種は１０万円くらいします。
チョッとお父さんや、お母さんのお小遣（こづかい）では買えまへ～～～ん！
　前置きが長くなりましたが、今月はその『ロデオボーイ・モドキをただで作る方法』を教えちゃうぞ～！
しかも、ほんの数分で作れます。

　

う～ん、そう来たか・・・確かにタダで作れる・・・

はい、そこそこ、座布団投げちゃだめですよ！

良平さん、ありがとうございました～(*^_^*)m(_ _)m

ただでただでただでただで！！！！作作作作れるロディオボーイ・モドキれるロディオボーイ・モドキれるロディオボーイ・モドキれるロディオボーイ・モドキ！！！！

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

おおおお母母母母さんさんさんさん達必見達必見達必見達必見！？！？！？！？

漫画本がなければ、新聞紙でもOK

つぎに　積み重ねた雑誌の束を丈夫な紐で、
縦、横にしっかり結びます。

まず、「ジャンプ」、「コロコロコミック」、「ちゃお」
などの大きめの分厚い雑誌を積み重ねてください。

あとは　その雑誌の束に座って、足を浮かして
　体をゆらすだけで～す。

高さは、上にまたがって座り、
両足がぺたんと床につくくらいまで

ちなみに、効果のほどは？保証しませ～～～～～ん？

※　これは良平さん家の「あこ先輩＆かこ」の発明で～す。

10



次に指名されるのは、あなたかもしれない・・・次に指名されるのは、あなたかもしれない・・・次に指名されるのは、あなたかもしれない・・・次に指名されるのは、あなたかもしれない・・・ドキドキ(･・);

駒剣　勝手に指名リレ～～！！駒剣　勝手に指名リレ～～！！駒剣　勝手に指名リレ～～！！駒剣　勝手に指名リレ～～！！

第一走者稲森さんから第二走者大本さんへとバトンがわたり、今月の第三走者は山田節男さん山田節男さん山田節男さん山田節男さんです。
カラオケでは「伝説のポップスター」との異名を持つ山田さん（？！）、さあ、どんな走りを見せてくださるのでしょうか～？
・・・あれ？　和服姿に足袋をはいて、お座布団とお扇子を持ってきたと思ったら・・・ありゃりゃ、座布団にちょこんと
座りこんじまったよ！ご隠居、こりゃ～一体、どういうこったい？？？
そりゃまあ、なんだな、熊さん。まんじゅうに渋茶でもすすって、じっくりと聞いてみなってことよ！

　　え～　　え～　　え～　　え～

さて、さて、さて、さて、趣味の欄に記入するのに苦労していたときにも比較的すんなりと記入することができるものがひと

つございました。それは、「落語鑑賞」「落語鑑賞」「落語鑑賞」「落語鑑賞」という私がかれこれ何十年もの間に亘り続けている楽しみです。い

まや、「剣道」とともに私の生涯における燦然（さんぜん）と輝く偉大なる二本柱ですが、かっては、長く私

の孤高の楽しみとして私のつらいとき楽しいとき心の支えとなって今日まで助けてくれたものでございます。

現在も仕事の帰りなどいろいろな口演に時々でかけて楽しんでおります。 

今回はそんな落語について皆さんにも是非興味をもっていただきたくお付き合い願いたいと存じます。 

リレーもリレーもリレーもリレーも 3333 人目人目人目人目となりましたが、話の巧みなお二人の後に私の番になり、

何を書こうかと大変に悩みました。悩んだ結果、私の趣味について話をするこ

とに致します。好きな分野の趣味であれば多少の話もできるのではと思った次

第です。 
会社で自己申告書などの趣味の欄を記入するとき、数年前までは悩むところでありましたが、最近は「剣道」

と書くことができるようになり、何かの折に知らない方にお話するとびっくりされることも数多くあります。

「剣道」が趣味「剣道」が趣味「剣道」が趣味「剣道」が趣味というと本格的に修行されている方には失礼かとは思いますが、生涯続けられる良いものが

できたと大変うれしく思っております。 

落語のルーツは落語のルーツは落語のルーツは落語のルーツは諸説いろいろあるようですが、戦国大名に世情を伝えたり、話相手をす

るお伽衆（とぎしゅう）という人たちのひとりである安楽庵策伝（あんらくあんさくでん）という人が最初と

言われています。その後、江戸に入り、米沢彦八（大阪）、露の五郎兵衛（京都）、鹿野武左衛門（江戸）とい

った人が活躍し、今日の寄席の原型が誕生しました。   

大きな特徴としては、演者がひとりで全役をこなし、登場人物を演じ分けることにあります。したがって、

声の調子、言葉遣い、仕草などによって人物の特徴を表現します。町内の若い衆とご隠居、またおかみさんの

ような女性と、声の調子を使い分け、あるいは目上の者と目下の者の話し方を替えることで工夫していきます。

仕草についてもたとえば目上の者が目下の者に話しかける場合は舞台下手を向き、反対に目下の者から目上の

者に話すときは上手を向くといった使い分けで視線を切り替え、仕分けていきます。落語を楽しむためにはこ

の演じ手の言葉のひとつひとつからその空間的状況や登場人物の心理状況を自分の頭の中で想像することで

す。また、上手な演じ手であれば知らないうちに演じ手が消えて、自分がその作品のなかにいるかのようなと

きもあるでしょう。 

 そんなわけで聴き手は常にすべての登場人物といつも一緒にいるわけで、落語の演目にサスペンスは合わな

い、難しいということになるそうです。これは去る 9 月 11 日から三日間、国立劇場大劇場での立川志の輔師

匠の独演会で師匠が言っていたのですが。つまり、サスペンスでのトリックにあたる部分、仕込みの部分を通

常、聴き手はすべて登場人物と一緒に行っていくことになります。志の輔師匠は例えとして、落語の演目であ

る「ちりとてちん」（これ、今の NHK の朝の連続ドラマの題名になってますよね。関東では「酢豆腐」という

演目です）でご隠居が腐った豆腐を半可通（はんかつう）のタケさんに食べさせたらどんな反応をするだろう

かといういたずらを考え、その腐った豆腐に唐辛子やらなにやらを混ぜて「台湾の珍味」だといって食べさせ

るところがあります。その間、聴き手はその得体の知れない食べ物をつくるときは、ご隠居になってドキドキ

しながら作り、タケさんが食べるときには、ご隠居が作った「台湾の珍味」の中味は知っているわけですから、

タケさんの気持ちになってドキドキしながら食べる。それぞれの立場、状況を知っていながら楽しみ笑ってい

くところにおもしろみがあります。ですから、トリックをわからないように入れることが難しいということに

なります。 

テケテンテン♪　スッテケテン♪（お三味線の音）　・・・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　パチパチパチパチ（客席から拍手！）

え～、なんでもえ～、なんでもえ～、なんでもえ～、なんでも

落落落落
語語語語
にににに
つつつつ
いいいい
てててて
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・・・というわけで、皆さん、まったりしていただいたところで「近藤パパさ～ん！バトンわたりましたよ～！」「近藤パパさ～ん！バトンわたりましたよ～！」「近藤パパさ～ん！バトンわたりましたよ～！」「近藤パパさ～ん！バトンわたりましたよ～！」

２００８年の栄えある初ランナーとしてよろしくお願いいたしま～すm(_ _)m２００８年の栄えある初ランナーとしてよろしくお願いいたしま～すm(_ _)m２００８年の栄えある初ランナーとしてよろしくお願いいたしま～すm(_ _)m２００８年の栄えある初ランナーとしてよろしくお願いいたしま～すm(_ _)m

山田さん、素敵なお話をありがとうございましたm(_ _)m　山田さん、素敵なお話をありがとうございましたm(_ _)m　山田さん、素敵なお話をありがとうございましたm(_ _)m　山田さん、素敵なお話をありがとうございましたm(_ _)m　
（落語、聞きに行きたくなっちゃいました(*^_^*)）

なります。 

 ところが、この時、志の輔師匠は三遊亭圓朝（えんちょう）の作った「政談月の鏡」という作品をサスペ

ンスとして演じてみようと考えたのです。もともと落語中興の祖といわれる名人圓朝の数ある名作のなかに

あって長編であり、つまらないので演じる人がほとんどいないといわれるこの作品を圓朝はサスペンスにし

ようと思ったのではと考えたそうです。わたしも原本を読みましたが、とにかく長いので、わかりにくい話

です。いくつもの話が平行して進んでいき最後にその話のそれぞれの登場人物が結びついていくという展開

の話です。 

※ 三遊亭圓朝とは、幕末から明治にかけて活躍した落語家で言文一致の文学の成立にも大きな影響

を与え、二葉亭四迷（ふたばていしめい）なども影響を受けたといわれています。また、２年前の鳩

ヶ谷剣道連盟の八谷先生の講話にでた山岡鉄舟の知己を得て鉄舟から禅を習っています。 

国立劇場大劇場という大空間で落語をやるという冒険のなかで、いくつかのストーリーを平行させて演じ

ながら、その間に少し前に話題になったアメリカのドラマ「２４」で使われた手法の四分割の映像を使い、

大音響を使う、はたまた最後にはエンディングロールもでるといったとんでもない内容でした。この手法は

落語通のあいだでも賛否両論あるようですが、私は偉大なる試みとしてだけでなく充分楽しむことのできる

内容でした。 

さて、こんな変わった落語もありますが、この日の志の輔師匠の 

別の演目の枕では、こんな話をしておりました。 

 

昔、下町のある子供が母親のお使いで昔、下町のある子供が母親のお使いで昔、下町のある子供が母親のお使いで昔、下町のある子供が母親のお使いで饅頭（まんじゅう）を１５個買いに行くように言われました。

お店に行くと饅頭は１５個ちょうどありました。 

～《昔のお店ですから最近の事件の某菓子店（最近は、某といってもどこのことかわからないくらい多い

大変な世の中になってしまいましたが、、、）のように売れ残りをごまかして使うことはなかったので店に並

べてある分でおしまいなんです。》～ 

その子供は饅頭がちょうど１５個あったのに、少しためらいながら１３個だけ買って帰りました。母親には

正直に１５個の饅頭があったけれども１３個買って２個買わずに残して来たことを報告します。母親も子供

を咎（とが）めずにそれは良かったと言います。・・・・・そういう昔のひとの振る舞いを志の輔師匠は「い

いな。」と言います。あるだけ全部買わずに少し残す、それによって別の全然知らない人が饅頭を食べられ

ることを想像する。最低必要なものがあればいい。皆でちょっとした喜びを分かち合う。昔の日本にはそん

な感性があったんだな。これは枕で、本編ではありませんが、そんな気持ちを思い出させてくれるのも落語

です。 

 ＊蛇足（だそく）ですが、立川志の輔師匠とはＮＨＫ「ためしてガッテン」

の司会をやっているひとです。もし知らないひとがいたらと思いまして。

落語はいろいろなホールや寄席でやっています。落語はいろいろなホールや寄席でやっています。落語はいろいろなホールや寄席でやっています。落語はいろいろなホールや寄席でやっています。寄席というのは常打ちといわれる常時開催され

る東京の「鈴本」や「末広亭」といった場所の他に公民館やおそばやさんの座敷でおこなわれる場合もあり

ます、これも寄席です。私も勤務で名古屋におりましたとき、家内と当地のおすし屋さんの 2階で先代の柳

家小さん師匠の噺を聞き、幸運にもそのあとの会食で師匠の隣に座っておすしを食べ、お酒をいただきなが

ら、話を伺（うかが）う機会がありました。 

皆さんもぜひ生の落語を一度聴いてその雰囲気を味わってみてください。さまざまな場面や登場人物の気

持ちを想像する知的空間へぜひお越しください。 

さて、長い間お付き合いいただきありがとうございました。興味のないかたには大変つまらない内容だっ

たと思います。そろそろお後がよろしいようですので、お次の方につなぐことといたします。 

 

つぎは、つぎは、つぎは、つぎは、駒剣のない日でも今日は新橋、今度は神田と都内でお会いすることの決して少なくはない仲

間のひとりである近藤近藤近藤近藤お父さんお父さんお父さんお父さんへへへへお願い申し上げます。 
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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、ニューヨークの最新情報！をお届けします。

みなさまお元気ですか？こまけんNY特派員の岩附です♪みなさまお元気ですか？こまけんNY特派員の岩附です♪みなさまお元気ですか？こまけんNY特派員の岩附です♪みなさまお元気ですか？こまけんNY特派員の岩附です♪

さて、１１月もあと１日（１１月３０日に届いたメール原稿です！）
NYは一気に紅葉が落ち葉になりました。
それはまるで、ドリフの部隊の転換の早業のように・・・。それはまるで、ドリフの部隊の転換の早業のように・・・。それはまるで、ドリフの部隊の転換の早業のように・・・。それはまるで、ドリフの部隊の転換の早業のように・・・。
朝、目覚めると、昨日まであったきれいな葉っぱ達がどっと散っているんです！
な、なんじゃこりゃ～～～！な、なんじゃこりゃ～～～！な、なんじゃこりゃ～～～！な、なんじゃこりゃ～～～！
お家の周りが、色とりどりの落ち葉だらけでゴザイマス(*_*)
アメリカの落ち葉は大きさもアメリカンサイズなもんで・・・
山盛りの落ち葉を踏みしめて、かき分けて→スクールバスのバス停へ。
何だか楽しくてたまりません。（たぶんウチだけですね。朝から
キャーキャー言ってるのは）そして今週末はとうとう雪マークの天気予報です。

先月と今月は学校のイベントが多く、稽古をお休みがちだった我が家。学校のイベントが多く、稽古をお休みがちだった我が家。学校のイベントが多く、稽古をお休みがちだった我が家。学校のイベントが多く、稽古をお休みがちだった我が家。
こ、こんなことじゃイカ～～ン！！
週１の土曜にしか稽古がないんです。しかも１時間半。
この貴重な稽古を一度休んでしまいますと・・・、なんと次の稽古まで２週間も間が空いてしまうわけです。
弘樹以外は、ただでさえ初心者軍団の我が家です。
そこで、家族会議そこで、家族会議そこで、家族会議そこで、家族会議ってことになりました。剣道の話を家族でできるなんて---夢のような時間です(*^_^)ｖ

いろいろ話し合った結果。・・・自主練をするのが１番！いろいろ話し合った結果。・・・自主練をするのが１番！いろいろ話し合った結果。・・・自主練をするのが１番！いろいろ話し合った結果。・・・自主練をするのが１番！ということに。
素振りや基本の動きなどを、こまけん剣士の弘樹先輩からのアドバイス付きで。

しか～し、外での練習はきっとPolice（警察）を呼ばれてしまうので・・・しか～し、外での練習はきっとPolice（警察）を呼ばれてしまうので・・・しか～し、外での練習はきっとPolice（警察）を呼ばれてしまうので・・・しか～し、外での練習はきっとPolice（警察）を呼ばれてしまうので・・・
本当に！アメリカ人は何でも通報します。例えば・・・、奥さんにゴミ出しをさせると、あのうちの夫は
DV（家庭内暴力）夫だ、とか。NYの寒さの中を半そで半ズボンで子どもを遊ばせていると（日本にはこんな子いるけど）、
親が虐待をしているにちがいない、とか。だから、もし外で練習なんかしたら、
「この寒さの中、何をしているのだ？ジャパニーズ・サムライ？」と通報されることまちがいない「この寒さの中、何をしているのだ？ジャパニーズ・サムライ？」と通報されることまちがいない「この寒さの中、何をしているのだ？ジャパニーズ・サムライ？」と通報されることまちがいない「この寒さの中、何をしているのだ？ジャパニーズ・サムライ？」と通報されることまちがいないのです。
剣道着姿で稽古に毎週出かけるだけで、ご近所にすごーく何度も聞かれてます。「何するんだ？その衣装は？？って」(^^;)
というわけで、家の中での稽古です。というわけで、家の中での稽古です。というわけで、家の中での稽古です。というわけで、家の中での稽古です。

ほよ～、家の中で稽古ができてしまうんですね～！

さすが、アメリカの広いお家！！いいなあ～～～(*^_^*)

先週までのNYスカースデール求道館の稽古は・・・・先週までのNYスカースデール求道館の稽古は・・・・先週までのNYスカースデール求道館の稽古は・・・・先週までのNYスカースデール求道館の稽古は・・・・

☆　初心者クラスは、防具を付けず、基本の所作、素振り、踏み込みの稽古。それから初めて面を着けた先生を相手に
　　面打ちをさせていただきました。
　　　　「初めてホントに打たせてもらって、ドキドキした～！」・・・優依
　　　　「まっすぐ打ったはずなのに、当たらなかった～！なんで～？」・・・弘樹母
　　　　「おおー！気分爽快だねぇ～！」・・・弘樹父
　　と、それぞれの反省やら感想やらで、休憩時間はにぎやかでした。
☆　弘樹は、経験者クラスの子どもたちと稽古。
　　　岩附君は良い面を打ちますね～！と先生からお言葉あり。
　　　　「緊張したー。NYに来てからようやく防具をつけてできたからうれしかった！」・・・弘樹

今月は、日本の剣道は『世界の剣道（KENDO)』なんだな～！日本の剣道は『世界の剣道（KENDO)』なんだな～！日本の剣道は『世界の剣道（KENDO)』なんだな～！日本の剣道は『世界の剣道（KENDO)』なんだな～！と実感しました。
アメリカの道場で学ぶ剣道。我が家が通うスカースデール求道館。そこでは様々な国の人たちが稽古しています。
同じ時期に入会しおしゃべりするようになった中国系アメリカ人中国系アメリカ人中国系アメリカ人中国系アメリカ人のチュウさん。小学１年生の息子さんとの稽古が楽しそうです。
韓国人韓国人韓国人韓国人のキム・ジョン君。剣道歴２年のお父さんの影響で始めたそうです。そして新たに、(^o^)はるばるインドからはるばるインドからはるばるインドからはるばるインドから
２名の青年が入会されました。まだおしゃべりしたことはないのですが、弘樹父は会話したくてウズウズ。
いろんな国籍の人たちが、剣道したいって道場にきているんだなあいろんな国籍の人たちが、剣道したいって道場にきているんだなあいろんな国籍の人たちが、剣道したいって道場にきているんだなあいろんな国籍の人たちが、剣道したいって道場にきているんだなあ・・・ということに
改めてすごーく感動している我が家です。

NYでは１１月２８日、ロックフェラーセンターのクリスマスツリー点灯式がありました。
感謝祭の休日が終わって、一気にクリスマスモードに切り替わる装飾。スケートリンクもにぎわい、サンタさんも
何かと忙しい季節です。毎日元気に楽しみたいです♪
皆様もお元気でお過ごしくださいませ。(^^)/

～～こまけんホームページに癒されているNY特派員より～～～～こまけんホームページに癒されているNY特派員より～～～～こまけんホームページに癒されているNY特派員より～～～～こまけんホームページに癒されているNY特派員より～～

毎回ホットなNY情報を届けてくれる岩附特派員、ホームページもしっかりチェックしてくれてるんですね。
素敵なレポートをありがとうございました～(^^)/
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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）　浦和剣道連盟　一級審査（大宮武道館）１５（土）　浦和剣道連盟　一級審査（大宮武道館）１５（土）　浦和剣道連盟　一級審査（大宮武道館）１５（土）　浦和剣道連盟　一級審査（大宮武道館）・・・６年生古谷くんが受審予定です。がんばれ～～！！
　　　　　　　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）　駒剣　クリスマス会　１：００～５：００２２（土）　駒剣　クリスマス会　１：００～５：００２２（土）　駒剣　クリスマス会　１：００～５：００２２（土）　駒剣　クリスマス会　１：００～５：００
　　　　　　　　　うれし、楽しいクリスマス会♪　ゲームにプレゼント交換、四色団体戦で盛り上がろう！！
　 １：００～３：００　クリスマス会・・・道場でチーム対抗ゲームをしたり、プレゼント交換したり・・・ウキウキ、ワクワク♪

３：００～５：００　四色団体戦・・・クリスマス会のチームカラーに分かれて戦います！
・交換用のプレゼント（８００円以内）

≪持ち物≫ ・手提げ袋（もらったお菓子やプレゼントを入れるため、名前が書いてあるもの！）
・あったか～～い上着！！これ、大切！
・兄弟姉妹ちゃんたちのプレゼント交換もあります。
　参加する子は３００円以内のプレゼントを用意してきてね。

保護者の方の見学、お手伝い大歓迎です。ぜひ暖かい服装でいらしてください♪お待ちしておりますm(_ _)m

２７（木）　駒剣　稽古納め　通常どおり５：００～７：００　　今年最後の稽古です～～～(^o^)

５（土）　　駒剣　稽古始め　　通常どおり３：００～５：００５（土）　　駒剣　稽古始め　　通常どおり３：００～５：００５（土）　　駒剣　稽古始め　　通常どおり３：００～５：００５（土）　　駒剣　稽古始め　　通常どおり３：００～５：００
　　埼玉大学寒稽古初日（～１９（土）まで）※

１０（木）　通常どおり　５：００～７：００
１２（土）　通常どおり　３：００～５：００　
１３（日）　埼玉大学鳳翔剣大会　１３（日）　埼玉大学鳳翔剣大会　１３（日）　埼玉大学鳳翔剣大会　１３（日）　埼玉大学鳳翔剣大会　

前回（今年の１月）大会では、参加団体として『菅沼鳳雲賞』をいただきました。
今年もがんばって、寒稽古、大会に参加しましょう。
※寒稽古や大会について、詳しくは後ほどお手紙が出ますので、そちらをご覧ください。

１７（木）　通常どおり　５：００～７：００
１９（土）　通常どおり　３：００～５：００

　　埼玉大学寒稽古最終日
２４（木）　通常どおり　５：００～７：００
２６（土）　通常どおり　３：００～５：００
３１（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。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。

その三十六「しつこい！　素振りについて！！」　です。
（実はイラストも先月からカラーになってる武芸帳♪　　色つきが見たい人はホームページでチェックです！）

・・・こまけんだよりは　本荘母（自称　変酋長）が編集させて頂いております。
みなさまのご意見、ご希望、ご感想などお気軽にお声掛けいただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。ｍ(_ _)m

１２月の予定

１月の予定

こまけんのホームページを見た人が１０００人を超えたんだって！
キミもホームページを見たら、お家の人といっしょに掲示板に
感想などを書き込んでね。
そのときに注意すること・・・世界中の人が見る可能性があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　個人名などは出さないように、だれかの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　迷惑にならないように、マナーに注意して
　　　　　　　　　　　　　　　　　　お家の人といっしょに書こうね！
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