
菅原先生菅原先生菅原先生菅原先生　「　「　「　「あいさつあいさつあいさつあいさつ、、、、返事返事返事返事、、、、礼礼礼礼をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと！」！」！」！」
今年は３つのことに気をつけてみましょう。
①あいさつ・・・特に朝の「おはようございます。」をしっかりと。

一日の始まりのあいさつはとても大切です。
②返事・・・・「はい。」の言い方、尻下がりはいけません。
③礼（おじぎ）の仕方・・剣道では相手と心を合わせて１５度の礼を。

木村先生木村先生木村先生木村先生　「　「　「　「場場場場にににに習習習習いいいい，，，，師師師師にににに習習習習いいいい、、、、友友友友にににに習習習習うううう」」」」
今日の駒剣の稽古始め、みんな活気があってとてもいいですね。
身が引き締まる思いがします。
剣道は場に習い、師に習い、友に習うと言います。
今年もいろいろなところに稽古に出かけて、先生方に教えていただき、
仲間とともに切磋琢磨していきましょう。
私は、大きく真っ直ぐな剣道を目指したいと思っております。

尾島先生尾島先生尾島先生尾島先生　「　「　「　「心心心心とととと技技技技をををを磨磨磨磨くためのくためのくためのくための稽古稽古稽古稽古をををを！」！」！」！」
今朝の埼玉大学の寒稽古初日のあいさつで塩入先生は
「この埼大の寒稽古では、試合に勝つための稽古ではなく、
心を強くするための稽古をします。」とおっしゃっていました。
私も、今年は心と技を磨き、強くしていきたいと思っています。
一緒にがんばりましょう。

☆　　今月の言葉・・・本荘先生、１月のお当番さんの感想より☆　　今月の言葉・・・本荘先生、１月のお当番さんの感想より☆　　今月の言葉・・・本荘先生、１月のお当番さんの感想より☆　　今月の言葉・・・本荘先生、１月のお当番さんの感想より

☆　　駒剣士たちの「今年の目標！」☆　　駒剣士たちの「今年の目標！」☆　　駒剣士たちの「今年の目標！」☆　　駒剣士たちの「今年の目標！」

☆　　鳳翔剣大会結果報告 ＆ 埼玉大学寒稽古を終えて！！☆　　鳳翔剣大会結果報告 ＆ 埼玉大学寒稽古を終えて！！☆　　鳳翔剣大会結果報告 ＆ 埼玉大学寒稽古を終えて！！☆　　鳳翔剣大会結果報告 ＆ 埼玉大学寒稽古を終えて！！

☆　　特集　もうすぐ卒業！　６年生・・・６年生がみんなの質問に答えてくれました☆　　特集　もうすぐ卒業！　６年生・・・６年生がみんなの質問に答えてくれました☆　　特集　もうすぐ卒業！　６年生・・・６年生がみんなの質問に答えてくれました☆　　特集　もうすぐ卒業！　６年生・・・６年生がみんなの質問に答えてくれました

☆　　好評連載「良平の部屋・・・お正月っていつ？？？その２」☆　　好評連載「良平の部屋・・・お正月っていつ？？？その２」☆　　好評連載「良平の部屋・・・お正月っていつ？？？その２」☆　　好評連載「良平の部屋・・・お正月っていつ？？？その２」

☆　　駒剣　勝手に指名リレー・・・近藤さんから冨田さんへバトンタッチ！☆☆　　駒剣　勝手に指名リレー・・・近藤さんから冨田さんへバトンタッチ！☆☆　　駒剣　勝手に指名リレー・・・近藤さんから冨田さんへバトンタッチ！☆☆　　駒剣　勝手に指名リレー・・・近藤さんから冨田さんへバトンタッチ！☆

☆　　駒剣ニューヨーク支部だより・・・メール原稿滑り込みセーフッ！！！(^o^)☆　　駒剣ニューヨーク支部だより・・・メール原稿滑り込みセーフッ！！！(^o^)☆　　駒剣ニューヨーク支部だより・・・メール原稿滑り込みセーフッ！！！(^o^)☆　　駒剣ニューヨーク支部だより・・・メール原稿滑り込みセーフッ！！！(^o^)

☆　　お知らせ・・・２月、３月の予定、文集原稿大募集、その他☆　　お知らせ・・・２月、３月の予定、文集原稿大募集、その他☆　　お知らせ・・・２月、３月の予定、文集原稿大募集、その他☆　　お知らせ・・・２月、３月の予定、文集原稿大募集、その他

☆　　星やん武芸帳その三十八「剣道とは本当にむずかしいな～」☆　　星やん武芸帳その三十八「剣道とは本当にむずかしいな～」☆　　星やん武芸帳その三十八「剣道とは本当にむずかしいな～」☆　　星やん武芸帳その三十八「剣道とは本当にむずかしいな～」

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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渡辺あこ

本荘母

お宝母

田中母

田上母

松浦母

有田母

本荘風人

中牟田侑紀

松下茉由

森　渉

渡辺かこ

有賀大穂

本荘日向

有田　楽

木村啓人

高橋　慧

平田雄也

野口　亮

石井邦明

星野裕美

西　智仁

神田　修

近藤麻美

渡辺聖宝

前田啓佑

千葉智佳

松浦宏大

石田　涼

小学生会員

山崎直人

中牟田莉奈

渡辺周平

田上征哉

木村母

高橋母

ＯＢ会員 後援部会員

千葉母

星野正成

渡辺靖宝

石田陸人

稲森華乃子

田中裕一郎

高橋薫平神嵜　恵

小林滉生

有賀　寿

古澤久枝

山崎利男

西　聖仁

古澤由奈

渡辺郁宝

西　博尚

渡辺良平

渡辺順迎

近藤英隆
近藤千恵子

星野芳範

成人会員等　

本荘　真

木村先生

尾島先生

山田節男

石井美保

木村由枝

稲森久士

中牟田母

野口亮母

平田母

石田昭男

　２月になりました。寒稽古があったためか、この１か月は速かったですね。皆さんのがんばりに感心、感
動した１か月でもありました。
　下の表の通り、今年も大勢の駒剣士が埼大寒稽古に参加しました。見事皆勤された方、本当におめでと
うございます。毎日欠かさずの積み重ねは、やり遂げた者しかわからない苦労や喜びがあります。１５日
間は、休日に５日行ったからその３倍というものではありません。平日は、人が少なくなっての稽古の厳し
さや充実感があるのです。一日も休まず行かれた方は心底すごいなあと思います。敬意を表します。
　また、昨年よりもがんばった人がたくさんいるようです。昨年のべ４４７回でしたが、今年は６日間少なく
なっているのにもかかわらず、ほとんど変わらないのべ４１６回４１６回４１６回４１６回なので、より密度の濃い稽古ができたの
でしょう。私自身は途中風邪をひいてしまい、目標の勝ち越しもならず。成人会員（婦人部）の叱咤激励の
おかげで、何とか千秋楽に参加したものの、二場所連続の負け越し。カド番ですので来場所は進退をかけ
てがんばらないと・・・

　１月１３日に行われた鳳翔剣大会では、古澤由奈さんが見事優勝古澤由奈さんが見事優勝古澤由奈さんが見事優勝古澤由奈さんが見事優勝しました。強豪揃いの中でのチャンピ
オン獲得はすごいの一言！まして、昨年２１日間、今年１５日間皆勤しての優勝は本当に価値のあるもの
です。準決勝で素晴らしい面を決め、今までずっと勝てなかったライバルに勝った時、後援部長の良平さ
んは「年甲斐もなく涙がこぼれた・・・。」と言っていました。私も同感でした。
　中学女子の部では、木崎中の近藤麻美先輩が準優勝近藤麻美先輩が準優勝近藤麻美先輩が準優勝近藤麻美先輩が準優勝。古澤さん同様、準決勝でさいたま市の新人戦個
人戦決勝で敗れた相手に逆転で勝ち決勝進出。決勝も先に一本取られたあと取り返し、その後麻美さん
のペースで、優勝の期待大でしたが・・・見事な準優勝、立派な戦いぶりでした。

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

　

　さらに、高校男子の部では浦和市立
高校の西智仁先輩が３位入賞西智仁先輩が３位入賞西智仁先輩が３位入賞西智仁先輩が３位入賞。準々
決勝では強敵相手と延長でも決着つか
ず判定にもつれこむが３対０で完勝、基
本に忠実で美しい剣道が光っていまし
た。

　早朝よりたくさんのお父さん、お母さ
んに応援をいただきました。m(_ _)m  選
手の大健闘に応援団も大興奮、子ども
たちから感動をもらい、寒さも疲れも吹
き飛びました。
　昨年のこの大会で思いもかけず「菅
沼鳳雲賞」をいただき、今年は一段と自
信を持ち寒稽古に参加したように見え
ました。１４日目の夜には、星野さんと
良平さんが道場で行われた納会に出
席してくれました。千秋楽では、大学生
の赤たすきに対抗して、駒剣カラーの
緑たすきで奮闘しました。稽古に参加
するだけでなく、それぞれが居場所を
見つけて楽しむ様子、大変いいことだと
思います。
　２月１１日（祝）９時～１２時まで、「埼
大お礼稽古」があるそうです。行ける方
は大人も子どももぜひご参加ください。
寒稽古で得た気力・体力が花開くのが
これからの季節です。３月には、さくら
草旗争奪や村岡杯と大会もあります。
これからも、１回１回の稽古をしっかり
やっていきましょう。
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1/５（土）　　菅原先生・本荘先生・木村先生・尾島先生
・小学生が３４人、成人が２０人、合計５４名の駒剣士が参加した稽古始め。

・気合いの入った稽古が見られて良かったです。

1/１０（木）　　尾島先生・奥山先生・渡邊先生
・ひとつひとつ注意を受けたらしっかり大きな声で返事をしましょう。

・１分半通しの試合、とても気合いが入って良い試合でした。

・稽古に来る前は、必ず竹刀の手入れをしましょう。

1/１２（土）　　木村先生
　 ・全体的に大きな声が良く出ていて、気合いの入った稽古でした。明日の試合もがんばってほしいです。

1/1７（木）　　尾島先生・近藤先生・古澤先生
・寒稽古が１９日まであり、皆さん頑張って参加しているようです。寒い日が続く中、素晴らしいことですネ！

・今日はちょっと声が出ていませんでした。大きな声を出して気合いを入れて稽古しましょう。

1/1９（土）　　菅原先生・本荘先生・木村先生・尾島先生
・埼大寒稽古に皆勤した方たちに埼大の手ぬぐいが渡されました。大人・子どもを含め、何人もの人がいただいていました。

　　皆さんの意気込みは素晴らしいですね！

1/２４（木）　　尾島先生・杉山先生
・北風が冷たく寒～い日ですが、子どもたちは裸足で元気に稽古していました。

・月例試合が近いので、試合形式の稽古をしました。

・おしゃべり等をせず、他の友だちの試合を見ている姿は立派でした！

・６年生は皆とても大きな声が出ています。下級生もそれを見習えるといいですね。

1/２６（土）　　本荘先生
・今年初めての月例試合でした。３月のさくら草旗、村岡杯の選手選考の材料になるので、みんな気合い十分な試合でした。

・５年生が１４名と大人数のため、他の学年が終わったコートを使って試合を行いました。

1/３１（木）　　尾島先生
・寒い時期で体調を崩す子が多いのか、出席者が少ない中、６年生の３人が大きな声を出して気合いの入った練習を

　　見せてくれて「さすが！」と思いました。

本荘先生、お当番さん、ありがとうございましたm(_ _)m

１２月のお当番さんノートの感想より１２月のお当番さんノートの感想より１２月のお当番さんノートの感想より１２月のお当番さんノートの感想より
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２年生２年生２年生２年生 ４年生４年生４年生４年生
森くん森くん森くん森くん・・・　「面を打つ時、左足を右足の前に 山崎くん山崎くん山崎くん山崎くん・・・「切り返しをきちんとする！」

出さないようにします。」
木村くん木村くん木村くん木村くん・・・「面打ちと胴打ちをがんばりたい」

本荘くん本荘くん本荘くん本荘くん・・・「面を真っ直ぐ打つ」
茂木さん茂木さん茂木さん茂木さん・・・「試合に勝てるようにする」

松本くん松本くん松本くん松本くん・・・「声を大きく出す」
有賀くん有賀くん有賀くん有賀くん・・・「連続技を覚えて使っていきたい」

３年生３年生３年生３年生
野口（亮）くん野口（亮）くん野口（亮）くん野口（亮）くん・・・「基本をしっかりやる」 平田くん平田くん平田くん平田くん・・・「最後まであきらめない」

金子くん金子くん金子くん金子くん・・・「大きな試合で勝つ」 高橋くん高橋くん高橋くん高橋くん・・・「左足を引きつける。左足を出さない。試合に勝つ。」

渡辺周平くん渡辺周平くん渡辺周平くん渡辺周平くん・・・「大きな声をだす」 有田くん有田くん有田くん有田くん・・・「すり足をうまくする。引きつけを早くする。

打った後、手をのばす。」

中牟田さん中牟田さん中牟田さん中牟田さん・・・「大きな声を出す」

５年生５年生５年生５年生

千葉さん千葉さん千葉さん千葉さん・・・「大きく、真っ直ぐふりかぶる」 稲森さん稲森さん稲森さん稲森さん・・・「手が突っ張らないようにする」

渡辺かこさん渡辺かこさん渡辺かこさん渡辺かこさん・・・「面つけを早くする」 田中くん田中くん田中くん田中くん・・・「足の引きつけを早くする」

松尾くん松尾くん松尾くん松尾くん・・・「足の引きつけを速くする。 細谷くん細谷くん細谷くん細谷くん・・・「切り返しは２回しか息をつがない」

しっかり技を決めていきたい。」

神嵜さん神嵜さん神嵜さん神嵜さん・・・「速い面打ちができるようにする」

小林くん小林くん小林くん小林くん・・・「試合や地稽古で、自分から前に出て打つ」
須山くん須山くん須山くん須山くん・・・「真っ直ぐな面を打つ。速い面を打つ。

中嶋くん中嶋くん中嶋くん中嶋くん・・・「５年生がみんな強いので、ちゃんと 後ろに下がらない。」

追いつけるようにしたい」
石田（陸）くん石田（陸）くん石田（陸）くん石田（陸）くん・・・「打ちと足を合わせ、真っ直ぐきれいな打ちが

田上くん田上くん田上くん田上くん・・・「特２級を取る。１級を取る。」 　　できるようにする」

本多くん本多くん本多くん本多くん・・・「たくさんの技をマスターして自分を 松浦くん松浦くん松浦くん松浦くん・・・「毎回の稽古や寒稽古などの行事に
少しでもいいから強くしたい」 たくさん参加して、剣道を楽しむ。

そして剣道の技などを上達させ、大会に出たい。」

野口（慶）くん野口（慶）くん野口（慶）くん野口（慶）くん・・・「しっかり面を打って残心までちゃんと
　　　　　　　　　　　やる。稽古へ休まずに行く。」

６年生６年生６年生６年生

石田（涼）くん石田（涼）くん石田（涼）くん石田（涼）くん・・・「基本から直し、右手の力をぬき、左腕を伸ばす。いつでも大きな声を出す。打った後の声を伸ばす。」

西くん西くん西くん西くん・・・「一戦一戦、自分の全力を出し切る」

古谷くん古谷くん古谷くん古谷くん・・・「６年生もあとわずかしかないので、残りの稽古を休まずにしっかりとやりたい」

古澤さん古澤さん古澤さん古澤さん・・・「構えを真っ直ぐする。剣道にもっとスピードをつける。」

成人成人成人成人

木村由枝さん木村由枝さん木村由枝さん木村由枝さん・・・「足さばきを素早く正しく（構え、打突、残心までの足さばき）」

古澤久枝さん古澤久枝さん古澤久枝さん古澤久枝さん・・・「基本を大切に。稽古を通して技術面はもとより精神面でも強くなるように、心身共にきたえていきたい」

神田けい子さん神田けい子さん神田けい子さん神田けい子さん・・・「気剣体の一致。手で打つのではなく、足、腰で打つ。」

渡邊順迎さん渡邊順迎さん渡邊順迎さん渡邊順迎さん・・・「力強く踏みこんで、美しく面を打つ。そして残心！」

山崎利男さん山崎利男さん山崎利男さん山崎利男さん・・・「勝って打つ！打ち抜ける！残心。」

稲森久士さん稲森久士さん稲森久士さん稲森久士さん・・・「１．正しい姿勢と構え。２．崩れない、下がらない。３．間合いと打突の機会を意識する。４．剣道形の稽古」

★★★★★★ ★★★★★★

たくさんの駒剣士のみなさんが、今年の目標を教えてくれました。
目標に向かって、今年もみんなでがんばろう！！
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例年、埼玉大学の寒稽古期間中に行われる大会に、今年もOB,OGを含め多数の駒剣士が参加しました。
県外からの参加もあり、いずれ劣らぬ強豪相手に、誰一人臆することなく大健闘！　みんな、本当にかっこよかったよ！！

成人会員さんがつけてくださった各試合の記録とコメント、選手の感想を紹介します。

４年生４年生４年生４年生

有田　楽有田　楽有田　楽有田　楽
- 苗村（妙武館） ・・・試合内容はとてもよかった。何本もおしい技があった。次はそれらを

　　　　決められるようにしよう！

 感想　「一回戦で５年生と当たって最初は打ち合いだったけど、小手を一本取られてしまいました。そのときはもう
　　　　　　１分30秒ぐらいでした。なので終わってしまいました。早く終わったけど楽しかったです。この次はがんばります。」

有賀　大穂有賀　大穂有賀　大穂有賀　大穂
-   メ 山本（白桜） ・・・お互いに先を取る面の戦いでした。延長の面は見事！

- 内田（天馬） ・・・善戦しました。

 感想　「今日のしあいはいつもより良かったです。１試合目は相手は互角だったけど、延長戦で勝ちました。

　　２試合目は動きが速くて負けてしまいました。欠点は、つばぜり合いの時、動けなかったことです。
　　これを稽古で学習したいです。」

高橋　慧高橋　慧高橋　慧高橋　慧
- 結城（川口北）

- 高橋（榛嶺会） ・・・終始堂々とした剣道ができていた。次はもっと積極的に攻めよう。

 感想　「大会は残念だった。でも寒稽古は楽しかった。」　

５年生５年生５年生５年生

石田　陸人石田　陸人石田　陸人石田　陸人
- 鮏川（朝霞） ・・・おしい技が何本もあった。積極的に攻められるようになってきた。

- 戸坂（妙武館） ・・・積極的に攻めたが、出ゴテを決められてしまった。

 感想　「今日は２回戦で負けてしまいました。出小手を何本か取られてしまいました。次は４回戦まで勝つことが目標です。」

田上　征哉田上　征哉田上　征哉田上　征哉
- 谷（天馬） ・・・冷静に相手を見ていた。攻めのタイミングを逃さなかった。旗が３本

　　　上がった見事な判定勝ち。

- 山下（四誠館） ・・・良い試合内容でした。おしい面があった。

 感想　「今年の鳳翔剣大会では、いつものようにリラックスしてできたので、去年よりたくさん技を出していたと思います。

　　１回戦目に、最初、先に一本取られたので少しあせったが、その後、一本取り返せました。最終的に、２回戦に

　　行けたので良かったです。今回は２回戦目に負けてしまったので、次は３回戦まで勝ち上がりたいです。」

田中　裕一郎田中　裕一郎田中　裕一郎田中　裕一郎

- 　星野（粕川） ・・・応じ技が多かった。やりにくそうな相手でした。

　感想　「今回の試合は「待つ剣道」になってしまいました。自分の打突が思うようにいかず、とてもやりにくかったです。

　　また、応じ技だけで終わってしまったことが、非常に残念でした。ですが、良かったところも１つあります。

　　声を出し、やる気を入れていたことです。これからは、声を出すことは続け、思いっきり腰や足を残さずに

　　自分の理想の剣道をしていきたいです。」

　

メ メ
（延長）

メ

メ メ

メ

コ コ メ コ

メ

メ

コ 判

判

不戦

コ
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渡辺　かこ渡辺　かこ渡辺　かこ渡辺　かこ
- 若井（眞和館） ・・・抜き胴がおしかった。大きい子を相手によい試合でした。

 感想　「私は１回戦目で眞和館の若井さんと当たって面を取られて負けてしまいました。」

神嵜　恵神嵜　恵神嵜　恵神嵜　恵
- 米内（天馬） ・・・相手のほうが少しよく攻めていたかな？

　感想　「私は１回戦目で天馬の米内さんに判定負けになってしまいました。なので来年は米内さんに勝ちたいです。」

千葉　智佳千葉　智佳千葉　智佳千葉　智佳

- 金子（朝霞） ・・・相手より良く攻めていたのに、惜しいです。

　感想　「私は、朝霞の金子さんとやりました。私はシードだったのに負けてしまいました。くやしかったです。

　　来年はベスト８になりたいです。」

６年生６年生６年生６年生

渡辺　靖宝渡辺　靖宝渡辺　靖宝渡辺　靖宝
- 小林（朝霞） ・・・きれいな面でした。格が違いました。

- 竹渕（榛嶺会） ・・・とても良い面がありました。旗を上げたかった。

　感想　「１試合目では、思い切った面が決まり、勝つことができた。けれど２試合目では、相手の気迫に負けてしまい、

　　　思い切った打ちが決まらなかった。普段の稽古からもう一度しっかり行いたいです。」

石田　涼石田　涼石田　涼石田　涼
- 江藤（妙武館） ・・・惜しい試合でした。残念ながら１対２の判定負け。

　感想　「動きが重く、思うような打ちができませんでした。技を打った後、もっと抜ければよかったです。自分から攻め

　　　自分から打つことを忘れず、次から活かしたいです。」

西　聖仁西　聖仁西　聖仁西　聖仁
- 手房（粕川）　　　 ・・・最初は動きがかたかったが、途中から動きが少しもどってきた。

- 山口（荒川） ・・・本来の調子に戻る前に試合が終わってしまったようだった。

　感想　「鳩ヶ谷の大会で小室君にやられた合面と全く同じのをやられました。悔いの残る結果でしたが、

　　　この悔しさを忘れずにこれからも稽古をがんばります。」

渡辺　郁宝渡辺　郁宝渡辺　郁宝渡辺　郁宝
- 井上（天馬） ・・・鋭い面が決まった。出ゴテのタイミングはいいが、打ちが弱く

　　　　取ってもらえなかった。

- 赤澤（妙武館） ・・・１試合目同様、惜しい出ゴテが多くあった。しっかり決められるように

　　なれば、今後もっと楽になるはず。

　感想　「本大会では、恐れていた天馬の人と１回戦目に当たりました。天馬の人は強かったけれど、見事に面を取り、

　　２回戦目に進出することができました。２回戦目の相手は、あまり知らない道場の人でした。相手の背が低くて、

　　やりにくかったです。結果負けてしまいました。」

古澤　由奈古澤　由奈古澤　由奈古澤　由奈 祝祝祝祝　　　　優勝優勝優勝優勝
- 天田（粕川） ・・・打突の機会をよく見ていました。きれいな面が決まっていました。

- 平田（塚越） ・・・落ちついていた。止まってしまって残念。

- 高橋（榛嶺会） ・・・慎重な試合運びでした。相手に合わせたのか？

- 駒林（天馬） ・・・相手の技の尽きた体のくずれた所を良い面が決まりました。

- 若井（眞和館） ・・・面、出小手、見事でした。おめでとう！

感　　想　「私はライバルの駒林さんにも勝つことができ、優勝することができました。それは先生方のご指導や

　　 家の人が朝から送り迎えをしてくれて寒稽古に参加できたおかげだと思います。来年も皆勤したいです。」

メ

メ

メ

ド

判

メ メ

メ メ

メ

メ
（場外）

メ メメメ

メメメ

メ

メ

メ コ

判
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古澤さん、優勝おめでとうございます！！古澤さん、優勝おめでとうございます！！古澤さん、優勝おめでとうございます！！古澤さん、優勝おめでとうございます！！

近藤麻美先輩（中２）は準優勝、近藤麻美先輩（中２）は準優勝、近藤麻美先輩（中２）は準優勝、近藤麻美先輩（中２）は準優勝、

西智仁先輩（高２）は３位！　　おめでとうございます！！西智仁先輩（高２）は３位！　　おめでとうございます！！西智仁先輩（高２）は３位！　　おめでとうございます！！西智仁先輩（高２）は３位！　　おめでとうございます！！

最後の決勝戦は、駒剣応援団も大いに盛り上がりました～♪

小さな駒剣士たちも、先輩達の活躍を目の当たりにして、「いつか自分も・・・！」と思ったのではないでしょうか。

ご指導くださった先生方、当日の記録やお世話をして下さった成人会員のみなさん、

そして応援の保護者の方々もありがとうございました。

新年明けて１月５日から始まった埼玉大学の寒稽古も、１９日（今年は１５日間）に無事？幕を閉じました。

昨年、菅沼鳳雲賞をいただいた、わが駒場剣友会からは今年も本当にたくさんの剣士が参加。貴重な体験をさせていただきました。

みなさん、お疲れ様でした。そして諸先生方、学生さんたち、お世話になりましてありがとうございました。

今年は見事に１３人の駒剣士が皆勤しました。皆勤、おめでとうございます。いただいた感想をご紹介させていただきます。

寒稽古を終えて寒稽古を終えて寒稽古を終えて寒稽古を終えて
渡邊　順迎渡邊　順迎渡邊　順迎渡邊　順迎

　寒稽古！初めはちょっとプレッシャー。気持ちは後ろへ一歩下がり気味。それでもやる気満々の仲間に引っ張られて

寒稽古は始まる。

　初日、駒剣士がなんと約４０名（OB・OGも含む）も参加！　２日目、３日目と駒剣の熱気は高まる一方。

　昨年より少しはうまくなったかな？と思うとちょっとうれしい。早起きは辛いけど、毎朝、木村さんが迎えに来てくれる。

行けば今日も来るかな～と心配して待ってくれている仲間がいる。「がんばれ、がんばれ～」と励ましてくださる先生方

がいらっしゃる。千葉ちゃんのお母さんは、毎日２階から見守ってくださっているし、ここで休むと数百倍の後悔が残る

だろうと思うと絶対休めない。

　そして迎えた千秋楽。

　駒剣の皆勤者１３名。すごい！こういう団体は他にないと思う。感激で涙が出そう（大げさではない！）になった。

　ご指導くださった先生方、本荘先生、木村先生、尾島先生、心より感謝申し上げます。教えていただいた沢山の課題

を少しでもクリアできるよう精進いたします。

　埼大剣道部の皆さん、お世話になりありがとうございました。

　毎日、行き帰りを一緒にお連れくださった木村さん、一緒に頑張った仲間達に心よりの「愛」を送ります。

　そして、また来年も。。。。と誓っています。

感謝！感謝の寒稽古！感謝！感謝の寒稽古！感謝！感謝の寒稽古！感謝！感謝の寒稽古！
木村　由枝木村　由枝木村　由枝木村　由枝

　昨年、初めて参加させていただいた“埼玉大学剣道部寒稽古”のすばらしさを知り、今年も参加させていただきました。

「感謝に始まり、感謝で終わる」寒稽古。　

埼大剣道部とは全く無縁の我々を受け入れていただき感謝！　　寒い中、毎日迎えてくれる学生さんに感謝！

毎日、教えていただいた先生方に感謝！　　遠くから来て下さる先生方に感謝！

鈍いオバサンにも丁寧におしえていただき感謝！　　毎日、稽古に行かせてくれる家族に感謝！　

励まし合える仲間に感謝！

・・・沢山の感謝の気持ちを忘れずに、寒稽古で学んだこと、教えていただいたことを焦らず、じっくりと身につけ、

少しでも上手になりたいと思います。お世話になった皆さんに、心から感謝いたしております。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　剣道小僧！見参！剣道小僧！見参！剣道小僧！見参！剣道小僧！見参！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　星野正成星野正成星野正成星野正成
　今年もまた、埼玉大学の寒稽古を皆勤することができました。
今年の、寒稽古の中で、大保木先生から打突後の足捌きということで「一歩、半歩、そのまた半分」
そして、右足を中心にして回る。を教えていただきました。
普段の稽古で、このことを注意しながら生かすようにしています。
この15日間で本当にたくさんのことを教えたいただいた先生方どうもありがとうございました。
　今年は、中学校2年生になります。
後輩も出来るので、寒稽古で習ったことを後輩にも教えられるようにしていきたいです。
　来年は、面付け1番で皆勤賞をしたいと思います。埼玉大学の先生、先輩方来年もお願いします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　剣道小僧。（正成）
　
　　　　　　　　　　・・・・・・・注。　この「剣道小僧」の称号は、大保木先生に命名されたものです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本人は、相当うれしく、感激しております。

　　　　　　　　　　埼玉大学寒稽古は、前頭葉を刺激する！　　　　　　　　　　埼玉大学寒稽古は、前頭葉を刺激する！　　　　　　　　　　埼玉大学寒稽古は、前頭葉を刺激する！　　　　　　　　　　埼玉大学寒稽古は、前頭葉を刺激する！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　星野　芳範星野　芳範星野　芳範星野　芳範
　朝、真っ直ぐで大きく振りかぶった1本を頂戴する。
その日一日気分よく（会社について、ひとりニヤニヤしている）（不気味）疲れたとか、眠いとかいう感情を通り越して、
「今日も参加できてよかったな～」という思いだけになるんですよね。
夕方には、埼玉大学のHPを開いて先生のお話をもう一度読み直す。本当に楽しい時間。
　神田少年が皆勤をしたのに刺激を受けて、中桐君の皆勤がとても大きく見えて。自分の皆勤なんかは、中途半端なもので
すが・・・自分の後から何人もの皆勤者が出始めました。
　この、すばらしい精進の輪を広げていきましょう！
来年は、誰がどんな顔で、皆勤するかな？楽しみでなりません。駒剣魂の見せ所です！
来年の寒稽古が待ち遠しいぞい！　暑中稽古はないのか～(~_~;)

　　　　　　　　　埼玉大学の寒稽古　　　　　　　　　埼玉大学の寒稽古　　　　　　　　　埼玉大学の寒稽古　　　　　　　　　埼玉大学の寒稽古
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稲森　華乃子稲森　華乃子稲森　華乃子稲森　華乃子
　私は、小学校を卒業するまでに、一回は寒稽古で皆勤したいなと思っていました。
それで、お父さんに言って、皆勤を目指すことにしました。
　今まで、土、日しか参加してなかったので、毎日というのは、とても辛かったです。
でも、それと同じくらい、楽しかったし、気持ちよかったです。
みんなも寒い中がんばっていたので、私もがんばろうという気持ちになりました。
　でも寒稽古１２日目、私は、熱を出して三日間休みました。とっても悔しかったです。
風邪はひいてしまったけれど、寒稽古は、心を鍛えてくれたので参加してよかったと思います。
　来年こそは、皆勤できるように頑張りたいです。そして、鳳翔剣大会にも出られるようにしたいです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寒稽古を終えて寒稽古を終えて寒稽古を終えて寒稽古を終えて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稲森　久士稲森　久士稲森　久士稲森　久士
　今回初めて皆勤させて頂きました。しかし当初は特に固い決意で臨んだ訳ではありませんでした。
稽古３日目まで小学校が休みで、華乃子に言われて参加していなければ昨年と同じ3～4回の参加だったかもしれません。１日目２
日目ともに、帰宅後はかなり長い仮眠(仮眠とは言わない？)取る体たらくでしたので。。しかし、３日目は違いました。仕事があるの
で、もちろん仮眠などできませんので正直睡魔を恐れていました。しかし、それは杞憂に過ぎませんでした！人数が少ないから稽
古は楽しいし、朝から頭も身体もスッキリしているし、夜もアルコールは控え(稽古中にお酒は確か１回だけ。時間も短く酒代もかか
らない！)、ダラダラと夜更かししない(電気代もお得！)。。予想外のご褒美付き。
ただ日中は、あまり厚着せず、お昼もほとんどお蕎麦だけにしました。スリムな体型維持に役立ちました。。これはウソ。
　今回感じましたのは、ありきたりの感想ですが、周囲への感謝です。稽古をくださる先生方、稽古の機会を提供してくれる埼玉大
学剣道部と部員の皆さん、ヘタレな僕を毎朝メールで励ましてくれる先生・仲間、寒稽古がある！という彼らには不可解な事情を汲
んで新年会を延期してくれた仕事仲間、丈夫な体に産んでくれた親。。そして毎朝朝食を作ってくれた妻。。。どれが欠けても皆勤
は無理だったと思います。特に妻には敢闘賞を贈りたいと思います。副賞の景品はありませんが(笑)自分の恵まれた環境に感謝し
つつ、皆勤させて頂いた事を無駄にすることなく、一年間、なるべく長く日常生活にどう生かしていくかが大切だと思います。(今日
現在既にヤバい？)
　そして、来年は、皆勤そのものが目標だった今年以上に内容の充実を目標にしていきたいと思います。
　この場をお借りして、みなさんに御礼申し上げます。ありがとうございました。
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さて、今年ももう２月・・・ということは、６年生はもうすぐ卒業です。

みんなのあこがれ６年生がいなくなっちゃうのは、さびしいですね～(T_T)

そこで、卒業前に普段なかなか聞けない６年生の素顔にせまるべく、みんなが聞きたいことい～っぱい聞いちゃいました。

質問を考えてくれた「さとちゃん、松浦くん、なりなりにゃさん、木村くん、マリオさん、くら田りあさん、コバトンさん、細谷くん」ありがとう！

石田くん　　　そば・カレー　　　　　　ピーマン・なす
内田くん　　　玉子　　　　　　　　　　　カリフラワー
加藤くん　　　りんご　　　　　　　　　　特に無いです！
西　くん　　　 鶏の唐揚げ　　　　　　 ギョウザ
古澤さん　　  ピザ　　　　　　　　　　　ありません
古谷くん
郁宝くん　　　ドーナツ　　　　　　　　　 しいたけ
靖宝くん　　　ステーキ　　　　　　　　  しいたけ

Q1.好きな食べ物、きらいな食べ物は？Q1.好きな食べ物、きらいな食べ物は？Q1.好きな食べ物、きらいな食べ物は？Q1.好きな食べ物、きらいな食べ物は？

好き(^o^)　　　　　　　　嫌い(>_<)好き(^o^)　　　　　　　　嫌い(>_<)好き(^o^)　　　　　　　　嫌い(>_<)好き(^o^)　　　　　　　　嫌い(>_<)

石田くん　　　全部　　　　　　　　　　　なし
内田くん　　　体育　　　　　　　　　　　ありません
加藤くん　　　算数　　　　　　　　　　　社会
西　くん　　　 体育・理科　　　　　　 家庭科・音楽・図工
古澤さん　　 国語・英語　　　　　　　 理科・算数
古谷くん　　　算数かな　　　　　　　　家庭科
郁宝くん　　　体育　　　　　　　　　 　　社会
靖宝くん　　　体育　　　　　　　　  　　 社会

Q２.好きな教科、きらいな教科は？Q２.好きな教科、きらいな教科は？Q２.好きな教科、きらいな教科は？Q２.好きな教科、きらいな教科は？

好き(^o^)　　　　　　　　嫌い(>_<)好き(^o^)　　　　　　　　嫌い(>_<)好き(^o^)　　　　　　　　嫌い(>_<)好き(^o^)　　　　　　　　嫌い(>_<)

Q３.好きなゲームは？Q３.好きなゲームは？Q３.好きなゲームは？Q３.好きなゲームは？

石田くん　　　ドラゴンボール
内田くん　　　パワプロ君
加藤くん　　　ガンダム
西　くん　　　 特になし
古澤さん　　  DSのどうぶつの森
古谷くん　　　モンスターハンター
郁宝くん　　　大乱闘スマッシュブラザーズDX
靖宝くん　　　ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー

Q５.好きな芸能人やテレビ番組は？Q５.好きな芸能人やテレビ番組は？Q５.好きな芸能人やテレビ番組は？Q５.好きな芸能人やテレビ番組は？

石田くん　　　小島よしお　　ヘキサゴン
内田くん　　　コブクロ
加藤くん　　　岡田准一　　クイズヘキサゴン
西　くん　　　 特になし
古澤さん　　 藤崎マーケット　はねるのトビラ、ヘキサゴン、リンカーン
古谷くん　　　やっぱブリーチ
郁宝くん　　　ワッキー　　ザ・世界仰天ニュース
靖宝くん　　　テレサ（キャラ）　サンドウィッチマン（芸能人）
　　　　　　　　ザ・世界仰天ニュース

Q４.一番面白かった本やマンガ、映画は？Q４.一番面白かった本やマンガ、映画は？Q４.一番面白かった本やマンガ、映画は？Q４.一番面白かった本やマンガ、映画は？

石田くん　　　ドラゴンボール
内田くん　　　バッテリー
加藤くん　　　SP(ドラマ）
西　くん　　　 ライト兄弟
古澤さん　　  マリと子犬の物語
古谷くん　　　ブリーチ
郁宝くん　　　銀竜の騎士団
靖宝くん　　　ライラの冒険　黄金の羅針盤

Q６.学校でのあだ名は？Q６.学校でのあだ名は？Q６.学校でのあだ名は？Q６.学校でのあだ名は？

石田くん　　　いっしんといっしい　　うりゅう
内田くん　　　ウッチョ
加藤くん　　　カトケン
西　くん　　　 西
古澤さん　　  ふる　ふるちゃん
古谷くん　　　ふるや～　ふるっぺ
郁宝くん　　　ふっくん　わったん
靖宝くん　　　わったん　やっ君
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Q７.学校がある日は、何時に寝て、何時に起きますか？Q７.学校がある日は、何時に寝て、何時に起きますか？Q７.学校がある日は、何時に寝て、何時に起きますか？Q７.学校がある日は、何時に寝て、何時に起きますか？

石田くん　　　１０時３０分　　　　６時４５分
内田くん　　　１１時頃　　　　　　７時
加藤くん　　　１０時半　　　　　　６時半
西　くん　　　 １０時　　　　　　　 ６時３０分
古澤さん　　  １０時　　　　　　　６時
古谷くん　　　１０時３０分　　　 ６時３０分
郁宝くん　　　１０時　　　　　　　６時
靖宝くん　　　１０時　　　　　　　６時１０分

寝る(-_-) 起きる(^o^)/

Q８.剣道以外に習いごとは？Q８.剣道以外に習いごとは？Q８.剣道以外に習いごとは？Q８.剣道以外に習いごとは？

石田くん　　　なし
内田くん　　　野球
加藤くん　　　英語・塾×２
西　くん　　　 やっていない
古澤さん　　  そろばん・英語
古谷くん　　　じゅくに行ってます
郁宝くん　　　やっていない
靖宝くん　　　やっていない

Q９．毎日家でどれくらい勉強しますか？Q９．毎日家でどれくらい勉強しますか？Q９．毎日家でどれくらい勉強しますか？Q９．毎日家でどれくらい勉強しますか？

石田くん　　　１時間
内田くん　　　約１時間３０分ほど
加藤くん　　　３～４時間？
西　くん　　　 １時間
古澤さん　　  ３０分～１時間ぐらい
古谷くん　　　１時間ぐらい
郁宝くん　　　月から金まで３０分、土・日は２時間
靖宝くん　　　月～金曜日･･･３０分、土・日･･･２時間

Q１０．剣道はいつから、どうして始めたんですか？Q１０．剣道はいつから、どうして始めたんですか？Q１０．剣道はいつから、どうして始めたんですか？Q１０．剣道はいつから、どうして始めたんですか？

石田くん　　　１年生から、兄がやっていたから
内田くん　　　５年の時、経験してみたかったから
加藤くん　　　３年から、昔から刀や剣が好きだったからです。
西　くん　　　 幼稚園年長に修道館に通い始めて、３年の終わり頃
　　　　　　　　駒剣入会。（理由）兄がやっていて自分もやろうと思った。
古澤さん　　  ３年の時、自分がやりたかったから
古谷くん　　　４年の時にお兄ちゃんにさそわれて
郁宝くん　　　３年の６月から剣道教室に通った結果、これからも剣道を
　　　　　　　　　続けたいと思ったから。
靖宝くん　　　３年の時、母に勧められて剣道教室に行ったら楽しかったから

Q１１.一番好きな技は？Q１１.一番好きな技は？Q１１.一番好きな技は？Q１１.一番好きな技は？

石田くん　　　小手
内田くん　　　面
加藤くん　　　もちろん面！
西　くん　　　 面
古澤さん　　  面
古谷くん　　　面
郁宝くん　　　面
靖宝くん　　　面

Q１２.家ではどんなトレーニングをしていますか？Q１２.家ではどんなトレーニングをしていますか？Q１２.家ではどんなトレーニングをしていますか？Q１２.家ではどんなトレーニングをしていますか？

石田くん　　　うでたて
内田くん　　　特になし
加藤くん　　　腹筋かな？
西　くん　　　 早素振り
古澤さん　　  特にしていません。
古谷くん　　　すぶり
郁宝くん　　　素振り
靖宝くん　　　素振り

Q１３.稽古のとき、６年生だから大変なことは何ですか？Q１３.稽古のとき、６年生だから大変なことは何ですか？Q１３.稽古のとき、６年生だから大変なことは何ですか？Q１３.稽古のとき、６年生だから大変なことは何ですか？

石田くん　　　みんなをまとめられるか
内田くん　　　みんなをまとめる事
加藤くん　　　みんなの手本にならなければいけないこと
西　くん　　　 大変なのはみんな同じです。
古澤さん　　 低学年のめんどうを見ること
古谷くん　　　とくにない
郁宝くん　　　下級生の手本となるような剣道をするという事。
靖宝くん　　　手本を見せる時
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Q１４.駒剣で一番楽しかったこと、一番つらかったことは？Q１４.駒剣で一番楽しかったこと、一番つらかったことは？Q１４.駒剣で一番楽しかったこと、一番つらかったことは？Q１４.駒剣で一番楽しかったこと、一番つらかったことは？

石田くん　　　合　宿　　　　　　　　　　　夏のけい古
内田くん　　　クリスマス会　　　　　　　夏のけい古
加藤くん　　　　　　　　　　　　夏合宿
西　くん　　　 合　宿　　　　　　　　　　　かかり稽古
古澤さん　　  夏合宿　　　　　　　　　　夏合宿のかかり稽古
古谷くん　　　合宿かな　　　　　　　　　とくにない
郁宝くん　　　夏合宿　　　　　　　　　具合が悪い時に大会に出場したこと
靖宝くん　　　去年の夏合宿

楽しかった(^o^) つらかった(>_<)

Q１５．小学校生活で一番の思い出は？Q１５．小学校生活で一番の思い出は？Q１５．小学校生活で一番の思い出は？Q１５．小学校生活で一番の思い出は？

石田くん　　　日光、サッカー大会
内田くん　　　サッカー大会
加藤くん　　　修学旅行
西　くん　　　 サッカー大会
古澤さん　　  修学旅行
古谷くん　　　修学旅行
郁宝くん　　　運動会
靖宝くん　　　冬季林間学校のスキー教室

Q１６．中学に行ったら部活は？Q１６．中学に行ったら部活は？Q１６．中学に行ったら部活は？Q１６．中学に行ったら部活は？

石田くん　　　剣道
内田くん　　　野球部
加藤くん　　　剣道！
西　くん　　　 剣道部
古澤さん　　  剣道部
古谷くん　　　まだきめてない
郁宝くん　　　剣道
靖宝くん　　　剣道部

Q１７．将来の夢は？Q１７．将来の夢は？Q１７．将来の夢は？Q１７．将来の夢は？

石田くん　　　医者か小説家
内田くん　　　野球選手
加藤くん　　　警察官（警護課）
西　くん　　　 警察官
古澤さん　　  保育士
古谷くん　　　パイロット
郁宝くん　　　世界陸上出場！
靖宝くん　　　有名人になること

QQQQ１８１８１８１８．．．．駒剣駒剣駒剣駒剣のみんなのみんなのみんなのみんな、、、、先生方先生方先生方先生方、、、、成人会員成人会員成人会員成人会員さんさんさんさん、、、、おおおお家家家家のののの人人人人にににに一言一言一言一言！！！！

石田くん　　　「中学まで声を出し、みんなをまとめ、最後までがんばります。石田くん　　　「中学まで声を出し、みんなをまとめ、最後までがんばります。石田くん　　　「中学まで声を出し、みんなをまとめ、最後までがんばります。石田くん　　　「中学まで声を出し、みんなをまとめ、最後までがんばります。
　　　　　　　　　先生方、よろしくお願いします。」　　　　　　　　　先生方、よろしくお願いします。」　　　　　　　　　先生方、よろしくお願いします。」　　　　　　　　　先生方、よろしくお願いします。」

内田くん　　　「あまり出られなくてすいません。先生方どうもご指導ありがとうございました。」内田くん　　　「あまり出られなくてすいません。先生方どうもご指導ありがとうございました。」内田くん　　　「あまり出られなくてすいません。先生方どうもご指導ありがとうございました。」内田くん　　　「あまり出られなくてすいません。先生方どうもご指導ありがとうございました。」

加藤くん　　　「今まで本当にありがとうございました。中学になっても剣道を加藤くん　　　「今まで本当にありがとうございました。中学になっても剣道を加藤くん　　　「今まで本当にありがとうございました。中学になっても剣道を加藤くん　　　「今まで本当にありがとうございました。中学になっても剣道を
　　　　　　　　　続けていきたいとおもっておりますので、よろしくお願いします。」　　　　　　　　　続けていきたいとおもっておりますので、よろしくお願いします。」　　　　　　　　　続けていきたいとおもっておりますので、よろしくお願いします。」　　　　　　　　　続けていきたいとおもっておりますので、よろしくお願いします。」

西　くん　　　 「駒剣で学んだことを生かしてがんばっていきます。西　くん　　　 「駒剣で学んだことを生かしてがんばっていきます。西　くん　　　 「駒剣で学んだことを生かしてがんばっていきます。西　くん　　　 「駒剣で学んだことを生かしてがんばっていきます。
　　　　　　　　　これからもよろしくお願いします。」　　　　　　　　　これからもよろしくお願いします。」　　　　　　　　　これからもよろしくお願いします。」　　　　　　　　　これからもよろしくお願いします。」

古澤さん　　 「卒業しても稽古をおねがいします。」古澤さん　　 「卒業しても稽古をおねがいします。」古澤さん　　 「卒業しても稽古をおねがいします。」古澤さん　　 「卒業しても稽古をおねがいします。」

古谷くん　　　「いままでどうもありがとうございました。」古谷くん　　　「いままでどうもありがとうございました。」古谷くん　　　「いままでどうもありがとうございました。」古谷くん　　　「いままでどうもありがとうございました。」

郁宝くん　　　「中学校に行っても、駒剣で教えて頂いたことを生かし、頑張ります。」郁宝くん　　　「中学校に行っても、駒剣で教えて頂いたことを生かし、頑張ります。」郁宝くん　　　「中学校に行っても、駒剣で教えて頂いたことを生かし、頑張ります。」郁宝くん　　　「中学校に行っても、駒剣で教えて頂いたことを生かし、頑張ります。」

靖宝くん　　　「もう少しで卒業してしまうけれど、中学生に向けて頑張るので、靖宝くん　　　「もう少しで卒業してしまうけれど、中学生に向けて頑張るので、靖宝くん　　　「もう少しで卒業してしまうけれど、中学生に向けて頑張るので、靖宝くん　　　「もう少しで卒業してしまうけれど、中学生に向けて頑張るので、
　　　　　　　　　よろしくお願いします。」　　　　　　　　　よろしくお願いします。」　　　　　　　　　よろしくお願いします。」　　　　　　　　　よろしくお願いします。」

６年生の皆さん、たくさんの質問に答えてくれてありがとう！
卒業までもう少しだけど、カゼなど引かないようにね。
後輩たちへの指導もよろしくお願いしま～す(^^)/
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そのそのそのその２２２２

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？？？？

　いよいよ、今月の７日は中国の旧正月いよいよ、今月の７日は中国の旧正月いよいよ、今月の７日は中国の旧正月いよいよ、今月の７日は中国の旧正月（日本のお正月と同じ）です。
日本でも、お正月には故郷（ふるさと）へ家族みんなで帰ったり、親戚（しんせき）の家へあいさつしに行ったり、
おじいちゃん、おばあちゃんの所へ遊びにいったりしますよね。

　今年の日本のお正月は９連休の人が多かったと思います。
良平さんも９連中で、故郷へ家族で帰り、ゆっくりしてきました。

でも、中国の旧正月は中国の旧正月は中国の旧正月は中国の旧正月は９連休なんかとチャイマッセー！　なんと１か月近くもお休みなんと１か月近くもお休みなんと１か月近くもお休みなんと１か月近くもお休みになります。
でも、でも、１か月休みといっても故郷へ帰るのに、１週間近くも時間がかかる人もたくさんいます故郷へ帰るのに、１週間近くも時間がかかる人もたくさんいます故郷へ帰るのに、１週間近くも時間がかかる人もたくさんいます故郷へ帰るのに、１週間近くも時間がかかる人もたくさんいますので、
そういう人は２週間くらいしか休みがありません。また、そういう人は、だいたいバスで故郷に帰ります。
１週間もバスに乗ってるなんて考えられな～～！！よね？

 しかも、お土産（みやげ）の多さが　チョ～チョ～チョ～すごいんれ～す！！ しかも、お土産（みやげ）の多さが　チョ～チョ～チョ～すごいんれ～す！！ しかも、お土産（みやげ）の多さが　チョ～チョ～チョ～すごいんれ～す！！ しかも、お土産（みやげ）の多さが　チョ～チョ～チョ～すごいんれ～す！！

みんなは寝る時、布団（ふとん）の上で休むよね、その布団を“丸めて”見てください。
お土産の量はその丸めた布団２つ分ぐらいあります。お土産の量はその丸めた布団２つ分ぐらいあります。お土産の量はその丸めた布団２つ分ぐらいあります。お土産の量はその丸めた布団２つ分ぐらいあります。何が入っているかは、良平さんも知りまへん。
その大きな荷物を持って故郷に帰るのです。もちろん、そんな大きな荷物を持ってバスには乗れませんので
荷物はほとんどバスの屋根の上に積み上げてロープでしばってしまいます。（雨が降ったらビチョビチョやで～）

　電車や新幹線、飛行機で帰ればいいじゃん！　と思う人もいると思いますが、日本のようにたくさんの線路が
無いし、走っている電車も一日に数本しかありませんので、乗りたくても乗れないので～～す！

　そんなこんなで大変な思いをして、やっとのことで故郷に帰り、いよいよ「年越し餃子」「年越し餃子」「年越し餃子」「年越し餃子」を食べて
カウントダウンが始まって、旧正月になったとたんに街じゅう大変な大騒ぎが始まります。

　何が始まるか？何が始まるか？何が始まるか？何が始まるか？それは一度はやってみたい！　　　　良平さんは死ぬまでに１回でもいいからやってみたい良平さんは死ぬまでに１回でもいいからやってみたい良平さんは死ぬまでに１回でもいいからやってみたい良平さんは死ぬまでに１回でもいいからやってみたい

ロケット花火の連続発射、爆竹（ばくちく）の連続爆発。ロケット花火の連続発射、爆竹（ばくちく）の連続爆発。ロケット花火の連続発射、爆竹（ばくちく）の連続爆発。ロケット花火の連続発射、爆竹（ばくちく）の連続爆発。

駒剣の夏合宿の花火大会でロケット花火もたくさん打ち上げますが、連続で発射しても５～６発だよね。
中国の旧正月は新年をロケット花火と爆竹でお祝いして始まりますが、

　　なんと！　なんと！　　一人でロケット花火を５０～６０発も！なんと！　なんと！　　一人でロケット花火を５０～６０発も！なんと！　なんと！　　一人でロケット花火を５０～６０発も！なんと！　なんと！　　一人でロケット花火を５０～６０発も！
　　　　　　多い人は２００発くらい連続で打ち上げます。ウラヤマシ～～～　　　　　　多い人は２００発くらい連続で打ち上げます。ウラヤマシ～～～　　　　　　多い人は２００発くらい連続で打ち上げます。ウラヤマシ～～～　　　　　　多い人は２００発くらい連続で打ち上げます。ウラヤマシ～～～

ぴゅ～ぴゅ～ぴゅ～ぴゅ～～～～ぴゅ～～～～ぴゅ～ぴゅ～ぴゅ～ぴゅ～～～～ぴゅ～～～～ぴゅ～ぴゅ～ぴゅ～ぴゅ～～～～ぴゅ～～～～ぴゅ～ぴゅ～ぴゅ～ぴゅ～～～～ぴゅ～～～～
　　　　　　　　　　　　　もひとつおまけにぴゅ～～～～ぴゅ！！　　　　　　　　　　　　　もひとつおまけにぴゅ～～～～ぴゅ！！　　　　　　　　　　　　　もひとつおまけにぴゅ～～～～ぴゅ！！　　　　　　　　　　　　　もひとつおまけにぴゅ～～～～ぴゅ！！

爆竹は一束（ひとたば）５０個くらいひっついているのを束ごと火を点（つ）けて！爆竹は一束（ひとたば）５０個くらいひっついているのを束ごと火を点（つ）けて！爆竹は一束（ひとたば）５０個くらいひっついているのを束ごと火を点（つ）けて！爆竹は一束（ひとたば）５０個くらいひっついているのを束ごと火を点（つ）けて！
しかも、次々と何束も火を点けては道に投げていくのです。しかも、次々と何束も火を点けては道に投げていくのです。しかも、次々と何束も火を点けては道に投げていくのです。しかも、次々と何束も火を点けては道に投げていくのです。
バンバン！　バンバンバンバン！　バババババババ～ン！！バンバン！　バンバンバンバン！　バババババババ～ン！！バンバン！　バンバンバンバン！　バババババババ～ン！！バンバン！　バンバンバンバン！　バババババババ～ン！！

こんなうらやまし～～～ことを一人の人がするのではなくて、
街じゅうのあちらこちら、いろんな場所でやるので（もちろん、家のそとですから～）、
しかも冬は乾燥してるので、時々火事になって家が燃えてしまうことも
あるそうで～～す。ほんまやで～～！

また、中国の爆竹は赤色の紙で作られているので、それが数万発も爆発してまた、中国の爆竹は赤色の紙で作られているので、それが数万発も爆発してまた、中国の爆竹は赤色の紙で作られているので、それが数万発も爆発してまた、中国の爆竹は赤色の紙で作られているので、それが数万発も爆発して
道は真っ赤になるそうです。道は真っ赤になるそうです。道は真っ赤になるそうです。道は真っ赤になるそうです。

あ～～良平さんもやりたいな～　　でも・・・掃除（そうじ）が大変やろな～？あ～～良平さんもやりたいな～　　でも・・・掃除（そうじ）が大変やろな～？あ～～良平さんもやりたいな～　　でも・・・掃除（そうじ）が大変やろな～？あ～～良平さんもやりたいな～　　でも・・・掃除（そうじ）が大変やろな～？
やっぱりやめとこ。怒られるし？やっぱりやめとこ。怒られるし？やっぱりやめとこ。怒られるし？やっぱりやめとこ。怒られるし？

はあ～～なんかスゴイんですね～中国のお正月って(・o・)
残念ながら今回のあこ先輩のイラストはお休みです。
また、時間があるときにかわいいイラストをよろしくお願いします！Ｍ(_ _)m
良平さん、楽しいお話をありがとうございました！
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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(^^;)ドキドキ(^^;)ドキドキ(^^;)ドキドキ(^^;)

さあ、今月の勝手に指名リレーの走者は我らがホームページの管理人さん、冨田勝実さん冨田勝実さん冨田勝実さん冨田勝実さんです。

それでは、冨田さん、よろしくお願いしま～す(^^)/

はい、冨田です。はい、冨田です。はい、冨田です。はい、冨田です。
鬼は～外！福は～内！鬼は～外！福は～内！鬼は～外！福は～内！鬼は～外！福は～内！
早いものでもう２月ですよ。つい先日、“もうすぐお正月だあ”なんて言っていたのに＼(^^;)

そうそう、昨年末、大人のクリスマス会会場の待合室で、近藤さんから不意に手を差し伸べられ、
反射的に握手してしまったんだよね。そして強く握られながら“駒剣リレーよろしく”の一言。
“あちゃー来ちゃったよ”・・・o(>_<)o
早く原稿を書いて楽になろうと思っているうちに、月日はどんどん過ぎていく、わぁ、もう時間がな～い　（ｘ_ｘ）
そんな今日この頃なんです。みなさんも経験ありませんか？　(゜o゜)＼(-_-)

さて、知っている人は知っていると思うけど、

自分は浦和２団のボーイ隊の指導者をしています。自分は浦和２団のボーイ隊の指導者をしています。自分は浦和２団のボーイ隊の指導者をしています。自分は浦和２団のボーイ隊の指導者をしています。

そんなわけで、本日はそんなわけで、本日はそんなわけで、本日はそんなわけで、本日は“ボーイスカウトの活動”“ボーイスカウトの活動”“ボーイスカウトの活動”“ボーイスカウトの活動”に関するお話です。に関するお話です。に関するお話です。に関するお話です。

今からおよそ１００年前の１９０７年のこと。今からおよそ１００年前の１９０７年のこと。今からおよそ１００年前の１９０７年のこと。今からおよそ１００年前の１９０７年のこと。
「子ども同士でキャンプをすると、すごく楽しくていいぞ！」ということを思いついたアウトドアの達人、
ベーデン・パウエルというイギリス人のおじさんが２０人の子どもたちを連れて小さな島で実験キャンプをしたんだ。
そしてそのキャンプを元に、子どもたちが楽しく活動できるようにアウトドア入門の本を書いた。
「スカウティング・フォア・ボーイズ」というその本は大人気になり、「スカウティング・フォア・ボーイズ」というその本は大人気になり、「スカウティング・フォア・ボーイズ」というその本は大人気になり、「スカウティング・フォア・ボーイズ」というその本は大人気になり、
あっという間に世界中の子どもたちがその本を参考に遊び始めた。あっという間に世界中の子どもたちがその本を参考に遊び始めた。あっという間に世界中の子どもたちがその本を参考に遊び始めた。あっという間に世界中の子どもたちがその本を参考に遊び始めた。

それがボーイスカウトのはじまりです。それがボーイスカウトのはじまりです。それがボーイスカウトのはじまりです。それがボーイスカウトのはじまりです。

駒場体育館の裏側駒場体育館の裏側駒場体育館の裏側駒場体育館の裏側に木がうっそうと茂っているところがあるでしょ。

あそこが　“野営場”　という活動の場のひとつです。　
あの中で、蚊に刺されながら、キャンプに必要なことを学ぶんだよね。
テントの張り方、ロープの結び方、火起こし、料理、などなど。

そして毎年夏には、集大成として大自然の中でキャンプです。そして毎年夏には、集大成として大自然の中でキャンプです。そして毎年夏には、集大成として大自然の中でキャンプです。そして毎年夏には、集大成として大自然の中でキャンプです。
数年前には、秩父の山奥でキャンプ、ここは当然のように便所がないので自分たちで作りました。
しかも毎日雨（泣）

昨年は、福島県の秘境？（もちろん携帯は圏外）、１０分くらい歩けば沼沢湖に出られる高台のキャンプ場です。

沼沢湖の周りにある外輪山の一周ハイキング、湖までのカヌー体験、奉仕活動ではトイレ掃除など
イベント盛りだくさんでした。
そんな中、キャンプの日常活動についてボーイ隊のメンバーと我々指導者で競争しました。
テントを張ったり、火をおこして食事を作ったり、工作をしたり、
もちろん、指導者側が勝つんだけど、最後のほうではボーイ隊のメンバーも食事作りは早くなりました。
まきを拾って、鉈（なた）で細く割って、マッチで火をつけてご飯を炊いたり、カレーを作ったり。

へえ～♪

あるある！トーテムポールみたいのが立ってるところ！

蚊にさされながらかあ・・・(^^;)　　でも、面白そう～♪

うう～、雨はつらいですね～(T_T)
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ちなみに自分が得意なのは工作です。今回は竹を使って食器棚を作りました。
こんなものがたった２種類の結び方でできるのです。
とても便利だから参考にお見せします。

★　今回のキャンプで印象に残っていること　★★　今回のキャンプで印象に残っていること　★★　今回のキャンプで印象に残っていること　★★　今回のキャンプで印象に残っていること　★

天の川はもちろん、人工衛星、そして流れ星がきれいに見えたこと。
そして一番の印象は、夕食で食べたサラダがすごく美味しかったことなんだなあ。
トマト、キュウリ、レタスだけで、特に冷えているわけでもないんだけど、
とてもみずみずしくて癒される思いでした。
きっと過酷な環境での活動だったけど、充実していたんだろう。

さて、お次の走者は、・・・皆さんお待ちかねさて、お次の走者は、・・・皆さんお待ちかねさて、お次の走者は、・・・皆さんお待ちかねさて、お次の走者は、・・・皆さんお待ちかね奥山さん奥山さん奥山さん奥山さんです。です。です。です。
よろしくお願いしま～す。よろしくお願いしま～す。よろしくお願いしま～す。よろしくお願いしま～す。

（お　わ　り）（お　わ　り）（お　わ　り）（お　わ　り）

大自然の厳しい環境の中でのキャンプ。食べる事、寝ること、日常生活では当たり前のことが、とても新鮮に感じられるでしょうね。

人工衛星や流れ星！見てみたいなあ♪

冨田さん、すてきなお話をありがとうございました。

奥山さ～ん、バトン渡りました～！よろしくお願いいたしま～す(^^)/

竹をひもで結んで作った食器棚

角縛り

はさみ縛り

へえ～こんなのができるんですね～スゴイ！
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Hello!!　　How are you doing ?Hello!!　　How are you doing ?Hello!!　　How are you doing ?Hello!!　　How are you doing ?
 

駒剣の皆さま、お元気ですか。(^.^)/~~駒剣の皆さま、お元気ですか。(^.^)/~~駒剣の皆さま、お元気ですか。(^.^)/~~駒剣の皆さま、お元気ですか。(^.^)/~~~
NYは、すごーく寒い時期でゴザイマス！！（顔が凍りますって。鼻が・・・痛い！）
日本も、雪が降ったとか？　その寒さの中→埼玉大学での寒稽古！！に参加された剣士の皆さま、お疲れ様でした～。
 

弘樹は、こまけんの日程をチェックしては、「僕も参加したかったなーーー！！」弘樹は、こまけんの日程をチェックしては、「僕も参加したかったなーーー！！」弘樹は、こまけんの日程をチェックしては、「僕も参加したかったなーーー！！」弘樹は、こまけんの日程をチェックしては、「僕も参加したかったなーーー！！」
「Aくんは今年は何回参加するのかな～。」「ほしやんは、皆勤賞狙っているのだろうな～！！」
「N.Y.で寒稽古企画ないのかなー？あ、寒くて皆凍っちゃうか？」
などなど、なんたらかんたら言いながら、皆さんの活躍を楽しみにしているようでした。
 
さてさて、我が家のスカースデール求道館での稽古・・・。↓（*^_^*）↓
 
すり足にも慣れた母、どんどん楽しくなってきた優依、加藤先生の厳しい稽古でいい汗かいている弘樹、
そして、仕事のストレス？やら運動不足が解消されるよー！とますます剣道にハマる父であります。
我が家の初心者３人組の稽古内容も、初歩的な内容から、
実際に成人会員の方々との掛かり稽古などなどしていただけるようになってきました。
剣道仲間のインド人の方々が、「俺たち、もう防具も揃えたよ！」というので、
我が家も3人分、西海岸にあるお店から取り寄せようと思います。（ネットで注文できます。）
 
さて、弘樹は毎回、初心者組とは別メニューで稽古をさせていただいています。
４級に昇級してからは、ますます気合を入れて稽古をしています。
こちらでは、稽古日が週１の土曜日だけなので、本人にとっては本当に貴重な時間のようです。
 
日本の駒剣では、実は木曜日の尾島先生の稽古が大好きだった弘樹。日本の駒剣では、実は木曜日の尾島先生の稽古が大好きだった弘樹。日本の駒剣では、実は木曜日の尾島先生の稽古が大好きだった弘樹。日本の駒剣では、実は木曜日の尾島先生の稽古が大好きだった弘樹。
こちらに来てから、木曜になると。「あ、そうか・・・。ここはアメリカだった、木曜は稽古ないんだよね・・・。」
と、ちょっぴり寂しそうな背中で、学校の宿題をしに２階へ上がって行きます。
そうだよね、もっと、もっと、稽古したいよねーーーー！！！(>_<)
 
そんな訳で、「私でよかったら、面を受けるよ～！」と提案。そこで、木曜は家の中で稽古。＼(^o^)／
自分の稽古不足解消のため、というよりも、→最近は、母と妹のコーチになってくれている弘樹です。
「そうじゃないよ、母さん！」「本荘先生はこういう風に教えてくれていたから、こうだよ。」
「優依～！それじゃあ、尾島先生みたいになれないよ！」とか言いながら・・・。(~_~;)
頼りになる駒剣の剣士であります。(*^^)v
 

そして、母ですが、俄然やる気になっているんです！！！そして、母ですが、俄然やる気になっているんです！！！そして、母ですが、俄然やる気になっているんです！！！そして、母ですが、俄然やる気になっているんです！！！
何故かって？？だって、だって、同じ時期に初めて始めた夫のTerryだけには、
（夫の名前“てるたか”はアメリカンニックネームで、“テリー”と呼ばれています。
ちなみに、私の名前“しげこ”は“スージー”です。）
 

☆絶対負けたくないんです～！！☆☆絶対負けたくないんです～！！☆☆絶対負けたくないんです～！！☆☆絶対負けたくないんです～！！☆
 
くだらない目標かと思われるかもしてませんね・・・。(^_^;)でも、私の中ではひそやかな夢があります！
それは、「夫より先に初段を取る！」です。あ、Terryはこの私の対抗意識には全く気づいていないかも。
がんばるぞー！！
 
以前、星やん師匠に、こんなアドバイスをいただいたことがありました。
「どんな有段者でも、どんなに有名な先生でも、みんな、同じ稽古をしているんですよ。」って。
確かにその通りだな・・・、と稽古の大切さ、地道な積み重ねの意味に気づき始めたこの頃です。
 
そうそう、先日、Terryは、副社長から直々のLetterをいただき、そこには何と！
「有段者で帰国されますように！」とのコメントが！！
どうやら会社で、「剣道始めたんすよ～。」と話題にしたんでしょうね・・・。
あはははは。Terryさんよ、きみもがんばってね！！^m^
 
びっくりすることは続くもので・・・。Terryの会社の新年会で、（場所はマンハッタンの日本の居酒屋さん）
な、なんと、あの、『猪木さん』に遭遇したそうな。（そうです、１・２・３・ダァー！！のあの猪木さんです！）
N.Y.で猪木さんと盛り上がり、中には、あの気合い？！をいただいた方もいたらしく、
（次の日まで、ほっぺがはれていたそうですが。）そして記念にと、写真も取ってもらえたらしく、大騒ぎでした。
（後日、ちゃんと写真も送られてきました。首にはトレードマークのマフラーもしていましたよ。）
 
なんだか大騒ぎの1月でしたが、２月も家族全員での剣道生活♪楽しんで参ります。
 

今月もNYからホットな情報が届きました！さすが駒剣のNY特派員！バリバリ働いてくれていますね～♪(^o^)
岩附ファミリーへのメッセージやレポートを読んだ感想など、次のページのアンケート用紙に書いてね！

インターネットで
お買物♪
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N.Y.の２月はまたしても大騒ぎ。まず、2月３日（日）2月３日（日）2月３日（日）2月３日（日）。
米プロフットボール（NFL）優勝決定戦である第４２回NFLスーパーボール第４２回NFLスーパーボール第４２回NFLスーパーボール第４２回NFLスーパーボールが、
アリゾナ州グレンデールで開催されます。今年のスーパーボールでは、NFC代表のニューヨーク・ジャイアンツと、
AFC代表のニューイングランド・ペイトリオッツが対戦します。
ペイトリオッツは開幕から１８連勝中でスーパーボウルを制すれば、NFL史上初の１９勝無敗で優勝を果たすことになります。
一方、プレイオフを含めてアウェイで10連勝中のジャイアンツは、波乱のシーズンを乗り越えて、
スーパーボールまで勝ち上がってきました。もちろん我が家はニューヨーク・ジャイアンツを応援します！！
 
そして、２月５日（火）は、「スーパーテューズデー」２月５日（火）は、「スーパーテューズデー」２月５日（火）は、「スーパーテューズデー」２月５日（火）は、「スーパーテューズデー」と呼ばれる、
アメリカ大統領選挙民主党予備選が全米22州で行われます。
NYタイムズでも、TVでも、もうこの話題で毎日大騒ぎです。
ヒラリー・クリントン候補かオバマ候補か、さてさて、どちらに軍配が上がるのでしょうか。
英語の勉強に・・・、とそれぞれの演説などがニュースで流れると、
耳をダンボにしながら過ごしています。
 
そして、２月１５日２月１５日２月１５日２月１５日は、
弘樹の通っている、NY日本人学校（私立）での４年生のイベント。
「2分の1成人式」「2分の1成人式」「2分の1成人式」「2分の1成人式」が行われます。
四年生は、生まれてから１０年。成人（20歳）の半分の年齢を記念しようという計画。
１０歳という節目を自分でしっかり受け止め、自分の今までの成長を感じ、これからも心と体を成長させていくことを誓い合うそうで
す。
当日は、今まで育ててきてくれた、家族、友達、先生方に対して、感謝の気持ちを表すスピーチをするそう。
親の側も、我が子への手紙&この１０年間の出来事を、「ザ・２０世紀」というHPを参考にしてレポート作り、スピーチをします。
あ、あ～！当日は涙、涙かも～～！（ハンカチ多めに準備しなくちゃ。）
 
イベントたくさんの今月も、楽しんですごしたいなと思っております。
日本の皆さんも、年度末で何かとお忙しい時期ではありますが、お元気で、剣道も勉強も、遊びもお仕事も、
家事も育児も♪Enjoy！！してくださいね。
 
ではではまた～。(^.^)/~~~
  

いつも前向き　やる気満々のスージーこと岩附成子特派員♪
木曜日の稽古も自宅でやってしまうとは・・・！
駒剣士諸君！これは負けてはいられませんぞ～(*^_^*)

元気がでる楽しいレポートをありがとうございました～

キリトリ線

　　　　　　　　　　　　　NY特派員に質問しちゃおう！　　　　　　　　　　　　　NY特派員に質問しちゃおう！　　　　　　　　　　　　　NY特派員に質問しちゃおう！　　　　　　　　　　　　　NY特派員に質問しちゃおう！

岩附くんとそのご家族に聞きたいこと、ありませんか？
ご飯は何食べてるの？　NYで日本語のテレビは見られるの？今、日本人学校ではやっていることってある？
NYの楽しいところ、不思議だなと思うところはどんなところ？などなど・・・・
毎月レポート送ってくれる特派員さんあてのメッセージも添えて、質問を受け付けま～す！　みなさんよろしく～！

名前（またはペンネーム）〆切は２月９日（土）〆切は２月９日（土）〆切は２月９日（土）〆切は２月９日（土）
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予定が変更する場合もありますので、お手紙などにご注意ください。

２（土）　　　通常どおり　３：００～５：００
７（木）　　　通常どおり　５：００～７：００
９（土）　　　通常どおり　３：００～５：００
１１（祝・月）　　埼玉大学　お礼稽古　　９：００～１２：００　　　（埼玉大学体育館にて）１１（祝・月）　　埼玉大学　お礼稽古　　９：００～１２：００　　　（埼玉大学体育館にて）１１（祝・月）　　埼玉大学　お礼稽古　　９：００～１２：００　　　（埼玉大学体育館にて）１１（祝・月）　　埼玉大学　お礼稽古　　９：００～１２：００　　　（埼玉大学体育館にて）
１４（木）　　通常どおり　５：００～７：００
１６（土）　　通常どおり　３：００～５：００
２１（木）　　通常どおり　５：００～７：００
２３（土）　　通常どおり　３：００～５：００
２８（木）　　通常どおり　５：００～７：００

１（土）　　　通常どおり　３：００～５：００

６（木）　　　通常どおり　５：００～７：００
８（土）　　　　　駒剣級審査会　３：００～５：００８（土）　　　　　駒剣級審査会　３：００～５：００８（土）　　　　　駒剣級審査会　３：００～５：００８（土）　　　　　駒剣級審査会　３：００～５：００
１３（木）　　通常どおり　５：００～７：００
１５（土）　　通常どおり　３：００～５：００
２０（祝・木）　　さくら草旗争奪剣道大会　９：３０開会式　　（さいたま市記念総合体育館）２０（祝・木）　　さくら草旗争奪剣道大会　９：３０開会式　　（さいたま市記念総合体育館）２０（祝・木）　　さくら草旗争奪剣道大会　９：３０開会式　　（さいたま市記念総合体育館）２０（祝・木）　　さくら草旗争奪剣道大会　９：３０開会式　　（さいたま市記念総合体育館）
２２（土）　　　６年生を送る会　３：００～５：００　２２（土）　　　６年生を送る会　３：００～５：００　２２（土）　　　６年生を送る会　３：００～５：００　２２（土）　　　６年生を送る会　３：００～５：００　
２７（木）　　通常どおり　５：００～７：００
２９（土）　　越谷剣道クラブ少年剣道大会村岡杯　９：４０開会式　（ウイング・ハット春日部）２９（土）　　越谷剣道クラブ少年剣道大会村岡杯　９：４０開会式　（ウイング・ハット春日部）２９（土）　　越谷剣道クラブ少年剣道大会村岡杯　９：４０開会式　（ウイング・ハット春日部）２９（土）　　越谷剣道クラブ少年剣道大会村岡杯　９：４０開会式　（ウイング・ハット春日部）

※会場が変わりました。越谷の体育館ではありません。ご注意ください。

※※※※　　　　　　　　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はははは　　　　４４４４月月月月５５５５日日日日（（（（土土土土））））ですですですです！！！！

１：００～５：００　（駒場体育館メインアリーナにて）　　１：００～５：００　（駒場体育館メインアリーナにて）　　１：００～５：００　（駒場体育館メインアリーナにて）　　１：００～５：００　（駒場体育館メインアリーナにて）　　

最後はお楽しみの最後はお楽しみの最後はお楽しみの最後はお楽しみの星やん武芸帳です！　星やん武芸帳です！　星やん武芸帳です！　星やん武芸帳です！　今月のお題は・・・？今月のお題は・・・？今月のお題は・・・？今月のお題は・・・？

・・・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

２月の予定

３月の予定

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆駒剣文集「剣は心なり」　の原稿・イラスト大募集！！駒剣文集「剣は心なり」　の原稿・イラスト大募集！！駒剣文集「剣は心なり」　の原稿・イラスト大募集！！駒剣文集「剣は心なり」　の原稿・イラスト大募集！！☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

「しめきり間近！がんばりましょう。会員はもちろんですが、そのご家
族の皆さんの寄稿を楽しみにお待ちしております。」・・・本荘　真

・詳しくは、去年配られたお手紙をご覧ください。原稿〆切日は原稿〆切日は原稿〆切日は原稿〆切日は２２２２月月月月９９９９日日日日（（（（土土土土））））です！です！です！です！

今後の予定今後の予定今後の予定今後の予定
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