
　　　　　　　　　　　　

                            

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年５５５５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平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年５５５５月号月号月号月号　　　　駒塲剣友会駒塲剣友会駒塲剣友会駒塲剣友会

こまけんだよりこまけんだよりこまけんだよりこまけんだよりこまけんだよりこまけんだよりこまけんだよりこまけんだより

今月今月今月今月のめにゅのめにゅのめにゅのめにゅ～～～～
おうちの人とみんなでよんでくださいね。おうちの人とみんなでよんでくださいね。おうちの人とみんなでよんでくださいね。おうちの人とみんなでよんでくださいね。

☆☆☆☆今月今月今月今月のことば・・・のことば・・・のことば・・・のことば・・・本荘先生本荘先生本荘先生本荘先生・・・・４４４４月月月月のおのおのおのお当番当番当番当番さんのさんのさんのさんの感想感想感想感想

☆☆☆☆第第第第６６６６回駒剣回駒剣回駒剣回駒剣OBOBOBOB合同稽古会合同稽古会合同稽古会合同稽古会・・・・・・・・・・・・多数多数多数多数ごごごご参加参加参加参加にににに感謝感謝感謝感謝！！！！

☆☆☆☆良平良平良平良平のののの部屋部屋部屋部屋・・・・・・・・・・・・「「「「おおおお正月正月正月正月っていつっていつっていつっていつ？？？　？？？　？？？　？？？　パートパートパートパート２２２２」」」」

☆☆☆☆駒剣勝手駒剣勝手駒剣勝手駒剣勝手にににに指名指名指名指名リレー・・・リレー・・・リレー・・・リレー・・・今月今月今月今月のののの走者走者走者走者はははは石井石井石井石井さんですさんですさんですさんです♪♪♪♪

☆☆☆☆おおおお知知知知らせ・・・らせ・・・らせ・・・らせ・・・新入会員新入会員新入会員新入会員のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ、、、、５５５５、、、、６６６６月月月月のののの予定予定予定予定

☆☆☆☆星星星星やんやんやんやん武芸帳武芸帳武芸帳武芸帳・・・・・・・・・・・・「「「「そのそのそのその四十四十四十四十」」」」
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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

　風薫る５月になりました。ゴールデンウィークが終わり、新学期が始まって約１か月がたちました。新しいク
ラスには慣れましたか？自分のペースをつかみ、少しずつ調子を出していきましょう。

　４月は土曜日に仕事があったりで、駒剣に行けない日が多くなりました。祝日もあり、約３週間道場に行け
なかったので、一昨日の木曜日、稽古しているみんなの姿がどうしても見たくなって、職場から走って駒場体
育館に向かいました。ちょっと見ないうちに新しいメンバーが加わっていて、少し違った風景に見えました。
　稽古着が紺で袴が白の平島さんが基本打ちを一生懸命やっていました。私の高校時代の試合用の上下
がこのパターンだったので、なつかしく少しうれしい気がしました。なつかしいのは加藤晃輝君、体は大きく
なっていましたが、面影はたっぷり。「お帰り！」仙台でも剣道を続けてくれ、さらに戻ってきてくれるとはうれ
しいの一言です。ありがとう。真砂智君もがんばっていました。（お兄ちゃんの裕君は赤城でお休み）私も木
崎小の卒業生です。しかも領家４丁目の住人でした。兄弟三人でがんばって！木崎小卒と言えば石田涼先
輩が、学生服を着て見取り稽古をしてくれていました。当たり前のようでいてなんとなく違和感、あらためて
「もう中学生なんだ。」と感じた次第です。相変わらずお母さん剣士が大勢いて頼もしい限り。でも、なんとな
く風景が違って見えたのは、小学生会員がちょっと大きくなり逞（たくま）しくなったせいかもしれません。

　さて、もうだいぶ前の話になってしまいましたが、４月５日のOB会、たくさんの参加、そして皆さんのご尽力
に感謝いたします。なつかしい顔が見られてうれしかったです。驚いたのは、三年もの間剣道から離れてい
た小林先輩の強いこと。駒剣で土台を作った剣は、少しくらいのブランクでは錆びないのですね。(^o^)　それ
以上にビックリはOB杯を獲ったのが昨年に続いて西君だったこと。兄の二連覇ならそうは驚きませんが、今
回の勝利者は１週間前まで小学生だった弟の聖仁君でした。決勝戦はハンディをもらっていたとはいえ、見
事な一本。中学生の部を勝ち抜くことすら難しいのにまさに　“ビッグサプライズ”　でした。
　
　当日配られた「文集第３集」が立派なのにまたまたビックリ。作成に携わった方々の御労苦に感謝いたしま
す。今年は後半に写真が多く、それぞれの行事の記憶が鮮やかによみがえってきました。また、皆さんの文
章はすべてに個性が溢れとても素敵。感動して涙が出たり、「エッ、ここまで書くの！？」というものもあり。編
集長も編集後記で書かれていますが、私も卒業した６年生の文章に一段と深みと味わい、成長ぶりを感じま
した。
　これからもその年その年の駒剣の足跡として、大切にしていきたいと思います。

　いよいよ剣道教室が始まりました。今年は大勢の参加者があり、とても張り合いがあります。わずか８回の
教室ですが、一人でも多くの人に剣道の楽しさ、おもしろさを知ってもらいたいなと思っています。そのため
には、例年と同じように、小学生会員の補助、アドバイスなどの協力が必要です。自分が始めた時の気持ち
を思いだして、バックアップをよろしくお願いします。

　例年５月に行われていた“さいたま市剣道大会”の開催通知がやっと来ました。６月２９日（日）、大宮武道
館で行われます。前３人が３，４年生で後ろ４人が５，６年生の７人制団体戦が２チーム、３年生以上の個人
戦が各学年４人までとなっています。なるべくみんなを試合に出したいのですが、６年生が特に多く全員参
加は難しそうです。（他の剣友会では会員がいなくて困っているところが多く、贅沢な悩みといわれてしまい
そうですが…）５月２４日が申込み締め切りですので、来週１７日に試合を行いメンバーを決めていきます。
　技よりもまずは声、気合いです。外ではいつもの半分しか声が通らないと思って、日頃の稽古でまわりが
驚くくらいの声を出していきましょう！それが試合出場への、勝利への近道です。
　申し遅れました、大人の試合もあります。３人制で２チーム出られます。奮ってご参加を！

　最後に。１級審査９人全員合格おめでとう！　お見事！　(^_^)v
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４月のお当番さんノートの感想より４月のお当番さんノートの感想より４月のお当番さんノートの感想より４月のお当番さんノートの感想より

・4/3（木）指導：尾島先生・渡邊順迎先生・石井先生
　　　　　　 西（聖）先輩・石田（涼）先輩が参加してくれました。
　　　　　　 須山くんが退会の挨拶に来てくれました。
　　　　　　 「試合の時、声の出し方が足りないようです。今日は意識して声を出しましょう。」渡邊先生より
　　　　　　 もっと声が出せると思います。これからみんなで大きな声を出していこう！

・4/10（木）指導：尾島先生・石井先生・大本先生
　　　　　　　古澤先輩が参加してくださいました。ありがとう♪
　　　　　　　細谷君、松本君、平田君が見取り。
　　　　　　　本太小６年の女の子（平島さん）が見学＆体験してくれました。女の子、うれしいですね♪
　　　　　　　声を大きく出しましょう（先生より）

・4/12（土）指導：菅原先生
　　　　　　　剣道教室へ申し込んだ人が沢山見学していました。
　　　　　　　真剣に剣道をする姿に見入っていました。
　　　　　　　見取り稽古３名。
　　　　　　　いつもながら、沢山の錬成部の方々に指導していただきありがとうございます。
　
・4/17（木）指導：尾島先生
　　　　　　　古澤先輩が参加してくれました。
　　　　　　　平島さんの指導を奥山・渡邊先生がしてくださいました。
　　　　　　　１回１回大きな声で返事をしよう！！
　　　　　　　集中して気合いも入っていて、見ていて気持が良い練習でした。
　
・4/19（土）指導：菅原先生
　　　　　　　一級審査を受けた６年生９名が全員合格とのうれしいお知らせがありました。
　　　　　　　参加人数がいつもに比べ少なかったですが、女の子の声がよく出ていて、活気がありました。
　　　　　　　男の子も負けずにがんばろう！！
　　　　　　　近藤麻美先輩が参加！準備運動のかけ声をかけてくださいました。

・4/24（木）指導：尾島先生・杉山先生・木村先生・石井先生・渡邊先生・大本先生
　　　　　　　古澤先輩が参加してくれました。
　　　　　　　一級審査合格おめでとうございます。代表で田上くんがあいさつしてくれました。
　　　　　　　平島さんと体験の男の子を杉山先生がご指導くださいました。
　　　　　　　茂木さん、高橋くん、松本くんが見取り稽古
　　　　　　　雨の日でしたが、気合いの入ったすばらしい稽古でした。

・4/26（土）指導：菅原先生
　　　　　　　古澤先輩が参加してくださいました。
　　　　　　　返事や質問への答えの声が小さい！
　　　　　　　最初の気合いが足りない！「イャーア」を腹から！！
　　　　　　　見学も大切な稽古です。真剣に。
　　　　　　　ものうち、つか、つか頭など、竹刀の名称をきちんと覚えましょう。
　　　　　　　ご家族で見学、北嶋さん（本太小６年と２年の男の子）

本荘先生、お当番さん、ありがとうございました。m(_ _)m
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　先月４月５日、駒場体育館メインアリーナにおいて、駒場剣友会OB合同稽古会が開催されました。
平成１５年の山﨑先生のお別れ稽古会から数えると、６回目になるそうです。
満開の桜吹雪の中、今年も時間の都合をつけて集まってくださったOBOGの先輩方に、額縁の中の
丸山先生もにっこり。剣道から離れていたのに、防具を持って稽古や試合に参加してくれた先輩や、
防具を持たずにお手伝いだけでもと駆けつけてくれた先輩。すごいなあ～えらいなあ～とちょっと感動でした。
当日はめでたく完成した文集「剣は心なり」も配布され、おいしいドーナツのお土産もあり、家に帰っても
楽しく美味しい一日でしたね。
参加してくださった先輩方、先生方をはじめ役員の皆さん、どうもありがとうございました。m(_ _)m

第第第第６６６６回駒剣回駒剣回駒剣回駒剣OBOBOBOB合同稽古会合同稽古会合同稽古会合同稽古会のごのごのごのご報告報告報告報告

小学生杯争奪試合の結果小学生杯争奪試合の結果小学生杯争奪試合の結果小学生杯争奪試合の結果

小学５年生以下の部小学５年生以下の部小学５年生以下の部小学５年生以下の部

　　１位　　有賀　大穂　（５年生）　　１位　　有賀　大穂　（５年生）　　１位　　有賀　大穂　（５年生）　　１位　　有賀　大穂　（５年生）
　　２位　　有田　　楽　 （５年生）　　２位　　有田　　楽　 （５年生）　　２位　　有田　　楽　 （５年生）　　２位　　有田　　楽　 （５年生）
　　３位　　本荘　日向　（３年生）　　３位　　本荘　日向　（３年生）　　３位　　本荘　日向　（３年生）　　３位　　本荘　日向　（３年生）
　　３位　　森　　　 渉　 （３年生）　　３位　　森　　　 渉　 （３年生）　　３位　　森　　　 渉　 （３年生）　　３位　　森　　　 渉　 （３年生）

小学６年生の部小学６年生の部小学６年生の部小学６年生の部

　　１位　　千葉　智佳　　１位　　千葉　智佳　　１位　　千葉　智佳　　１位　　千葉　智佳
　　２位　　田上　征哉　　２位　　田上　征哉　　２位　　田上　征哉　　２位　　田上　征哉
　　３位　　松浦　宏大　　３位　　松浦　宏大　　３位　　松浦　宏大　　３位　　松浦　宏大
　　３位　　渡辺　かこ　　３位　　渡辺　かこ　　３位　　渡辺　かこ　　３位　　渡辺　かこ

中学生の部中学生の部中学生の部中学生の部

　　１位　　西　　聖仁　 　（中１）　　１位　　西　　聖仁　 　（中１）　　１位　　西　　聖仁　 　（中１）　　１位　　西　　聖仁　 　（中１）
　　２位　　中牟田侑紀 　（中２）　　２位　　中牟田侑紀 　（中２）　　２位　　中牟田侑紀 　（中２）　　２位　　中牟田侑紀 　（中２）
　　３位　　小川　輝　 　　（中３）　　３位　　小川　輝　 　　（中３）　　３位　　小川　輝　 　　（中３）　　３位　　小川　輝　 　　（中３）
　　３位　　渡辺　聖宝  　（中３）　　３位　　渡辺　聖宝  　（中３）　　３位　　渡辺　聖宝  　（中３）　　３位　　渡辺　聖宝  　（中３）

高校生以上の部高校生以上の部高校生以上の部高校生以上の部

　　１位　　野口　　順平　　１位　　野口　　順平　　１位　　野口　　順平　　１位　　野口　　順平
　　２位　　小林　　優人　　２位　　小林　　優人　　２位　　小林　　優人　　２位　　小林　　優人
　　３位　　中牟田 英明　　３位　　中牟田 英明　　３位　　中牟田 英明　　３位　　中牟田 英明
　　３位　　古峯　　良祐　　３位　　古峯　　良祐　　３位　　古峯　　良祐　　３位　　古峯　　良祐

小学生杯決勝小学生杯決勝小学生杯決勝小学生杯決勝

　　有賀　大穂　　有賀　大穂　　有賀　大穂　　有賀　大穂
　　　　

　　千葉　智佳　　千葉　智佳　　千葉　智佳　　千葉　智佳

Ｈ 　　優勝　　優勝　　優勝　　優勝
有賀　大穂有賀　大穂有賀　大穂有賀　大穂

ＯＢ杯争奪試合の結果ＯＢ杯争奪試合の結果ＯＢ杯争奪試合の結果ＯＢ杯争奪試合の結果

ＯＢ杯決勝ＯＢ杯決勝ＯＢ杯決勝ＯＢ杯決勝

　　西　　 聖仁　　西　　 聖仁　　西　　 聖仁　　西　　 聖仁
　　　　

　　野口　順平　　野口　順平　　野口　順平　　野口　順平

Ｈ

コ

メ 　　優勝　　優勝　　優勝　　優勝
西　　 聖仁西　　 聖仁西　　 聖仁西　　 聖仁

おめでとうございます！！

おめでとうございます！！
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駒剣アルバムより　　ＯＢ稽古会の思い出駒剣アルバムより　　ＯＢ稽古会の思い出駒剣アルバムより　　ＯＢ稽古会の思い出駒剣アルバムより　　ＯＢ稽古会の思い出

丸山先生にっこり

田上キャプテンの気合いの入ったかけ声！
新中学１年生も沢山来てくれました！

久しぶりに駒剣で稽古する先輩たち 試合の説明　下の学年はハンデ有りです

白熱した試合

アドバイスありがとうございますメインアリーナでのびのび！

稽古にも熱が入る～！ オオ、強くなってるなあ～ 審判の背中も真剣！

どちらも譲らない、ど根性の延長戦！！みんなで応援！ファイト～～！

石田恵介さんのお陰で今年もめでたく完成！
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皆様、お疲れ様でした。先輩方！また来年お会いしましょう！！

小学生杯　おめでとう！ OB杯　おめでとう！
何だか楽しそう！

何、仲よくしてるんだよ！　　いや～そうじゃなくて・・・

試合の時は、すごい気迫で怖いくらいだったのに、あれ？小学生のころの顔に戻ってるよ？！

捕まえた！　一緒に写真とりましょ♪面とれ～～っ！　ハイ！！

麗しの一角♪はいはい、仲良しね・・・ああ、楽しかった♪

な、なぜか、立てませ～～ん！！　　助けて！ た、立ち上がれん！　何でお前立てるんだよ～
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　　　　「良平さん！？ 最近ずいぶん温かくなってきたから、頭おかしくなったの？」と言われそうですが
　　数ヶ月前に中国の「お正月」の話をしましたが、今回は『タイ』のお正月の話です。

　　　なんで今頃？と思われますが、タイのお正月は数週間前に終わったばかりなのです。 　　じゃない！

　　　　日本の子供達にはうらやましい話しですが、タイにはお正月は３回あります。
　　中国では２回と前に書きました。また、『年越し餃子』の話もしましたね。　

　　　　　　でもない！

　　　　今回は、タイでの３回のお正月、特に３回目のお正月について書きまっさ～

　　　　タイでの一回目のお正月は、日本と同じ１月１日です。
　　この日は中国と同じように家族でチョッとお祝いをする程度です。
　　二回目は、「中国の旧正月」です。なんでタイで中国の旧正月があるのか？
　　それは、日本にもたくさんの中国の人が住んでいますが、タイには日本の何倍もの中国人が
　　住んでいます。　タイでも旧正月には中国の人はお祝いをします。（爆竹や打ち上げ花火は少しだけ）
　　中国の旧正月では、何100発の爆竹を鳴らしたり、打ち上げ花火を上げる人がいますが、タイでも

　『一回でええからやってみたい』　『一回でええからやってみたい』　『一回でええからやってみたい』　『一回でええからやってみたい』おもろい正月遊びがあります。

　　　タイの3回目のお正月は『ソンクラン祭り』『ソンクラン祭り』『ソンクラン祭り』『ソンクラン祭り』と言って毎年少し日にちが違うのですが、今年は

　　4月12日～16日の5日間でした。　この『ソンクラン祭り』は別名『水かけ祭り』『水かけ祭り』『水かけ祭り』『水かけ祭り』と言われています。
　　『水かけ祭り』って、水をかけあうの～？　そ～なんです、街中、村中、それこそ国中の全土で水を

　　かけ合うんです。　なんで水をかけ合ったりするのか？　それは、『あつ～～～い！！！』『あつ～～～い！！！』『あつ～～～い！！！』『あつ～～～い！！！』
　　からですわ。
　　地図で見てみましょう！　タイがどこにあるか？

渡辺　良平渡辺　良平渡辺　良平渡辺　良平

ちなみに、日本の九州がここ！
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　タイでは４月が真夏４月が真夏４月が真夏４月が真夏で、もちろん一年で一番あつ～～～い一番あつ～～～い一番あつ～～～い一番あつ～～～いのです。

いつから始まったかは知りませんが、4月には４０℃を超える日！４０℃を超える日！４０℃を超える日！４０℃を超える日！が続き、メチャメチャ暑いので

昔の人が、いたずらして始めたようですが、今では暑いからと言うよりも『庶民の楽しみ』『庶民の楽しみ』『庶民の楽しみ』『庶民の楽しみ』になって
いるようです。

　良平さんが被害？被害？被害？被害？（ひがい）にあったわけではありませんが、実際に被害にあった人の話だと
トラックの荷台に水がいっぱい入った大きなバケツを積んで、街中を走り回りながらだれかれかまわず
水をかけまくる人、家の２階からホースで通行人に水をかける人、強力な水鉄砲でトラックの上から
水をかける人までいるそうです。
大人も子供も、女も男も関係な～し！

怖いのは、自転車や、オートバイに
乗って走っている人にも思いっきりバケツで
水をかけたり、水鉄砲で狙い撃ち
する人もいるそうです。

　自転車や、オートバイに乗ってて突然、
『ドバ～～～』っとやられて、転んで
大怪我（おおけが）をする人もいるそうです。

でも～～～、歩いてて突然前から走ってきた
トラックからバケツで水かけられて
パンツまでビチョビチョになっても、
自転車で走ってて突然、
木の陰から強力な水鉄砲で水かけられて
転んで怪我（けが）しても

決して『怒らない！！！』『怒らない！！！』『怒らない！！！』『怒らない！！！』暗黙の約束があるそうです。（ほんまかいな～～？）

　一回でええからトラックの荷台から歩いてる人に向かって強力な水鉄砲で『びゅ～～～びゅ～～～『びゅ～～～びゅ～～～『びゅ～～～びゅ～～～『びゅ～～～びゅ～～～
びゅ～～』、びゅ～～』、びゅ～～』、びゅ～～』、ビルの陰に隠れて走ってきた自転車の人に「ウワ～～！」「ウワ～～！」「ウワ～～！」「ウワ～～！」ってさけびながらバケツで
水をぶっかけてみたいな！おもろいやろな～！

へぇ～、３回もお正月をお祝いするなんて！

街を歩いていて、突然、どばーっと水をかけられちゃうお祭りが５日間もあるなんて・・・

世界にはいろいろな国があるんですね～～～(*^_^*)

良平さん、とっても面白いお話をありがとうございました。

あこ先輩もと～っても上手なイラスト！　ありがとうございました～～♪

　　　　　　　今月の走者は、古澤さんからバトンを引き継いだ石井さんですが・・・・実は石井さん、
　　　　　　とっても面白い企画を温めてくださっていたそうです～♪　　　な～にかな～？？？？

　でも～～～『お年玉』はありまへんで～～！　でも～～～『お年玉』はありまへんで～～！　でも～～～『お年玉』はありまへんで～～！　でも～～～『お年玉』はありまへんで～～！

さてさて、古澤さんからバトンを渡されてしまった私石井は、さてさて、古澤さんからバトンを渡されてしまった私石井は、さてさて、古澤さんからバトンを渡されてしまった私石井は、さてさて、古澤さんからバトンを渡されてしまった私石井は、
かねてより心秘かに温めていた企画、かねてより心秘かに温めていた企画、かねてより心秘かに温めていた企画、かねてより心秘かに温めていた企画、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　駒剣史上初、「誌上　覆面座談会」駒剣史上初、「誌上　覆面座談会」駒剣史上初、「誌上　覆面座談会」駒剣史上初、「誌上　覆面座談会」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を開いて疾走したいと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を開いて疾走したいと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を開いて疾走したいと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を開いて疾走したいと思います。
司会は石井、ご出席いただくのは皆様ご存じのAさん、Bさん、Cさんです。司会は石井、ご出席いただくのは皆様ご存じのAさん、Bさん、Cさんです。司会は石井、ご出席いただくのは皆様ご存じのAさん、Bさん、Cさんです。司会は石井、ご出席いただくのは皆様ご存じのAさん、Bさん、Cさんです。
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石井「今日はお忙しいところ、誌上にお集まりいただきありがとうございます。
　　　毎月楽しみにしている『こまけんだより』ですが、私は「もうすぐ卒業６年生」というメニューが
　　　好きなんです。６年生に好きな教科とか、あだ名とか色々質問して答えてもらう、あれです。
　　　新しい発見があって。で、大人の方にも新しい発見をしたいなあと思って、こういう企画を思いついた
　　　わけです。」
一同「それは良い企画ですね！」（と言ってくれてると思う）

石井　石井　石井　石井　「では最初に、皆さん小学生の頃は、どんなお子さんだったのでしょうか？」

Ａ氏　Ａ氏　Ａ氏　Ａ氏　「私は、外でよく遊ぶ子でしたね。メンコ、ビー玉、コマ回しなど何でも得意でした。
　　　　自転車で遠くまで探検するのも好きでした。家に帰るのが遅くなり、よくしかられて追い出された
　　　　のを覚えています。そんなときは、２階から家に入ったり、車の中で寝たりしてましたよ。」

Ｂ氏　Ｂ氏　Ｂ氏　Ｂ氏　「私も虫取り、魚つり三昧でしたね。その割りには、いつも青白い顔色で『青びょうたん』
　　　　『うらなり』とか、目がぎょろっとしていたようで、クラスの女子とけんかすると必ず『出目金』とか
　　　　言われていました。罠、武器の改造、発明が得意で、原始的なものは弓矢から、高度なものは
　　　　ビー玉大砲まで考案したものです。子どもたちに伝承できないのが残念ですねえ。」

Ｃ氏　Ｃ氏　Ｃ氏　Ｃ氏　「私は皆さんとはちょっと違うんですが、よく傘を壊す子でした。いつも傘の先を土に
　　　　『ブスッ』と刺して遊んではボキッとする。傘をひっくり返してはボキッと。
　　　　傘を持っているのに、いつも雨に濡れて帰りました。今でも雨上がりは要注意。」

石井　石井　石井　石井　「皆さんそれぞれユニークですね。　私は、小学校に入った頃は弱虫で、すぐメソメソ泣いていた
　　　　みたいです。２学年上の兄のところには、よく友だちが「お前の妹、また泣いてるぞ」と言いに
　　　　来ていたみたいで。そんな私を見かねたのか、兄は私にケンカのやり方を教え込んだんです。
　　　　『空手チョップー』とか、後ろからの『はがいじめ』とか。技を覚えて強気になったのか、技を使いたく
　　　　なったのか、私の記憶には、教室で男子に平手打ちを喰らわせていたり、校庭で取っ組み合いをして
　　　　相手を押し倒したりしている自分の姿がおぼろげに残っています。でも、本当は無口でおとなしい
　　　　大和撫子なんですよ。」

石井　石井　石井　石井　「ところで、剣道を始められたのはいつですか？」

Ａ氏　Ａ氏　Ａ氏　Ａ氏　「１１歳。小６になったときです。」

Ｂ氏　Ｂ氏　Ｂ氏　Ｂ氏　「１２歳。中学１年です。もちろんきっかけは『おれは鉄兵』にあこがれてでした。」

Ｃ氏　Ｃ氏　Ｃ氏　Ｃ氏　「３６歳です。」

石井　石井　石井　石井　「あー、だんだん年齢が上がって来ちゃいましたね。とどめは私、４２歳でした。
　　　　　この質問、墓穴を掘ってしまいましたね。」

石井　石井　石井　石井　「皆さんの奥様、ご主人様にはとてもお世話になっておりますが、
　　　　　出合いのきっかけは？一言でいうと何婚と名付けますか？」

Ｃ氏　Ｃ氏　Ｃ氏　Ｃ氏　「運命の赤い糸婚と言いたいところですが、単なる職場結婚。
　　　　営業とアシスタントだったので夫婦というより上司と部下のように
　　　　見えると言われます。」

Ｂ氏　Ｂ氏　Ｂ氏　Ｂ氏　「きっかけは就職でしょうか。一言でいうなら、『電気婚』とでも。」

石井石井石井石井　「電気ショックを受けたというわけですね。」

Ａ氏　Ａ氏　Ａ氏　Ａ氏　「中学の同級生婚？大学を卒業してすぐ結婚したから、晩婚の反対で早婚？
　　　　　外国からの１枚のハガキがきっかけかな。」
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石井さん、楽しい座談会ありがとうございました～！！　さすが、ナイスアイディアです～♪　皆さん、参加者かだれか当ててくださいね！　

というわけで、山崎さん！バトン渡りました～！来月、よろしくお願い致しま～す！、山崎さん！バトン渡りました～！来月、よろしくお願い致しま～す！、山崎さん！バトン渡りました～！来月、よろしくお願い致しま～す！、山崎さん！バトン渡りました～！来月、よろしくお願い致しま～す！

石井　石井　石井　石井　「そうなんですか。私の場合は、一言でいうと、『近所のよしみ婚』でしょうか。
　　　　　お互いの実家が松本ですが、実は非常に近くて、歩いて数十秒かからないところです。
　　　　　スープが冷めないどころか、アツアツの距離です。帰省は１回で済みますが、今日はどちらへ
　　　　　泊まるかとか、食事はどちらでとか、調整が難しいんですよ。４人で道路隔ててあっちへ
　　　　　ゾロゾロ、こっちへゾロゾロ、民族の大移動みたいに動いたものです。趣味は合いませんが
　　　　　故郷と級友の話だけは合いますね。」

石井　石井　石井　石井　「では最後に、剣道以外のご趣味や、やりたいことをお教えください。」

Ｂ氏　Ｂ氏　Ｂ氏　Ｂ氏　「フライフィッシングです。埼玉に来てからは、夢の中でしか釣行できてません。
　　　　　それから、家庭菜園ですね。１日に１時間から２時間しか日の当たらない幅７０㎝くらいの
　　　　　隣家との境目で、何とか収穫を得ようと日々努力しています。」

Ａ氏　Ａ氏　Ａ氏　Ａ氏　「基本的に体を動かすのが好きです。
　　　　　でも温泉に浸かり、ボーッとするのもよいですね。
　　　　　一時テニスやダーツを一生懸命やりましたが、
　　　　　最近は時間がありませんから・・・。」

Ｃ氏　Ｃ氏　Ｃ氏　Ｃ氏　「趣味は散歩しながらパン屋さん巡り。大宮ぐらいだと速足で１時間半くらい。
　　　　　行きはリュックだけで、帰りは知らないパン屋さんを見つけたらラッキー。
　　　　　町並みを見ながらゆっくり帰宅します。迷子にならないよう、
　　　　　線路沿いの道をひたすら歩きます。
　　　　　色々な発見があったり、無心になれたり、気分転換＋運動になりますよ。」

石井　石井　石井　石井　「私は、なぜか『道』と付くものが好きで、書道・茶道に何と言っても剣道ですけど。
　　　　　書道歴が一番長くて、漢字・かな・俳句や詩を自由な形で書く詩文書とかやっています。
　　　　　茶道は今はなかなかできませんが、先日、鎌倉の東慶寺のお茶会に行って、初めて
　　　　　香道も体験しました。香りは『嗅ぐ』と言わず、『聞く』というのですね。香りも、甘い・
　　　　　辛い・酸っぱい・塩辛い・苦いと味覚に分類されるそうです。その日は４種類のお香が
　　　　　回ってきて、２巡目は順番を変えて回り、それぞれが最初の何番目のお香だったか当てて
　　　　　全員の成績が１枚の和紙に書かれ、皆で拝見します。大抵１つは当たるらしいのですが、
　　　　　私は全部ハズレでした。こういうのも難しいらしく、『思い切りがよい』と先生に褒められ？
　　　　　ました。１番の人でも２つ正解ですから、けっこう難問なのです。

石井　「さて、そろそろ時間となりまして、ご出席の皆様、
　　　　　今日はありがとうございました。
　　　　　読者の皆様、Ａさん、Ｂさん、Ｃさん、がどなたか
　　　　　お分かりになりましたでしょうか？
　　　　　答えは１２ページです。」

次回６月号は、「剣道オタク」といえばこの方、次回６月号は、「剣道オタク」といえばこの方、次回６月号は、「剣道オタク」といえばこの方、次回６月号は、「剣道オタク」といえばこの方、
剣道の生き字引、山崎利男さんにバトンタ～ッチ！！剣道の生き字引、山崎利男さんにバトンタ～ッチ！！剣道の生き字引、山崎利男さんにバトンタ～ッチ！！剣道の生き字引、山崎利男さんにバトンタ～ッチ！！

　

石井さんがお書きになった書。書道の雅号（お名前）は
『皇仙』さん。カッコイイ♪

（一重づつ　一重づつ散れ　八重桜　子規句）
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　３日（土・祝）　稽古休み３日（土・祝）　稽古休み３日（土・祝）　稽古休み３日（土・祝）　稽古休み
　　　　８日（木）　　    通常どおり　5:00～7:00
１０日（土）　　　平成２０年度剣道教室初日　１：００～３：００　１０日（土）　　　平成２０年度剣道教室初日　１：００～３：００　１０日（土）　　　平成２０年度剣道教室初日　１：００～３：００　１０日（土）　　　平成２０年度剣道教室初日　１：００～３：００　稽古は通常どおり　3:00～5:00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　先輩たち！今年もまたお手伝いよろしくね♪

１５日（木）　　　　通常どおり　5:00～7:00
１７日（土）　　　剣道教室２回目　1:00～3:00　　１７日（土）　　　剣道教室２回目　1:00～3:00　　１７日（土）　　　剣道教室２回目　1:00～3:00　　１７日（土）　　　剣道教室２回目　1:00～3:00　　稽古は通常どおり　3:00～5:00
２２日（木）　　　  通常どおり　5:00～7:00
２４日（土）　　　剣道教室３回目　1:00～3:00　　２４日（土）　　　剣道教室３回目　1:00～3:00　　２４日（土）　　　剣道教室３回目　1:00～3:00　　２４日（土）　　　剣道教室３回目　1:00～3:00　　稽古は通常どおり　3:00～5:00
２９日（木）　　　　通常どおり　5:00～7:00
３１日（土）　　　剣道教室４回目　1:00～3:00　　３１日（土）　　　剣道教室４回目　1:00～3:00　　３１日（土）　　　剣道教室４回目　1:00～3:00　　３１日（土）　　　剣道教室４回目　1:00～3:00　　稽古は通常どおり　3:00～5:00
　

　　　　おおおお　　　　知知知知　　　　らららら　　　　せせせせ

よろしくお願いしま～す！

５月の予定５月の予定５月の予定５月の予定 これから変更になる場合もありますので、お手紙などをよく見てご注意下さい。

新入会員のお知らせ新入会員のお知らせ新入会員のお知らせ新入会員のお知らせ

平島　結花（ひらしま　ゆか）さん平島　結花（ひらしま　ゆか）さん平島　結花（ひらしま　ゆか）さん平島　結花（ひらしま　ゆか）さん
　　　　中学の剣道部でがんばっているお姉さんに勧められて入会してくれました！仲よくしてね(*^_^*)

真砂　裕（まさご　ゆたか）くん真砂　裕（まさご　ゆたか）くん真砂　裕（まさご　ゆたか）くん真砂　裕（まさご　ゆたか）くん
真砂　智（まさご　さとる）くん真砂　智（まさご　さとる）くん真砂　智（まさご　さとる）くん真砂　智（まさご　さとる）くん
　　　　大阪でも剣道をやっていた３兄弟。三番目の歩くん（１年生）も剣道教室入会です。よろしくね♪

加藤　晃揮（かとう　こうき）くん加藤　晃揮（かとう　こうき）くん加藤　晃揮（かとう　こうき）くん加藤　晃揮（かとう　こうき）くん
　　　３年前にお父さんの転勤でお引っ越しした加藤くんがまた帰ってきてくれました♪　おかえり～(^o^)/

連絡網は、真砂裕くん、智くんが石田陸人くんの後ろに、加藤くんは野口亮くんの後ろにそれぞれ記入をよろしくお願いします。
（平島さんは本多修平くんの後ろに入っています。）

６月の予定６月の予定６月の予定６月の予定

　５日（木）　　通常どおり　5:00～7:00
　７日（土）　　剣道教室５回目　1:00～3:00　　７日（土）　　剣道教室５回目　1:00～3:00　　７日（土）　　剣道教室５回目　1:00～3:00　　７日（土）　　剣道教室５回目　1:00～3:00　　稽古は通常どおり　3:00～5:00
１２日（木）　　通常どおり　5:00～7:00
１４日（土）　　剣道教室６回目　1:00～3:00　１４日（土）　　剣道教室６回目　1:00～3:00　１４日（土）　　剣道教室６回目　1:00～3:00　１４日（土）　　剣道教室６回目　1:00～3:00　　稽古は通常どおり　　3:00～5:00
１９日（木）　　通常どおり　　5:00～7:00
２１日（土）　　剣道教室７回目　1:00～3:00２１日（土）　　剣道教室７回目　1:00～3:00２１日（土）　　剣道教室７回目　1:00～3:00２１日（土）　　剣道教室７回目　1:00～3:00　　稽古は通常どおり　　3:00～5:00
　
２２日（日）２２日（日）２２日（日）２２日（日）　　塚越剣友会との交流会　９：００～１２：００　（夜は親睦会）塚越剣友会との交流会　９：００～１２：００　（夜は親睦会）塚越剣友会との交流会　９：００～１２：００　（夜は親睦会）塚越剣友会との交流会　９：００～１２：００　（夜は親睦会）

２６日（木）　　通常どおり　　5:00～7:00
２８日（土）２８日（土）２８日（土）２８日（土）　　剣道教室最終日　1:00～3:00剣道教室最終日　1:00～3:00剣道教室最終日　1:00～3:00剣道教室最終日　1:00～3:00　　稽古は通常どおり　　3:00～5:00
　
２９日（日）　　さいたま市剣道大会（大宮武道館）２９日（日）　　さいたま市剣道大会（大宮武道館）２９日（日）　　さいたま市剣道大会（大宮武道館）２９日（日）　　さいたま市剣道大会（大宮武道館）

残念ながら、茂木明日香さんが４月いっぱいで退会されました。もぎちゃん、今までありがとう！
お母さまも役員さんとして大変お世話になりました。ありがとうございましたm(_ _)m　どうぞお元気で！
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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。

今月のお話は『剣道の袴の教え？って！！』です。
袴の教えってなんだろな～？なんだろな～？

お父さん、お母さんにお願いです。お父さん、お母さんにお願いです。お父さん、お母さんにお願いです。お父さん、お母さんにお願いです。

どうぞお子さんたちと一緒に読んであげてくださいね♪
そのとき、全部分からなくてもいいんです。後からじわじわ～っと分かってくることもあるはず
ですから・・・よろしくお願いしますm(_ _)m

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　（お気に入りに登録してね♪）

http://www.geocities.jp/komaba_ken_hp/index.html

※石井さん企画の覆面座談会出席者は・・・※石井さん企画の覆面座談会出席者は・・・※石井さん企画の覆面座談会出席者は・・・※石井さん企画の覆面座談会出席者は・・・

A氏＝本荘先生、B氏＝石田昭男さん、C氏＝木村由枝さんでした。A氏＝本荘先生、B氏＝石田昭男さん、C氏＝木村由枝さんでした。A氏＝本荘先生、B氏＝石田昭男さん、C氏＝木村由枝さんでした。A氏＝本荘先生、B氏＝石田昭男さん、C氏＝木村由枝さんでした。

みなさん、当たりましたか？(*^_^*)みなさん、当たりましたか？(*^_^*)みなさん、当たりましたか？(*^_^*)みなさん、当たりましたか？(*^_^*)

これでバッチリ！
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