
　　　　　　　　　　　　

                            

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

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
平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年８８８８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

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

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。

暑中お見舞い暑中お見舞い暑中お見舞い暑中お見舞い
　申し上げます。　申し上げます。　申し上げます。　申し上げます。
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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

　毎日暑いですねぇ～(^_^;)　それに、夕方突然真っ暗になって、ピカッ！ゴロゴロ！！
これまたスゴイですね。雷に打たれないように。そして、熱中症で倒れないように。
また、クーラーに当たりすぎて体調を崩したりしないように気をつけましょう。
　
　さて、剣道教室からたくさんの新しい仲間が入ってきてくれたので、７月は１時からと３時からの二部制
での稽古ができました。前半の初級者・低学年組では体操や素振り、基本中の基本である面、小手、胴
の打ち方などを行いました。上級生も大勢参加してくれて、元立ちや防具をつける手伝いを進んでやって
くれました。駒剣の良き伝統ですね。前半組の初級者の中には、２時間たっぷり汗かいた後に後半の
打ち込みなどに参加する者もいて、意欲の旺盛さを感じます。この様子だとすぐに追いつけますね。
　８月からは全体での稽古になります。みんなで一緒に稽古をすることで、一体感が生まれるはずです。
ただ、人数が大変多いので、くれぐれもケガには注意してください。レベルも様々なので、指導する側の
創意工夫が大事になります。よろしくお願いします。

　話は変わりますが、最近「こまけんだより」に岩附特派員の　“ニューヨーク支部だより”　が載らなくて
寂しいとお嘆きの方が多いようです。私もその一人ですが、実は岩附家、今、道場での稽古をお休み中
なのです。弘樹君と妹の優依さんが、水泳でも優秀な成績をあげているため、そちらを優先させていると
のことです。聞くところによると、弘樹君は学校の成績もトップで、英語のリスニング力はお母さんを抜き
さったそうです。暇ができると素振りをしているとメールに書いてありました。大変前向きな休養ですね。
全身運動の水泳で鍛えて、またいつの日か剣道をやった時、良い効果がありそうです。こちらから送った
３冊目の文集もしっかり読んでくれたらしいです。弘樹君、成子特派員、剣道から離れてもNYの様子、
送ってくださいね。待っています。
　そうそう、ルクセンブルクの藤野律君にも文集送りました。元気で頑張っているようです。彼はもう中学
生なんですね。心も体も一番成長する時期です。
　日本に戻ってきた時に彼らに会うのが楽しみです。

　暑い日本に話を戻しますが、先日行った月例試合を見ての感想です。全体としてはレベルアップして
いて、目を引く技もありました。今が伸びている時期とはっきり分かる者もおりました。しかし、欲をいえば
になるのかもしれませんが、もう一つたくましさというか力強さが欲しいという印象を受けました。胴を打って
振り返るところで打たれるケースも、相変わらず多かったようにも見えました。
　もうすぐ合宿です。今年は残念ながら木村先生が参加されません。グループでの稽古の時は２つに
分けます。初級者組から２級までは尾島先生が、１級を持っている者は私の方で担当します。成人会員の
先生方にも指導に入っていただき、一人一人ていねいに指導できるようにします。
　基本打ちをやります。技の練習もします。掛かり稽古もいつもより長いです。「苦しいのは自分だけじゃ
ない。」と考え、休まずひるまず掛かりましょう。竹刀を使っての稽古だけでなく、木刀による剣道基本技
稽古法や日本剣道形もこの機会に身につけてしまいましょう。また、自分一人で竹刀をばらして組み立て
られるようになれるといいですね。
　２日目の午前中の稽古が一番きついかもしれません。しかし、ここで精一杯力を出し切ると、その後の
プールや花火などが充実するようです。遊ぶ時は大いに楽しんでけっこうですから、稽古の時は真剣に
剣道と向き合っていきましょう。嫌々やる、言われてやる稽古ではなく、”自らすすんでがんばる剣道”
にしてください。
　あいさつをきちんとする、時間を守る、友だちや先輩・後輩と仲よくなる、ごはんをしっかり食べる、自分
の健康管理をする、などなど、生活面でも成長できる部分がいっぱいです。年に一度の泊を伴っての
集団生活、協力して実り多きものにしましょう！

合宿がんばろうね！

うん！

たのしい竹刀の
お手入れ～♪
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７月のお当番さんノートの感想より７月のお当番さんノートの感想より７月のお当番さんノートの感想より７月のお当番さんノートの感想より

本荘先生、お当番さん、ありがとうございました。m(_ _)m

　　

７月３日（木）　尾島先生・木村由枝先生・奥山先生
　　　　　　　　・とても細かい点にアドバイスをいただいていました。一つ一つ確認して活かしていってくださいね。
　
７月５日（土）　菅原先生・本荘先生
　　 （前半）　・とても暑い中、初めての二部制の稽古で、新入会員と３年生以下のみんなは、大きな声で
　　　　　　　　　頑張っていました。（有田）
　　　　　　　　・「剣道教室ではなく駒剣の練習です」という本荘先生のお言葉に緊張感がいっぱいでした。
　　　　　　　　　一生懸命さを大事に、みんなで頑張りましょう！（真砂）
　　　　　　　　・本格的な暑さの中で、子どもたちも頑張っていますが、先生方が初心者同様の子どもたちに
　　　　　　　　　ていねいに熱心に教えてくださり、有り難く思います。（平島）
　　 （後半） ・今日は見学しているだけでも汗がダラ・・・・；　防具をつけて頑張っている皆様には、頭が
　　　　　　　　 下がります。
　　　　　　　 ・かかり稽古のときは、先日の大会のくやしさをバネに、一生懸命向かっているように見えました。

７月１０日（木）　尾島先生・近藤千恵子先生・古澤先生
　　　　　　　　・渡邊・奥山両先生が、椙田君、新井親子、真砂歩君の指導を別メニューでしてくださいました。
　　　　　　　　・暑い中、新人さんたちの声が、とても大きく道場に響いてました。
　　　　　　　　・休憩後の面つけが早く、時間前までに準備完了。すばらしい！！練習と休憩の切替バッチリ！！
　　　　　　　　・見取りの神嵜さん、野口亮くん、時計係、ホイッスル係を手伝ってくれました。
　　　　　　　　・子どもたちよりも成人の方の声のほうが響いてました。暑さに負けず、もっともっと声が出れば、
　　　　　　　　　さらにすばらしい。最後のほうの地稽古はみんな素晴らしい声が出ていました。

７月１０日（土）　本荘先生
　　　（前半） ・よいお天気で少し動いただけで汗がど～っとでてくる暑さ！
　　　　　　　　・それでもみんな元気に一生懸命稽古してました。エライね(^^)/
　　　　　　　　　少しずつ暑さになれて、合宿に備えよう！
　　　（後半） ・とても暑い日だったけど、あの姿でよく動いていたと先生からもお褒めの言葉があった。
　　　　　　　　・これからもっと暑い日が来るけど、体力の続く限り頑張ろう！！

７月１７日（木）　尾島先生・杉山先生
　　　　　　　　・初心者８名を杉山先生が指導してくださいました。
　　　　　　　　・最初のダッシュで暑さも吹っ切れて、気合いの入ったすばらしい稽古でした。

７月１９日（土）　菅原先生・本荘先生
　　　（前半） ・やっと梅雨明け宣言が出されたようです。それに伴う暑さの中、初心者のみんなを含め、
　　　　　　　　　大きな声で練習に励んでいました。菅原先生が体当たり、足さばきを熱心に指導してくださりました。
　　　（後半） ・合宿説明会のため、あいさつから始まる。本荘先生より「打ち込みを軽んずるものは強くならない」と
　　　　　  　　　開始時刻になってもすぐに始められなかったこと、反省です。
　　　　　　　　・大学生ＯＢの石井先輩、関口先輩が来てくださいました。

７月２４日（木）　尾島先生
　　　　　　　　・古澤由奈先輩が来てくれました。
　　　　　　　　・尾島先生より「６年生は自分から進んで早く行動しましょう。みんなのお手本に！」
　　　　　　　　・暑くてムシムシする中、みんな頑張っていました。

７月２６日（土）　菅原先生・本荘先生・尾島先生
　　　（前半） ・今日は人数が少ないようでした。曇っていて、少し涼しい日ですが、それでも座っているだけで
　　　　　　　　　汗が出てきます。そんな中、胴着を着て防具をつけて、稽古に励む姿は素晴らしいです。
　　　（後半） ・ＯＢ石井先輩、ＯＧ星野先輩、山口先輩が来てくれました。
　　　　　　　　・試合では、一生懸命汗が飛び散る暑い戦いでした。声も大きく出ていて良かったです。
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渡辺　良平渡辺　良平渡辺　良平渡辺　良平

　剣道教室も無事終わり、　剣道教室も無事終わり、　剣道教室も無事終わり、　剣道教室も無事終わり、多くの方が入会され小学生会員は何と４４名、
成人会員は２７名にもなります。
先生方を合わせるとなんと！総勢７５名の埼玉県下でも一大勢力？の剣友会になります。

　来月から土曜日は、２部制の稽古が無くなり１５時から一斉の稽古になります。
人口密度が増えすぎて　「満足に稽古が出来ない！」　と言う　『嬉しい悲鳴』が
聞こえてくるかも知れません。

　ところで、最近ところで、最近ところで、最近ところで、最近、ご父兄の方、特に『お父さん』で最初の礼式から、終わりの礼式まで
ご熱心に廊下から稽古風景を観られていらっしゃる方をお見受けします。
とても嬉しく思い、感謝の限りです。

　　きっとご自宅では、食事をしながらその日の稽古の内容や、友達と遊んだ事などを
話されていらっしゃると思います。 我が家では、最近は私が厳しく剣道の事を言うので
子供達は稽古の事には余り興味を持ってくれず、むしろ仲間と遊んだことばかりになっています。
（チョッと寂しいです。）

　　　少し古い話になりますが、少し古い話になりますが、少し古い話になりますが、少し古い話になりますが、あるOB（残念ながらその先輩、現在は剣道をしていない
　　ようですが）　母子のほほえましいお話があります。
　
　
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彼は、小学１年生から駒剣で剣道をしていました。彼は、小学１年生から駒剣で剣道をしていました。彼は、小学１年生から駒剣で剣道をしていました。彼は、小学１年生から駒剣で剣道をしていました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同学年では駒剣最古参ですが、５年生になっても
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６年生になってもレギュラーどころか、月末の定例試合でも
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下級生や女子に負ける事もしばしばでした。
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　傍目に観ていると、『負けても平気？』な男の子でした。傍目に観ていると、『負けても平気？』な男の子でした。傍目に観ていると、『負けても平気？』な男の子でした。傍目に観ていると、『負けても平気？』な男の子でした。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稽古にはほぼ毎回遅刻し、防具もいつも胴が斜めに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付いてて、面紐も６年生になっても頻繁にほどけてしまう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きつい稽古ではいつも一番最初に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「気持ち悪いから面取っても良いですか？」と尋ねる前から
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　面を取っていました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６年生になっても、「こんにちは！」と大人が声をかけても
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いつも知らん顔！でした。

　

　きっと本人は親に無理矢理剣道やらされて、きっと本人は親に無理矢理剣道やらされて、きっと本人は親に無理矢理剣道やらされて、きっと本人は親に無理矢理剣道やらされて、
「勝っても負けても、そんなの関係ね～」（チョッと古い？）
状態なんだなと、少しながら哀れむ気持ちも持っていました。

お母さん、お父さん、稽古観に来てくださいね！お母さん、お父さん、稽古観に来てくださいね！お母さん、お父さん、稽古観に来てくださいね！お母さん、お父さん、稽古観に来てくださいね！
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　そんな彼がそんな彼がそんな彼がそんな彼が６年生の秋の有る月例試合で
いつも負かされていた同学年の男の子から

面を二本取って勝ったのです。面を二本取って勝ったのです。面を二本取って勝ったのです。面を二本取って勝ったのです。

　その試合はたまたま私が審判でしたが、
甘く審判したつもりはありません。
　

　その時、私は　その時、私は　その時、私は　その時、私はすごく良い姿を見せられた気がしました。
「関係ね～！」じゃなくてやっぱり彼も勝ちたかったんだな。　「いつも負ける姿をお母さんに観られていたけど、
勝った姿を観てもらえた！」と嬉しくて仕方なかったのでしょう。
恐らくその日の夕食で彼は「今日の試合はね・・・・・・。」と得意気にお母さん、お父さんに話したことだと思います。

　後で、そのお母さんに聞いたのですが、実は彼は「勉強が疎かになるようなら、剣道を辞めなさい。」と
お父さんから叱られた事があったそうです。

しかし、そのとき彼は「勉強もがんばるから剣道を続けさせて下さい。」「勉強もがんばるから剣道を続けさせて下さい。」「勉強もがんばるから剣道を続けさせて下さい。」「勉強もがんばるから剣道を続けさせて下さい。」と言ったのだそうです。

　　　　　　　仕事の都合、夕食の準備等、家事で多忙だと思いますが、　　　　　　　仕事の都合、夕食の準備等、家事で多忙だと思いますが、　　　　　　　仕事の都合、夕食の準備等、家事で多忙だと思いますが、　　　　　　　仕事の都合、夕食の準備等、家事で多忙だと思いますが、
　　　　　　出来ればお子さんの稽古姿を観てあげて下さい。　　　　　　出来ればお子さんの稽古姿を観てあげて下さい。　　　　　　出来ればお子さんの稽古姿を観てあげて下さい。　　　　　　出来ればお子さんの稽古姿を観てあげて下さい。
　
　少なくとも月末の定例試合だけでも観に来て応援してあげて下さい。ビデオを撮って家で一緒に食事を少なくとも月末の定例試合だけでも観に来て応援してあげて下さい。ビデオを撮って家で一緒に食事を少なくとも月末の定例試合だけでも観に来て応援してあげて下さい。ビデオを撮って家で一緒に食事を少なくとも月末の定例試合だけでも観に来て応援してあげて下さい。ビデオを撮って家で一緒に食事を
しながら観れば悔しさを思い出すことも有るかも知れませんが、素晴らしい成長の記録が残せますよ！しながら観れば悔しさを思い出すことも有るかも知れませんが、素晴らしい成長の記録が残せますよ！しながら観れば悔しさを思い出すことも有るかも知れませんが、素晴らしい成長の記録が残せますよ！しながら観れば悔しさを思い出すことも有るかも知れませんが、素晴らしい成長の記録が残せますよ！
　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（おわり）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（おわり）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（おわり）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（おわり）

　
　丁度、その日は彼のお母さんが“お当番さん”でしたが、
私が「勝負あり！」と宣言した途端に彼はお母さんのもとへ
走って行き、何をするのかと思ったら、人目もはばからず、

「お母さん僕勝ったよ！」「お母さん僕勝ったよ！」「お母さん僕勝ったよ！」「お母さん僕勝ったよ！」
と元気に報告したのです。

　彼のお母さんもその試合の時間を計っておられました
ので、間近にその試合を観ておられましたが、
次の試合があったので一緒に喜んでいる余裕はなく、

面の上から優しく彼の頭を撫ぜていました。面の上から優しく彼の頭を撫ぜていました。面の上から優しく彼の頭を撫ぜていました。面の上から優しく彼の頭を撫ぜていました。

そうですね。故丸山先生がいつもおっしゃっていたことを思い出しました(*^_^*)
（もうすぐ亡くなられてから丸２年ですね。）
良平さん、すてきなお話をありがとうございましたm(_ _)m
あこ先輩！ナ～イスなイラスト（すごい似てる！！）を３枚も！ありがとうございました～！！(^o^)/
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はい。はい。はい。はい。
近藤ママさん近藤ママさん近藤ママさん近藤ママさん（通称チコちゃん）（通称チコちゃん）（通称チコちゃん）（通称チコちゃん）からバトンを受け取ってしまった木村です。からバトンを受け取ってしまった木村です。からバトンを受け取ってしまった木村です。からバトンを受け取ってしまった木村です。

　　　　　　　　　　　　ある時は「木村先生の奥さん」、またある時は「浦和剣道連盟担当」、そして
　　　　　　　　　　　　「成人会員」、「駒剣OB父母」と名前が変わりますが、
　　　　　　　　　　　　今日は「成人会員の木村」として書かせて頂きますm(_ _)m今日は「成人会員の木村」として書かせて頂きますm(_ _)m今日は「成人会員の木村」として書かせて頂きますm(_ _)m今日は「成人会員の木村」として書かせて頂きますm(_ _)m

趣味は？と聞かれると に関わることで「こまけんだより」に載せきれないので・・・

私の出身地　“沼田（群馬県）へ行ってみよう！”“沼田（群馬県）へ行ってみよう！”“沼田（群馬県）へ行ってみよう！”“沼田（群馬県）へ行ってみよう！”　　　　と
皆さんに春夏秋冬いつでも遊べる沼田をご紹介します。

(・o・)；　ヘエ～！　そうなんだぁ・・・♪(・o・)；　ヘエ～！　そうなんだぁ・・・♪(・o・)；　ヘエ～！　そうなんだぁ・・・♪(・o・)；　ヘエ～！　そうなんだぁ・・・♪

沼田市っていうと、毎年、駒剣の夏合宿で越後湯沢に行く途中、関越高速道路で「通過」している所(＾＾;)
ちなみに私の実家は、沼田インターから車で５分（近い）です。

沼田を知るには、地形の説明から！
市内が「上町、下町」に分かれています。

沼田駅（JR高崎線、上越線）は下町に
あるのですが、駅を下りると目の前に
延々と続く坂道があって（滝坂、遊覧坂、
榛名坂）と上るには４５分～１時間くらい
かかります（下りは１５分～３０分）。

地質学では有名で、「日本有数の
河岸段丘上に位置する」上町には
かつて沼田城がありました。
現在は沼田城址公園になっています。

なんか社会の教科書みたい～(*^_^*)

な・な・なんと！　木村先生は大学４年間の剣道部合宿は沼田市で、沼田城址公園内の武徳殿で稽古、な・な・なんと！　木村先生は大学４年間の剣道部合宿は沼田市で、沼田城址公園内の武徳殿で稽古、な・な・なんと！　木村先生は大学４年間の剣道部合宿は沼田市で、沼田城址公園内の武徳殿で稽古、な・な・なんと！　木村先生は大学４年間の剣道部合宿は沼田市で、沼田城址公園内の武徳殿で稽古、
毎朝の日課トレーニングが武徳殿（道場）から沼田駅までのランニング！（行きは全部下り坂、帰りは毎朝の日課トレーニングが武徳殿（道場）から沼田駅までのランニング！（行きは全部下り坂、帰りは毎朝の日課トレーニングが武徳殿（道場）から沼田駅までのランニング！（行きは全部下り坂、帰りは毎朝の日課トレーニングが武徳殿（道場）から沼田駅までのランニング！（行きは全部下り坂、帰りは
長～い登り坂）　長～い登り坂）　長～い登り坂）　長～い登り坂）　沼田出身の私には信じられない！　過酷なメニューです。
皆さんもぜひ、登ってみませんか？　筋肉痛まちがいなし！　今でも武徳殿剣道場は健在です。
木村先生の思い出も観光名所？（駒剣限定ですが・・・）

長～い長い坂道！下りは１５分、上りは４５分！！長～い長い坂道！下りは１５分、上りは４５分！！長～い長い坂道！下りは１５分、上りは４５分！！長～い長い坂道！下りは１５分、上りは４５分！！

沼田駅
まって～！ 沼田城址公園内

　　　武徳殿

先月、趣味の映画鑑賞のお話をしてくださった近藤ママさんからバトンを引き継いだのは木村由枝さんです。
いつもみんなが張り切って出場している大会の申込みや一級審査会の手続でお世話になっていますね(*^_^*)
木村家も剣道一家ですが、お母さんはなんと埼玉大学の寒稽古を２年連続皆勤されているスーパー女性駒剣士です！！スーパー女性駒剣士です！！スーパー女性駒剣士です！！スーパー女性駒剣士です！！
スゴすぎる・・・(・_・;)　　　それでは、木村さん、よろしくお願い致しま～すm(_ _)m
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沼田名物と言えば日本一の大天狗（てんぐ）があります。沼田名物と言えば日本一の大天狗（てんぐ）があります。沼田名物と言えば日本一の大天狗（てんぐ）があります。沼田名物と言えば日本一の大天狗（てんぐ）があります。
沼田公園内天狗堂には「木彫り日本一の大天狗面」が鎮座。　市内北東の迦葉山（関東三大天狗の雄山）
龍華院弥勒寺には「日本一の大天狗面」があり、（顔の丈６．５ｍ、鼻の長さ２．８ｍ。　少し小さめのものでも
　顔の丈５．５ｍ、鼻の長さ２．７ｍ）多くの人がお参りに行くそうです。
（参拝者には貸し出し天狗面？があって、諸願成就！）

でかっ！！でかっ！！でかっ！！でかっ！！

８月３、４、５日に行われる沼田まつりでは、
２基の天狗みこし（重さ４００ｋｇ～４５０ｋｇ）を
女性のみ役２００人で担ぎます。
なぜ、女性のみ？
→家庭を守る女性たちが家族の安全、
　　健康を祈願する！　エライ！

大天狗面は市内天狗プラザにも
観光大天狗（丈４．３ｍ、鼻の長さ２．９ｍ）
があるので、見に行ってみてください。

女性だけで担ぐ天狗みこし女性だけで担ぐ天狗みこし女性だけで担ぐ天狗みこし女性だけで担ぐ天狗みこし

大天狗面大天狗面大天狗面大天狗面

　　　　　　　沼田城は１５３２年に築城され、１５６０年上杉謙信に帰属。２０年後に真田昌幸に攻略されます。
　　　　　　歴史が好きな人には面白い運命で、沼田城に関わった武将は上杉謙信、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康など
　　　　　　超有名人！　真田家は兄信幸が徳川側、弟幸村が豊臣側で‘関ヶ原の戦い’‘大阪冬の陣、夏の陣’で敵味方に
　　　　　　分かれて戦い・・・　　徳川５代将軍綱吉の命令で沼田城は破却されてしまいました。
　　　　　　（沼田市内に‘真田博物館’があるので詳しく知りたい人はGO!）

沼田の周りは温泉が沢山あります。夏はアウトドアでキャンプや魚釣り、秋はりんご狩りや紅葉見物、冬はスキー、
春は色々な花や緑がきれいです。　温泉でゆっくりも良いし、SL機関車ホテルとかも楽しいし、色々な野菜畑や
果物畑を見るのも楽しいですよ？

食べ物・・・一番のオススメは‘みそまんじゅう’（焼きまんじゅう）です。ぜひ、店内で焼きたてを食べてみてください！
調宮神社の十二日町の焼きまんじゅうとは違います！）我が家でもみんな大好きな田舎の味！です。

私が小学生のころは関越自動車道も開通していなくて、「本当に田舎！」でしたが
今は随分変わりました。コンビニもあるし（昔はなかった！）マック、ミスド、ケンタ・・・
なんでもあってビックリ。

まだ夏休みの予定が決まっていない人、沼田に行ってみたくなった人、ぜひ行ってみて
ください。浦和から２時間ぐらいのところですが、自然がいっぱいで空気もきれい、
夜には星が近くに見えます。

沼田名物　みそまんじゅう沼田名物　みそまんじゅう沼田名物　みそまんじゅう沼田名物　みそまんじゅう

・・・方言編・・・・・・方言編・・・・・・方言編・・・・・・方言編・・・
　　　「のめしだね？」「のめしだね？」「のめしだね？」「のめしだね？」・・・面倒くさがりや、ものぐさだね？
　　　「へらが痛い！」「へらが痛い！」「へらが痛い！」「へらが痛い！」・・・舌（ベロ）が痛い
　　　　　自分では方言はない！と思って何気なく会話していて伝わりませんでした。皆さん、分かりました？

勝手に‘観光案内’で面白くなくてすみませんm(_ _)m・・・では次の人にバトンタッチ！

次は石田昭男さんです！　宜しくお願いします。次は石田昭男さんです！　宜しくお願いします。次は石田昭男さんです！　宜しくお願いします。次は石田昭男さんです！　宜しくお願いします。

木村先生が学生時代に修業した道場や大天狗のお面がある沼田市・・・
なんだか行ってみたくなりましたね～♪　焼きたての香ばしいみそまんじゅう（あんこは入ってない）も
美味しそうかも(*^_^*)
木村さん、沼田市観光案内、ありがとうございました。

というわけで、覆面座談会に続きまたまたご指名ですよ～(^o^)　いよっ人気者！

石田昭男さん！９月号よろしくお願いいたしま～す！！石田昭男さん！９月号よろしくお願いいたしま～す！！石田昭男さん！９月号よろしくお願いいたしま～す！！石田昭男さん！９月号よろしくお願いいたしま～す！！

7



　　　　おおおお　　　　知知知知　　　　らららら　　　　せせせせ

新入会員のご紹介新入会員のご紹介新入会員のご紹介新入会員のご紹介

先月号に引き続き、新入会員のご紹介ができる喜び♪(*^_^*)
小学生９名、成人２名が新しい駒剣の仲間です！
みんな、早く仲よくなれるようにいろいろ教えてあげてね！
新入会員の皆さん、ようこそ駒剣へ！これからどうぞよろしくお願い致します！

小２年　　　加藤加藤加藤加藤くんくんくんくん

小３年　　　清水清水清水清水くんくんくんくん

　

小２年　 　本田　 　本田　 　本田　 　本田くんくんくんくん

小５年　 　本田　 　本田　 　本田　 　本田さんさんさんさん

小５年 　吉田　吉田　吉田　吉田くんくんくんくん

成人　　清水さん　　清水さん　　清水さん　　清水さん

成人　　本田さん本田さん本田さん本田さん。

　

※　連絡網について・・・・新しい連絡網ができるまで、各自で追加記入をよろしくお願い致します※　連絡網について・・・・新しい連絡網ができるまで、各自で追加記入をよろしくお願い致します※　連絡網について・・・・新しい連絡網ができるまで、各自で追加記入をよろしくお願い致します※　連絡網について・・・・新しい連絡網ができるまで、各自で追加記入をよろしくお願い致します

よろしくおねがいします！

小学生　　　 小学生　　　 小学生　　　 小学生　　　 ６年生　１７人
　　　　　　　　 ５年生　１０人
　　　　　　　　 ４年生　　５人
　　　　　　　　 ３年生　　４人
　　　　　　　　 ２年生　　７人
　　　　　　　　 １年生　　１人

　　　　　　　　　４４人　　　　　　　　　４４人　　　　　　　　　４４人　　　　　　　　　４４人

成人成人成人成人　　　　女性　１０人
　　　　　　　男性　１７人

２７人２７人２７人２７人

というわけで、7月３１日現在

※　　残念ながら、金子大希君とお母さんの金子弘美さん、お父さんの金子哲生さんは７月で退会されました。
　　　　金子君、ママさんパパさん、今までありがとうございました。寂しくなっちゃうけど、どうぞお元気で！！

8



　
　　　２日（土）　　通常どおり　3:00～5:00
　　　７日（木）　　通常どおり　5:00～7:00
　　　９日（土）　　通常どおり　3:00～5:00
　　１４日（木）　　通常どおり　5:00～7:00
　　１６（土）～１８（月）　 駒剣夏合宿　湯沢中里スキー場　白熊旅館にて１６（土）～１８（月）　 駒剣夏合宿　湯沢中里スキー場　白熊旅館にて１６（土）～１８（月）　 駒剣夏合宿　湯沢中里スキー場　白熊旅館にて１６（土）～１８（月）　 駒剣夏合宿　湯沢中里スキー場　白熊旅館にて
　　　　　　　　　　　　　　　８：００　駒場体育館駐車場　集合　遅刻しないでね！！　　　　　　　　　　　　　　　８：００　駒場体育館駐車場　集合　遅刻しないでね！！　　　　　　　　　　　　　　　８：００　駒場体育館駐車場　集合　遅刻しないでね！！　　　　　　　　　　　　　　　８：００　駒場体育館駐車場　集合　遅刻しないでね！！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（目標：夏休みの宿題をなるべく終わらせて参加しよう！がんばれ！(*^_^*)）
　　２１日（木）　　通常どおり　5:00～7:00
　　２３日（土）　  通常どおり　3:00～5:00
　　２８日（木）　　通常どおり　5:00～7:00
　　３０日（土）　　通常どおり　3:00～5:00

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！　星野さん、よろしくお願いいたしま～す！

８月の予定８月の予定８月の予定８月の予定

　
　　　４日（木）　　通常どおり　5:00～7:00
　　　６日（土）　駒剣　前期昇級審査会　3:00～5:00　　年に２回の級審査です。６日（土）　駒剣　前期昇級審査会　3:00～5:00　　年に２回の級審査です。６日（土）　駒剣　前期昇級審査会　3:00～5:00　　年に２回の級審査です。６日（土）　駒剣　前期昇級審査会　3:00～5:00　　年に２回の級審査です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なるべくお休みしないようにしましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なるべくお休みしないようにしましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なるべくお休みしないようにしましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なるべくお休みしないようにしましょう。
　　１１日（木）　　通常どおり　5:00～7:00
　　１３日（土）　  通常どおり　3:00～5:00
　　１８日（木）　　通常どおり　5:00～7:00
　　２０日（土）　  通常どおり　3:00～5:00
　　２３日（火）　　さいたま市　市民体育大会剣道大会　　さいたま市記念総合体育館２３日（火）　　さいたま市　市民体育大会剣道大会　　さいたま市記念総合体育館２３日（火）　　さいたま市　市民体育大会剣道大会　　さいたま市記念総合体育館２３日（火）　　さいたま市　市民体育大会剣道大会　　さいたま市記念総合体育館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３年生以上　個人戦のみ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３年生以上　個人戦のみ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３年生以上　個人戦のみ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３年生以上　個人戦のみ）
　　２５日（木）　　通常どおり　5:00～7:00
　　２７日（土）　　体育館の都合によりお休みです２７日（土）　　体育館の都合によりお休みです２７日（土）　　体育館の都合によりお休みです２７日（土）　　体育館の都合によりお休みです

９月の予定９月の予定９月の予定９月の予定 級審査に大会！　　夏の稽古の成果を発揮するときだ～～～！！

稽古中に、
気持ち悪くなっちゃうよ(>_<)

もうすぐ　夏合宿♪もうすぐ　夏合宿♪もうすぐ　夏合宿♪もうすぐ　夏合宿♪
魚のつかみ取り プール

花火大会

スイカ割り○○杯争奪戦
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