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今まで、たくさんの思い出を今まで、たくさんの思い出を今まで、たくさんの思い出を今まで、たくさんの思い出を

ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。

中学生になっても、ときどき中学生になっても、ときどき中学生になっても、ときどき中学生になっても、ときどき

駒剣に遊びに来てくださいね♪駒剣に遊びに来てくださいね♪駒剣に遊びに来てくださいね♪駒剣に遊びに来てくださいね♪

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

　３月になりました。暖かい春の訪れはうれしいですが、大切な仲間との別れもあります。

　今年も８人の６年生が、駒場剣友会から巣立っていきます。印象に残っていることは数々あります
が、まずは、西キャプテンの号令です。きびきびしていて統率力のあるものでした。それから、稽古
後にいつもキャプテン、副キャプテン３人が礼にきてくれたことです。少しでも気づいたことを伝えるこ
とができ、ありがたい機会でした。みんなひたむきに一生懸命稽古をし、後ろ姿で大きな集団をまと
めてくれたメンバーです。試合においても数多くの実績を残してくれました。
　きっと、その姿を見てきた後輩たちが、６年生の築いてくれた良き伝統を引き継いでくれることで
しょう。毎週の稽古は今月で終わりになりますが、いくつになっても駒剣ＯＢ会員です。いつでも稽古
にきてください。新６年生の様子を見に来てください。顔を見せるだけでもけっこうです。待っていま
す。中学生での活躍も大いに期待しています。

　さて、今月はさくら草旗争奪剣道大会と村岡杯剣道大会があります。さくら草旗のポイントは、中学
生を含めて学年縦割り集団での７人制の団体戦なので、チームの総合力が問われます。自分のポ
ジションの役割をしっかりこなし、試合の流れを作ってください。村岡杯の方は、学年ごとのまとまり
です。団体戦は学年混合が多く、６年生だけでチームを作ってというのは初めてではないでしょう
か。ぜひ有終の美を飾ってください。４年生チームと２年生チームの健闘も楽しみです。
　
　この２大会に向けて行った、２月２３日（土）の鳩ヶ谷市剣道連盟との練習試合は、良い経験になり
ました。全体的に力量に大きな差が無く、お互いに切磋琢磨できました。
　学ぶべき事も多かったように思います。１つは声、気迫です。鳩ヶ谷の剣士はアップの時から大き
な声が出ていました。試合前は意識して大きな声を出さないといけません。もちろん日頃出していな
いと試合の時だけ出るものではありません。いつも口をすっぱくして言っていますが、お腹から大き
な声を出すことが駒剣の課題です。（道場の外で顔を合わせた時の「こんにちは」、道場に入る時の
「お願いします」。ここからです。）
　２つ目は試合の仕方です。駒剣士は、相手の剣道を見過ぎて受けてしまう場面が多く、自分の良さ
が出せないまま試合時間が過ぎていくことが多かったように見受けられました。試合は地稽古とは
違い、決まった時間の中で先に有効打突を取らなければならないという制約があります。そのため
試合の仕方によって、力関係が逆転する結果が出ることも多々あります。
　相手を見て剣道をすることは大事なことですが、それ以上に自分のペースで試合を進めることを意
識しましょう。具体的には「始め」の合図のあとの相手を飲み込むような「気合い」、そして機を見て
初太刀で決めるという「備え」、この２つを大切に。
　選んだ選手はみな力はあります。自信を持って試合に臨んでください。
　
　今月２２日（土）に６年生を送る会があります。そのときに６年生に渡す数々の記念品を、今、渡辺
良平さんや星野さんらが一生懸命作製してくださっています。他にも、文集第３号の作成は石田恵
介さんを中心に、ホームページの管理は冨田さんが、ＯＢ会のＯＢへの通知は奥山さんらで、と着々
と準備が進められています。錬成部、後援部の役員さんの日々のご尽力はもちろんですが、駒剣は
色々な方のお力（役職とは関係ないところで多分に・・・）をいただいて成り立っています。
　毎年恒例の行事であると、当たり前のようにすっと流れてしまうことがあります。しかし、そこには裏
方さんの大変なご苦労、お力添えがあることに思いを寄せ、あらためてみんなで感謝したいと思いま
す。
　駒剣には、「何でこんな能力のある人がいるんだろう」と思う人がたくさんいます。本当にありがた
いです。いつまでもそれを　“やりがいのある仕事”　と思ってやっていただける剣友会でありたいと
思います。
　
　さあ、学年末です。新しい学年にステップアップするために、年度のまとめをしっかりやっていきま
しょう。
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2/2（土）　　本荘先生・・・・・稽古参加者４８名

　　　　・稽古の最中に着装が乱れないように。ひも等をしっかりと結んでおくこと。

　　　　・かけ声を出す時は、日常の話し声と同じ声ではなく、お腹の底から大きな声で。あらかじめ大きな声を出そうとする準備が大切

　　　　　　とのご指導をいただきました。

2/7（木）　　尾島先生・神田先生・木村由枝先生・・・・稽古参加者２６名

　　　　・寒いけど元気よく稽古できました。

2/9（土）　　木村先生・本荘先生・尾島先生・・・・・稽古参加者４３名

　　　　・６年生はさすがに素晴らしい。特にすごいのは西君。声も出ていたし、下級生の指導もしていた。いい子だな～～(*^_^*)

2/14（木）　　尾島先生・渡邊先生・石井先生・・・・・稽古参加者３２名

　　　　・新６年生の自覚を持ってもらうため、５年生に元立ちをお願いしました。

　　　　・指示に対する返事も大きな声でしましょう！

2/16（土）　　木村先生・・・・・稽古参加者４４名

　 　　　　・寒い中、声を出して元気に稽古しました。　・面を付ける前に、着装が乱れないように、ひもなどをしっかり結んでおくこと。

2/21（木）　　尾島先生・杉山先生・・・・・稽古参加者３２名

　　　　・初めてのお当番。初めて最初から最後までお稽古を見させていただきました。迫力に圧倒されました。

2/23（土）　　木村先生・本荘先生・尾島先生・・・・・稽古参加者４４名

　　　　・初めてのお当番で緊張しました。４面使っての月例試合は少し狭そうでしたが、 とても迫力がありました。

2/28（木）　　尾島先生・・・・・稽古参加者２８名

　　　　・西くんから、２３日（土）の鳩ヶ谷剣連の皆さんとの合同稽古と練習試合の 報告と感想がありました。

　　　　　鳩ヶ谷の皆さんは気迫のある大きな声を出していたということに気がつき、自分たちはどうした良いのかと

　　　　　考えていて素晴らしいと思いました。　・３年生の亀井君が見学体験。

本荘先生、お当番さん、ありがとうございました。

　

2月のお当番さんノートの感想より2月のお当番さんノートの感想より2月のお当番さんノートの感想より2月のお当番さんノートの感想より

                                

卒業おめでとう卒業おめでとう卒業おめでとう卒業おめでとう    －－－－    すばらしい君達にすばらしい君達にすばらしい君達にすばらしい君達に    －－－－        
                                             

                                                     木村木村木村木村    裕之裕之裕之裕之    
 
石田君、内田君、加藤君、西君、古澤さん、古谷君、渡辺郁宝君、渡辺靖宝君、卒業おめでとう。元気に卒業の日が

迎えられたことをたいへん頼もしく、心よりお祝い致します。 

これから中学校へと進み、心身共にもう一段大きく成長していく君たちは、今、希望に満ち溢れているここと思います。 

 

■■■■    夢を描こう！夢を描こう！夢を描こう！夢を描こう！    

是非、大きな夢を描こう。夢に向っている人は輝いています。誰にも負けない熱い夢を持ち、そして、その夢の実現に向かって真直

ぐに努力を続けよう。夢を達成するためのひたむきな努力は、その人の世界観を作ってゆきます。 

 

■ 仲間をふやそう！仲間をふやそう！仲間をふやそう！仲間をふやそう！    

是非、たくさんの仲間をふやしていこう。それぞれの中学に入ると新しい仲間がたくさんいます。自分から積極的に声をかけて、ひと

りでも多くの仲間を作ってください。仲間は人生の財産です。 

 

■■■■    自分を比較しよう！自分を比較しよう！自分を比較しよう！自分を比較しよう！    

是非、“昨日”の自分と“今日”の自分を比較しよう。他人と自分を比べるのではなく、自分自身を見つめよう。日々の努力は、決して

他人との比較では測れません。他人との相対的な比較から卒業して、自己の絶対的な目標を作っていこう。 

 

■■■■    先を仕掛けよう！先を仕掛けよう！先を仕掛けよう！先を仕掛けよう！    

是非、自分から先を仕掛けていこう。自ら攻めて受けた“向こう傷”は楽しい思い出です。しかし、逃げた時にうけた“背後からの傷”

はなかなか癒えません。自ら、先に動くと周りが後から動いてきます。変化を先取りして、その変化を積極的に楽しみましょう。 

 

これからも成長した姿を駒剣の仲間達に見せにきてください。 

すばらしい君達に、心から卒業おめでとう。 

平成２０年３月 
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　　　　　　　　　　　　ご卒業おめでとうございます　　　　　　　　　　　　ご卒業おめでとうございます　　　　　　　　　　　　ご卒業おめでとうございます　　　　　　　　　　　　ご卒業おめでとうございます
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　錬成部長　大本　郁子錬成部長　大本　郁子錬成部長　大本　郁子錬成部長　大本　郁子

　６年生の皆さんが駒剣に入ってこられたのは、ついこの間のような気がします。
それぞれ入会した時期は異なっても、きちんと挨拶出来ること、人を思いやること、大きな声で返事が出来ること、
注意されたことを素直に受け入れられること・・・。丸山先生のお言葉の中の「立派な大人になり、社会に貢献できるよう
になる」ための一歩を身につけ卒業されること、同じ駒剣剣士として誇りに思っています。

　卒業生の皆さんも駒剣に入って良かったと思ってくださるでしょうか？｢もちろん｣という言葉が返ってくることと信じて
おりますし、これからも誇りに思ってもらえるように後に残るわたしたちは、これからも駒剣を守り育てていきたいと思いま
す。
　卒業生の皆さんもわたしたちがしっかり駒剣を守っているか見にいらしてください。楽しみにしております。
　皆さんが健康でご活躍されますよう、また駒剣で身につけたことを更に向上させてくださると、心より願っております。

　最後になりましたが、ここまで成長するには子供たちの努力はもちろんですが、熱心にご指導くださった先生方、
そしていつも応援に、行事に、と参加協力してくださり、どの子にも分け隔てなく愛情を持って見守ってくださる後援部
のみなさんのお蔭だと思っております。
　ありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いいたします。

　

　　　　　　　　　　　　　　　「六年生に習う」　　　　　　　　　　　　　　　「六年生に習う」　　　　　　　　　　　　　　　「六年生に習う」　　　　　　　　　　　　　　　「六年生に習う」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尾島　寿子尾島　寿子尾島　寿子尾島　寿子

　こまけんだよりH.20 2月号の木村先生の言葉[場に習い、師に習い、友に習う]の様に…私は六年生の行動に習い、
感心する事が沢山ありました。

　木曜日はいつも、外部指導先の木崎中指導を途中で抜け、慌てて駒場に向かいます。
体育館玄関にて、西くん・石田涼くんが必ず迎えに出ていてくれます。それも寒い中、ずっと待っていてくれるのです。
西くんが防具を、涼くんが竹刀と資料バッグを運んでくれます。
帰る時は、古澤さんをリーダーに、女子全員が「尾島先生、防具を片付けさせてください。」と集まり、荷物をまとめて
車まで運んでくれます。杉山先生がいらっしゃる時は、西・涼くんが杉山先生に荷物をまとめ、車まで送ってくれます。

　六年生の行動を、下の学年の子達は見ています。中牟田莉奈ちゃんまで、先輩の真似をして防具の片付けに
チャレンジします。稽古中、西くんが仲間や下の子達にアドバイスをします。
最近は、田上くんもしてくれています。稽古が終わるとキャプテン・副キャプテンの三人が、必ず挨拶に来ます。
それに従事して五年生男子グループが、女子が挨拶にきてくれます。
　埼玉大学の寒稽古皆勤した古澤さんに続き、千葉ちゃんも皆勤。稲森華乃子ちゃんも頑張りました。

　駒剣OB・OGから引き継いだ伝統が活きています。六年生の行いを見て育つ駒剣士達。
六年生の言葉に感動し、行動に感謝させてもらえる私は、心が豊かになってゆきます。
剣道は試合に勝つ・強くなる以外に大切な人間形成の道と、うたわれています。
駒剣で学んだ精神が中学校生活で役に立ちます。中学でその精神を発展させれば、高校・大学・社会に出て、
家庭を持っても社会性を身に着けてゆく事が出来るでしょう。中学生とは、今より少し大人に近づく道でもあります。

　駒剣で頑張った事を思い起し、前進してください。六年生に多くの事を習いました。ありがとう。
六年生の保護者・ご家族の皆様、御卒業おめでとう御座います。長きに渡り、御協力ありがとう御座いました。
同じ時間を過ごせた事、幸せに感じております。
　五年生の諸君、間も無く最上級生デビューです！「六年生に習い」スタートしましょう！
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２００８２００８２００８２００８    卒業に思うこと卒業に思うこと卒業に思うこと卒業に思うこと    

                                               ６年生保護者代表６年生保護者代表６年生保護者代表６年生保護者代表        西西西西    博尚博尚博尚博尚    

６年生の皆様、卒業おめでとう御座います。 

 低学年の頃は、やんちゃな腕白坊主だった子が、見違える様な落ち着いた少年に成長し、又、ちょっと人見知りで大人

しかった子が、沢山の友達をつくって明るく逞しく巣立って行く。袴の丈が少しづつ短くなるのに比例して、卒業生達が、

心身共に立派に成長している姿には、毎年必ず感心させられます。 

 しかし、今年の卒業生には、一人も腕白坊主がいなかった？と記憶しています。皆、最初から真剣に剣道に向き合って

いた姿が印象的です。そしてその分、今迄にも増して、しっかりとした剣士達に成長した様に感じています。 

 先日も、立ったまま胴を着けている後輩に、「座って着けるように。」と指示している６年生を見かけ、その姿が眩しく感じ

られました。 

 

 渡辺君兄弟は、道場にいつも早く到着していて、必ず先に挨拶をしてくれます。彼らを見ていると、若貴兄弟が幕下の

頃、曙関が「２対１で戦っているみたいだ。」と言った事を思い出します。これからも力を合わせて２倍以上、２×２の力を発

揮して下さい。 

 加藤君は‘はきはき’していて、礼儀正しく、いつも感心しています。隙を見逃さず畳み掛ける剣道で、これからも上位を

目指して頑張って下さい。 

 古谷君はちょっと照れ屋さんですが、この頃近所で会っても必ず挨拶をしてくれます。静かな中に、いつも闘志を秘めて

いる姿が印象的です。打突も速く、力強くなりました。中学での活躍が楽しみです。 

 内田君は、真っ直ぐに打って真っ直ぐに抜ける。卒業生の中では一番遅くに剣道を始めましたが、駒剣らしい、立派な

打ち込みになりました。次はフルスイングかな。 

 石田君、駒剣のダイナモ！仲間や後輩達に、後姿を見せて来てくれました。剣道を真剣に学ぼうとする姿勢が「ハイッ・

ハイッ。」と言う気合の入った返事に現れていました。この姿勢が、もっと、もっと沢山の事を学び取り、中体連で石田君の

名前が聞こえて来る事でしょう。 

古澤さんは、大和撫子！下級生の面倒もよく見ていましたね。気持ちが途切れない剣道、すばらしいと思います。ライバ

ルとの決勝戦対決を楽しみにしています。 

 最後に西君、キャプテンに選ばれた時はかなり不安でしたが、最初に君が号令をかけるのを目にして、「ちゃんと先輩の

姿を見てきたのだな」と安心しました。市民大会団体戦の前、君が中心となって円陣を組んだ時は、「皆、一つになった。」

と感動しました。キャプテンとして一生懸命頑張ったと思います。 

 

 「人間形成道場・駒剣」を巣立って行く卒業生の皆様、これからも良きライバルとして、切磋琢磨すると共に、駒剣スピリッ

トを存分に発揮し、益々の活躍と健闘をお祈り致します。又、御指導頂きました先生方、多大なる御尽力を頂きました御父

兄の皆様、本当にありがとう御座いました。この場をお借りして、心より感謝御礼申し上げます。 

　　　　　　　　　　　　　　　　これまでを振り返って　　　　　　　　　　　　　　　　これまでを振り返って　　　　　　　　　　　　　　　　これまでを振り返って　　　　　　　　　　　　　　　　これまでを振り返って

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６年生代表　キャプテン　西　聖仁６年生代表　キャプテン　西　聖仁６年生代表　キャプテン　西　聖仁６年生代表　キャプテン　西　聖仁

　駒剣に入会してから、「クリスマス会」や「埼大の寒稽古」、「夏合宿」などのさまざまなイベントを通して
稽古をしてきました。そして、その一つ一つの出来事がぼくの良い思い出となっています。

　普段の稽古の中にも、先生方の一つ一つの言葉にも大切な意味があり、例えば「小手面打ちは、
小手を相手が打ち終わった時、打ちやすくしてあげるために一歩下がる」などの言葉に「相手を
思いやる」などの意味がありました。

　武道憲章に「武道は武技による心身の鍛錬を通じて、人格を磨き、見識を高め、有為の人格を
育成することを目的とする。」とあります。駒剣は、基本を重視したこの言葉にふさわしい場でした。

　これからぼくは、中学校に行っても、基本を重視した正しい剣道を心がけていきます。
　これまでご指導ありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いします。
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　一週間ほど前の昼前に良平さんは、会社のある神田から山手線に乗って池袋駅まで向かってい

ました。　秋葉原～御徒町（おかちまち）～上野と過ぎて、「まもなく大塚に到着（とうちゃく）します。

大塚を出ますと次は池袋です。」と車掌（しゃしょう）さんのアナウンスが聞こえてきて、電車は

大塚駅のホームにはいって行きました。

　良平さんはドアが開く側に立っていましたが、電車の窓から後ろ姿しか見えませんでしたが

髪の毛が美しい、スラットしたスマートなお姉さんが階段を駆（か）け上がって来るのが見えました。

ちょうどその時に反対側のホームにも山の手線の電車が到着する寸前でしたので、そのお姉さんは

「その電車に乗ろうと思って慌（あわ）てて走ってきたのかな？デートに遅れる！」っとがんばって

走ってきたのかな？なんて考えながら　ボーっと見てました。

（ほんとに、ほんとにボーっと見てただけですよ、星やん！！）

「ん？？？」お姉さん、右手に何か持って走ってるな？人差し指と中指の間に何かはさんで

「ん～～～？あれはひょっとしてあの白い棒（ぼう）みないなのは　たばこたばこたばこたばこ　？？？」

「いや～なんぼなんでも、駅の階段をタバコをすいながら若い、べっぴんのお姉さんが、しかも

高そうなバーバリーのミニスカートはいて、ごっつうおしゃれしてるし。タバコとちゃうやろ！」と

ぼーっと？見てたら、その日はめっちゃ寒かったからお姉さん、吐く息が真っ白で、一生懸命

走ってます。「ん。。。ん。。。？寒くて吐く息が白いんとちゃうやん！　タバコの煙やんタバコの煙やんタバコの煙やんタバコの煙やん！」

　お姉さんが乗ろうとしている山手線の電車が停まって、ドアが開きました。

その瞬間（しゅかん）、まさか、まさかやで！エーーーッ！信じられへ～～ん！まさか、まさかやで！エーーーッ！信じられへ～～ん！まさか、まさかやで！エーーーッ！信じられへ～～ん！まさか、まさかやで！エーーーッ！信じられへ～～ん！

お姉さん、最後にタバコを一飲みして、吸殻（すいがら）を火が付いたままホームに投げ捨てて火が付いたままホームに投げ捨てて火が付いたままホームに投げ捨てて火が付いたままホームに投げ捨てて

そのまま電車の中へと飛び乗って行きました。

・・・・・当然、最後に吸った一服（いっぷく）分の煙を電車の中で「フ～～」っと吐いている。

　「ボーっと見てただけやのに詳（くわ）しく？　書いてるね！良平ちゃん？ン～？」と星やんに

怒られそうですが。

ボーっと見てたのが「ん～なになに？？」っと行動がおかしかったので、ジッと見てしまった。

　良平さんもタバコを吸います。家でも（ベランダで、冬は寒いのがまんしてね）、会社でもね。

でも、会社では換気扇（かんきせん）の下で吸わない人に煙が行かないように気を使ってます。

駒剣では、良平さんの他にも何人かの人がタバコを吸いますが、みんな同じように気を使いながら

必ず灰皿のある所で吸っています。

人は見かけによらない。いやなもの見てしまった！人は見かけによらない。いやなもの見てしまった！人は見かけによらない。いやなもの見てしまった！人は見かけによらない。いやなもの見てしまった！
「絶対に真似すんなよ！」編「絶対に真似すんなよ！」編「絶対に真似すんなよ！」編「絶対に真似すんなよ！」編

渡辺良平渡辺良平渡辺良平渡辺良平

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？？？？
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　駅のホームでは、灰皿がある場所以外は禁煙になっていますが、あのお姉さんは階段を上がって

くる時から吸ってた！！しかも、火が付いたままホームに投げ捨てて・・・・・

　たまに、若いツッパリの、不良の兄ちゃんが同じ様なことをするのを見かけることがありますが

とても残念な事ですね。綺麗（きれい）な格好（かっこう）してても、あのお姉さんもどこででもタバコ

吸うんやろな？　そんな人たちはきっと、だれが後片付けするのか考えたこともないんやろな～！

人は見かけによらへんな～、酔っ払いのオジサン以下やな～と思いました。

来月は、「人は見かけによらない。～良いもの見た～みんなも見習おうね！編」です。来月は、「人は見かけによらない。～良いもの見た～みんなも見習おうね！編」です。来月は、「人は見かけによらない。～良いもの見た～みんなも見習おうね！編」です。来月は、「人は見かけによらない。～良いもの見た～みんなも見習おうね！編」です。

やっぱり、見た目だけカッコつけても、中身もカッコよくなくちゃ～ガッカリ・・・！

みんなは大丈夫だよね(^_^)v　　良平さん、とっても良いお話をありがとうございましたm(_ _)m

次に指名されるのは、あなたかもしれない・・・！！　ドキドキ(^^;)

冨田さんからバトンを受け取ったのは、ペコちゃんこと奥山恵子さんです。

駒剣が毎週土曜日に修道館をお借りできるのも、元はといえば奥山さんが学校に交渉してくださったおかげです。

皆さん、立派な道場を使わせていただけることに感謝して、汚したり物を壊したりしないように気をつけましょうね。

実は奥山さんと修道館は不思議な縁で結ばれていたんですね～。

あのお姉さんに教えてもらいたいです。「あなたは、自分の家の中でも火の付いたタバコあのお姉さんに教えてもらいたいです。「あなたは、自分の家の中でも火の付いたタバコあのお姉さんに教えてもらいたいです。「あなたは、自分の家の中でも火の付いたタバコあのお姉さんに教えてもらいたいです。「あなたは、自分の家の中でも火の付いたタバコ
を床に捨てますか？　好きな人の前でも同じ事をするのですか？」　答えてくれ～～！を床に捨てますか？　好きな人の前でも同じ事をするのですか？」　答えてくれ～～！を床に捨てますか？　好きな人の前でも同じ事をするのですか？」　答えてくれ～～！を床に捨てますか？　好きな人の前でも同じ事をするのですか？」　答えてくれ～～！

皆さんこんにちは、奥山です。皆さんこんにちは、奥山です。皆さんこんにちは、奥山です。皆さんこんにちは、奥山です。    

冨田さんから猫ちゃんがにっこりと微笑んでいる写真と一緒にバトンを渡されてしまいました。 

私、私、私、私、趣味は剣道・テニス趣味は剣道・テニス趣味は剣道・テニス趣味は剣道・テニスと体を使うことだけで 

（以前は田上さんと一緒に本太小学校の体育館でバドミントンもやっていました） 

頭を使うことは大の苦手！作文も苦手な私ですので何を書いたら良いのかと悩んだのですが 

今日は人間の不思議な力について少しお話します。人間の不思議な力について少しお話します。人間の不思議な力について少しお話します。人間の不思議な力について少しお話します。 

私の古い友人で不思議な人がいます。とても優しくていつもニコニコしていて顔を見ているだけで癒してくれるそんな人に教えて

もらった事なのですが。 

 人間の手からは不思議なパワーが出ているそうです。怪我や病気を癒す力です。人間の手からは不思議なパワーが出ているそうです。怪我や病気を癒す力です。人間の手からは不思議なパワーが出ているそうです。怪我や病気を癒す力です。人間の手からは不思議なパワーが出ているそうです。怪我や病気を癒す力です。    

例えば転んでヒザをぶつけ時、お腹が痛い時、頭が痛い時など皆さんは必ず痛いところを手で押さえますよね！？ 

あれは人間の持っている本能で、大むかし薬も無く薬草すら知らない時代、人間は痛いところに手を当てて治療していたのだ

そうです。それが証拠に、怪我を治療することを“手当て”と言いますよね。怪我を治療することを“手当て”と言いますよね。怪我を治療することを“手当て”と言いますよね。怪我を治療することを“手当て”と言いますよね。 
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その私の友人の手から出ているパワーは直接触れることなく手当てが出来てしまう不思議な力だったのです。 

（実は霊感も大変強く不思議な体験談の持ち主） 

我が家の子供達が小さい時、転んで怪我をしても、その人が手をかざすと 

不思議と早く痛みが引いてすぐに泣き止み遊び始めるということがありました。 

私は「どうやったらそういう不思議な事が出来るの？」と聞いたら 

「人間は誰でも持っている力で誰でも手の平からパワーが出ているよ」と言ってパワーを試す方法を教えてもらいました。 

まず両手で手をパンと叩きます。まず両手で手をパンと叩きます。まず両手で手をパンと叩きます。まず両手で手をパンと叩きます。そして両手の手のひらを少し丸くして合わせ、間に丸い空間を作ります。手の

ひらの真ん中からパワーが出ていることをイメージして手のひらの隙間をゆっくりと大きくしたり小さくしたりします。真ん

中に丸い温かい柔らかい塊があるようにイメージします。その隙間に出来た丸い塊がどんどん温くなるのをイメージし

てください。そうしているうちにその丸い塊が本当にどんどん温かく感じられる様になると思います。その温かい塊が皆

さんの手から出ているパワーなのです。 

（これがおらの元気玉だぞ！ 孫悟空風に） 

その私の友人は触るととても冷たい手をしているのですが、その人が手のひらをかざしてくれると背中や腰が温かく

感じるのです。触られていないのにどの辺りに手をかざしているかがはっきりわかるのです。不思議ですよね。 

特に子供たちは大人よりもパワーが強いそうなので、そのパワーを試してみてください。特に子供たちは大人よりもパワーが強いそうなので、そのパワーを試してみてください。特に子供たちは大人よりもパワーが強いそうなので、そのパワーを試してみてください。特に子供たちは大人よりもパワーが強いそうなので、そのパワーを試してみてください。    

（駒場の子供達の元気玉はすごく良い元気玉になりそうだな～～） 

例えばお母さんの肩こりがひどかったら、お母さんの肩を手の平で優しく触ってあげてください。みんなの手の平から

出ているパワーが伝わり、血行が良くなり、肩こりが楽になると思います。おじいちゃん・おばあちゃんが腰痛で困って

いたら、腰を洋服の上からで良いので、そっと触っていてあげてください。時間をかけて、ゆっくりと触っているだけで

大丈夫！すると、きっと痛みが楽になると思います。試してみてね！！ 

それでは自分自身を元気にするにはどうしたら良いのでしょう！？自分自身を元気にするにはどうしたら良いのでしょう！？自分自身を元気にするにはどうしたら良いのでしょう！？自分自身を元気にするにはどうしたら良いのでしょう！？ 

それこそドラゴンボールの元気玉の様に自然界からパワーをもらいましょう。 

大きな古い樹木にはパワーとエネルギーが満ち溢れているのだそうです。 

古い神社や大きな森には大きくて太い木がたくさんありますよね。 

その中で、自分が好きだと思う木に抱きつくと良いのだそうです。どんな木でも良いのですが、自分と気が合う、そん

な木を探してみてください。樹木がみんなを癒し、パワーをくれるそうですよ。また海に遊びに行くのも良いそうです。

海は塩水、塩は浄化するパワーを持っているので、みんなの事を洗い清め、リフレッシュしてくれるそうですよ。 

そういえば、嫌な事があると海に向かって「バカヤロー！」と叫ぶのが、昔のドラマの定番でしたね。（浦和は海が遠い

のでなかなか出来ないですが・・・） 私も若い頃、嫌な事があると鎌倉まで電車で行き、鎌倉駅から由比ガ浜まで歩き、海を眺め、 

嫌な気分を吹っ飛ばしたあと マクドナルドでハンバーガーとポテトを食べて帰ってきたものです。 

今から思うと、由比ガ浜が私のパワースポットだったのかもしれませんね。 
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う～ん、さっそく駒剣で両手をパンッ！とやってから、元気玉をねりねりするのが、流行りそうですね～♪

その元気玉を竹刀の先に込めて、「カメ～ハメ～ハーーー～ッ」って感じですかね(^^;)　いいかも～♪

奥山さん、楽しいお話ありがとうございました～！古澤さ～ん、バトン渡りました～！よろしくお願いいたしま～す！！

まずは、先月、NY特派員あてにいただいた質問アンケートにさっそく回答をいただきましたのでご紹介します。

質問してくれたのは、ペンネーム「さとかービィ～～！」さんです。 ありがとう！

Q:　「岩附くんはアメリカで剣道と英語のほかに、何を習っていますか？」Q:　「岩附くんはアメリカで剣道と英語のほかに、何を習っていますか？」Q:　「岩附くんはアメリカで剣道と英語のほかに、何を習っていますか？」Q:　「岩附くんはアメリカで剣道と英語のほかに、何を習っていますか？」

A:A:A:A: 月：水泳
火：アメリカ人の先生のESL家庭教師　/ 水泳
水：なし
木：水泳
金：なし(Play date day・夜遅くまで、お友達と遊びます。　　
　　　　 夕飯を持ち寄り、ほぼパーティーに近いです。）
土：剣道 

というわけで、
剣道と英語の他には水泳を習っています。
正確に言いますと、、、アメリカのSwim teamに入部しています。
激しく泳ぎ、（1時間で１０００ヤード・約１キロ） ←スゴイ！

筋肉増強中です。
（これも、運動不足解消のためと、
　剣道が週１しかできないので、身体作りのためです。）
二人とも、な、なんと、
来月、アメリカのチャンピオンシップにエントリーされました。 ←これもスッゴ～イ！！

駒場で稽古をすると、体は疲れているはずなのになんだかいつもスッキリ元気になれる。剣道は心身ともに 

リフレッシュ出来る素晴らし武道だな～～いつも思っています。 

しかしそれだけではなく、一緒に稽古した小学生の皆さんが出している元気パワーをもらっているからなのだな～～

といつも密かに感謝しています。 小学生の皆さんいつもありがとう。 

小学生から若さとパワーを吸い取る奥山おばばでした！！小学生から若さとパワーを吸い取る奥山おばばでした！！小学生から若さとパワーを吸い取る奥山おばばでした！！小学生から若さとパワーを吸い取る奥山おばばでした！！    

次回は古澤さんにバトンタ～ッチ！！です。よろしく～！！次回は古澤さんにバトンタ～ッチ！！です。よろしく～！！次回は古澤さんにバトンタ～ッチ！！です。よろしく～！！次回は古澤さんにバトンタ～ッチ！！です。よろしく～！！    

＜修道館豆知識＞＜修道館豆知識＞＜修道館豆知識＞＜修道館豆知識＞    

昭和６２年（１９８７年）２月２１日落成 

今年で２１歳ですね～～（修道館と同じ歳なのはどこのどいつだ～～い！？） 

ちなみに奥山１９８７年２月２２日に結婚しております 

（ちなみに誕生日は２月２３日で～す！！） 
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Q:　「友だちは何人いますか？良かったら名前も教えて下さい」Q:　「友だちは何人いますか？良かったら名前も教えて下さい」Q:　「友だちは何人いますか？良かったら名前も教えて下さい」Q:　「友だちは何人いますか？良かったら名前も教えて下さい」

A:A:A:A: 何人でしょうか・・・・・。
数えきれないくらいです！
たくさんできましたよ。
NY日本人学校ではクラスの人数がとても少ないので、
しかも、全員が転校生の立場なので、
仲がいいです、とても♪

ちなみに、NY日本人学校のホームページアドレスは http://www.gwjs.org/index.htm
どこかに岩附君が写ってるかなあ・・・・？

Q:　「アメリカでのニックネームはなんですか？」Q:　「アメリカでのニックネームはなんですか？」Q:　「アメリカでのニックネームはなんですか？」Q:　「アメリカでのニックネームはなんですか？」

A:A:A:A: 弘樹は、「こうき」、とか、「いわつき」「koki（コーキ）」。
優依は、「ゆい」、とか、「Yui（ユイ）」。
アメリカ人、スペイン人、中国人のお友達には、
初めはなかなか苗字は覚えてもらえず・・・・。
「Iwatsuki　koki」→「I watsuki　koki」と思われたらしく、
最近まで、「アイ　ワツキ・コーキ」とか言われていました～。

Q:　「どんな英語をしゃべれるの？」Q:　「どんな英語をしゃべれるの？」Q:　「どんな英語をしゃべれるの？」Q:　「どんな英語をしゃべれるの？」

A:A:A:A: ど、どんな英語かというと・・・。
NY日本人学校では、アメリカ人の先生による、英語（週四回）・
ART・米国社会の授業があります。
これらの授業では、日本語は一切禁止なんです。
ですので、
アメリカに来て、７か月。
毎日の試練？の結果、だんだんと英語に耳が慣れて来て、
日常会話はスムーズに出来るようになりました。 ←これまた、すごい♪

最近、我が家では、「日本語を使っちゃいけないゲーム」をよくします。
☆今から、５分間、日本語は禁止で、英語で会話。 うわ～

　日本語をうっかり使ったら、罰金：＄１。 無口になっちゃう～・・・(^^;)

　というゲーム。
貯金箱がドルでたくさんになるたび、英語の力はどんどんついていきます。

質問のお返事はこんな感じでよかったでしょうか？？？ ハイ！ありがとうございました♪

というわけで・・・

皆さんお元気ですか？皆さんお元気ですか？皆さんお元気ですか？皆さんお元気ですか？ NY特派員岩附です♪NY特派員岩附です♪NY特派員岩附です♪NY特派員岩附です♪

NYは、雪・雪・雪！！！(＠_＠;)NYは、雪・雪・雪！！！(＠_＠;)NYは、雪・雪・雪！！！(＠_＠;)NYは、雪・雪・雪！！！(＠_＠;)
２月は、学校も休校回数が多かったです。
こちらでは、前日、例え晴天だったとしても、天気予報で、
雪の警報が出ると→夜１０時頃の連絡網で、「明日は休校です。」の連絡。
　　　　　　　　
日本の感覚ですと、前の日に、明日は休みだぞ～の連絡網流して、
次の日、雪が降らなかったらどうするの～～？！と思いますが・・・。

これが、降るんですね～～。
「アメリカに来てからびっくりした事の１位」にランキングすることなのですが、
こちらの天気予報は、めちゃめちゃ当たるんですよ。
「ズバリ、明日は雪！」といったら、雪！ほんとに降るんです！
すごいことに、その雪の降る時間、雪の質（粉雪かみぞれか）まで大当たり。

NYに来てから７か月。まずはTVでのお天気チェックは欠かせません。

クリスマス会にみんなが書いてくれた
色紙が届いたよ！ありがとう！！
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さて、雪の話はこのくらいにして。
今回はNYの剣道の大会情報～。
先日、お世話になっている求道館のマネージャー、ゴードンさんから、メールが届きました。
（もちろん英語です・・・。(>_<)）今後の大会の日程という内容で、これがびっくり。
日本の感覚ですと、大会＝市内の大会、県大会・・・ですが。こちらでは、
（以下、Ｔｅｒｒｙによる日本語訳）

3月9日、ニューヨーク　慶応ニューヨーク学院

4月4～6日、オハイオ州クリーブランド ←オハイオ州ってどこだっけ？

（梯　正治（範士八段・警視庁剣道連盟代表）が特別ゲスト）梯　正治（範士八段・警視庁剣道連盟代表）が特別ゲスト）梯　正治（範士八段・警視庁剣道連盟代表）が特別ゲスト）梯　正治（範士八段・警視庁剣道連盟代表）が特別ゲスト）425miles×往復 　　　　ハイ、みんな地図帳！！！

5月2日～4日、ロンドン　3452miles×往復

7月3日～5日、ラスベガス　2475 miles×往復

という大会日程なんです！（＾－＾）
ＮＹ市内の大会なら、よーしじゃあ行きますか～♪となるけれど、
オハイオ州？ロンドン？ラスベガスってーー？？(>_<)　　ど、どんだけ～～～？！^_^;

ここまでの日程のその距離の合計と言ったら、な、なんと！
☆片道6352Miles、往復12704Miles（2万キロ超）何と！地球半周分！！☆

になりますがな・・・。(*_*)

うーん。む、無理！
梯（かけはし）先生のいらっしゃるオハイオ州気になるー！！
でも、オハイオ州までは、飛行機。まあ片道３、４時間ですけ
れど。「じゃあ、行ってくるね～♪」なーんて軽く言えません。

ということで。
我が家は3月の大会のみ参加できるか？　　という現状です。(^^ゞ　　　どうなることやら・・・・・。
初心者組（優依・母・父）の試合デビューはいつになるのやら？　　こうご期待。

ＮＹの激しい寒さに、雪で稽古場の道場までたどり着けない日も。（高速道路で３０分）
クー！！(>_<)と思いながらも・・・。「あきらめず、続けていこう！」　　「雪の日は自主練だ～。」
と気持を新たにしている剣士達でゴザイマス。　　早くこいこい春よ来い！(^o^)

最後に、

　～駒剣を巣立つ６年生のみなさんへ～　～駒剣を巣立つ６年生のみなさんへ～　～駒剣を巣立つ６年生のみなさんへ～　～駒剣を巣立つ６年生のみなさんへ～

本来なら、ＮＹから駆けつけて、６年生を送る会で、皆さんのお顔を見て
ごあいさつをしたいところですが・・・。ＮＹから、こまけんだよりの誌面からのメッセージ。

ご卒業おめでとうございます。４月からは、中学生ですね！
☆新たな道へのスタート☆が皆さんにとって輝かしい第一歩になりますよう、心からエールを送ります。

「フレー、フレー、駒剣士！」「フレー、フレー、駒剣士！」「フレー、フレー、駒剣士！」「フレー、フレー、駒剣士！」
卒業しても、いつも、どこにいても、駒剣でかかわった皆さんは、これからも駒剣士です。
中学生になって、いろいろな出会いがあることでしょう。

どうぞ、友達を大切にしてくださいね。どうぞ、友達を大切にしてくださいね。どうぞ、友達を大切にしてくださいね。どうぞ、友達を大切にしてくださいね。
いつも、どんなときも、たとえ異国の地に行っても。友達は、一生の宝ですから。

６年生の皆さん、
いつの日か、初心者軍団の我が家のメンバーにも、稽古をつけてくださいね。
どうぞよろしくお願いします。
先日、弘樹は、皆さんに直接、卒業おめでとうを言いたいのに！！と泣いていました。
（これは本人にはナイショだよ。）

弘樹にとって、皆さんは、憧れの先輩だったんです。弘樹にとって、皆さんは、憧れの先輩だったんです。弘樹にとって、皆さんは、憧れの先輩だったんです。弘樹にとって、皆さんは、憧れの先輩だったんです。

いえ、これからも、ずっと、ずっと、憧れの先輩です。いえ、これからも、ずっと、ずっと、憧れの先輩です。いえ、これからも、ずっと、ずっと、憧れの先輩です。いえ、これからも、ずっと、ずっと、憧れの先輩です。
先輩達のようになれるように、どんなときも、剣道を続けていこう！
それが、弘樹の今を支えています。皆さんの活躍が弘樹の、我が家の励みですよ。

これからも、いつも、どんなときも、応援しています。これからも、いつも、どんなときも、応援しています。これからも、いつも、どんなときも、応援しています。これからも、いつも、どんなときも、応援しています。
ＮＹ特派員こと岩附成子より

はるばるNYから卒業のお祝いメッセージが届く剣友会は、なかなかありませんぞ～！！

岩附特派員、今月も質問アンケートや楽しいレポート、お祝いメッセージと盛りだくさんの内容をありがとうございました～(^^)/

ロンドンへ

クリーブランド ★
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変更になる場合がありますので、お手紙などよく注意して確認してください。

１（土）　　　　通常どおり　３：００～５：００ さくら草旗・村岡杯出場選手結団式さくら草旗・村岡杯出場選手結団式さくら草旗・村岡杯出場選手結団式さくら草旗・村岡杯出場選手結団式

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

今年度最後の級審査です。できるだけお休みしないようにしましょう。がんばれ～(^^)/

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）

選手でない人もできるだけ応援に行きましょう！！　　（祝日のため稽古はお休みです。）

２２（土）　　　６年生を送る会　３：００～５：００２２（土）　　　６年生を送る会　３：００～５：００２２（土）　　　６年生を送る会　３：００～５：００２２（土）　　　６年生を送る会　３：００～５：００ 来年度のキャプテン、副キャプテン決めもあります。

 　６年生の保護者を送る会　　　　７：３０～　（鳥彩々・・・ 　６年生の保護者を送る会　　　　７：３０～　（鳥彩々・・・ 　６年生の保護者を送る会　　　　７：３０～　（鳥彩々・・・ 　６年生の保護者を送る会　　　　７：３０～　（鳥彩々・・・人数により場所の変更あり））））

６年生の保護者の方とお話できる最後のチャンス！？多数のご参加をお待ちしておりますm(_ _)m

２７（木）　　通常どおり　５：００～７：００

２９（土）　　　２９（土）　　　２９（土）　　　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）　　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）　　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）　　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）

※会場が例年と違っています。越谷の体育館ではありません。ご注意ください。

※※※※　　　　通常どおり稽古あり　　３：００～５：００通常どおり稽古あり　　３：００～５：００通常どおり稽古あり　　３：００～５：００通常どおり稽古あり　　３：００～５：００

３（木）　　　　　通常どおり　５：００～７：００
５（土）　　　　　駒剣OB合同稽古会　　１：００～５：００　　駒場体育館メインアリーナにて５（土）　　　　　駒剣OB合同稽古会　　１：００～５：００　　駒場体育館メインアリーナにて５（土）　　　　　駒剣OB合同稽古会　　１：００～５：００　　駒場体育館メインアリーナにて５（土）　　　　　駒剣OB合同稽古会　　１：００～５：００　　駒場体育館メインアリーナにて
１０（木）　　　　通常どおり　５：００～７：００
１２（土）　　　　通常どおり　３：００～５：００
１７（木）　　　　通常どおり　５：００～７：００
１９（土）　　　　通常どおり　３：００～５：００
２４（木）　　　　通常どおり　５：００～７：００
２６（土）　　　　駒場剣友会　定期総会３：００～５：００　　駒場体育館２F会議室にて２６（土）　　　　駒場剣友会　定期総会３：００～５：００　　駒場体育館２F会議室にて２６（土）　　　　駒場剣友会　定期総会３：００～５：００　　駒場体育館２F会議室にて２６（土）　　　　駒場剣友会　定期総会３：００～５：００　　駒場体育館２F会議室にて
　　　　　　　　　稽古は通常どおり　３：００～５：００

今月の星やん武芸帳はお休みさせていただきます。今月の星やん武芸帳はお休みさせていただきます。今月の星やん武芸帳はお休みさせていただきます。今月の星やん武芸帳はお休みさせていただきます。

・・・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

３月の予定

４月の予定

平成２０年度初心者剣道教室の第１回目は平成２０年度初心者剣道教室の第１回目は平成２０年度初心者剣道教室の第１回目は平成２０年度初心者剣道教室の第１回目は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５月１０日（土）１：００～３：００　５月１０日（土）１：００～３：００　５月１０日（土）１：００～３：００　５月１０日（土）１：００～３：００　です。です。です。です。

　　　　　　　　　　　　ご近所やお友達などに宣伝よろしくお願いします！　　　　　　　　　　　　ご近所やお友達などに宣伝よろしくお願いします！　　　　　　　　　　　　ご近所やお友達などに宣伝よろしくお願いします！　　　　　　　　　　　　ご近所やお友達などに宣伝よろしくお願いします！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申込み方法などは後日ご連絡します。
　　　　

m(_ _)m
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