
　

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

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めにゅのめにゅのめにゅのめにゅ～～～～

高校生の羽鳥先輩、千葉先輩、野口先輩が見に来てくださいました。

2008年９月２３日　さいたま市民剣道大会2008年９月２３日　さいたま市民剣道大会2008年９月２３日　さいたま市民剣道大会2008年９月２３日　さいたま市民剣道大会
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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

　朝晩がすっかり涼しくなりました。衣替えの前から上着が欲しいほどでした。
このあと、「秋晴れ」と言われる気持ちのよい青空が見たいものです。
稽古には絶好の季節、がんばりましょう！

　さて、９月はいろいろな行事がありました。ひとつは１３日の昇級審査会です。講評でも話しましたが、
合宿からまったく稽古の様子を見ていなかったこともあり、とてもみんなが上達していてびっくりしました。
遅く始めた高学年が多かったからか、かつてないほど飛び級が出ました。しかし、大盤振る舞いしたつも
りはありません。実力と努力に見合う級を与えたと思っています。低学年では、先を考え高い級にできな
かった子もいたわけです。全体的にレベルが上がり、正しい剣道ができています。これからさらに、もらっ
た級にふさわしい剣道ができるよう精進しましょう。

　翌１４日には、木村先生の講演会が行われました。教師を目指す大学生に向けた講演でしたが、我々
大人にとっても大変有意義なお話でした。ずっと体調を崩されていた先生が、学生の間を精力的に動き
回り、話しかけたり、笑わせたりと、お元気な姿が何よりうれしく感じられました。今回小・中学生はお話が
聞けませんでしたが、いつかそういう機会を持ちたいですね。また、「勝手に指名リレー」でもお判りの通
り、他の成人会員の先生方もタレント揃いですので、何か子どもたちに伝授（竹刀を交えて以外のところ
でも）してもらえることがたくさんあるように思われます。なかなか時間を生み出すのが難しいですが、よ
いアイデアがあれば教えてください。（私も時々、子どもたちに算数・数学の授業がしたくなります・・・大
丈夫、しませんから　(^_^;)

　２３日は、毎年恒例の市民剣道大会が行われました。３０人もの選手が、１０コートに分かれて試合をし
たので、駒剣士すべての試合を見ることはできませんでした。しかし、夏のがんばりが成果としてどう現
れるかを楽しみに、できる限りの試合をチェックしました。結果として小学生は３位入賞が７人。初めて入
賞を果たした子が多く、よくがんばったなぁと思います。逆に、入賞しておかしくない子（すべき子）が勝
てる試合を落としてしまったとも言えます。優勝する、あるいは決勝戦まで残るというもう一踏ん張りは、
今後の課題ですね。さらに、場外対策を直前の稽古でやったにもかかわらず、やはりいくつか不用意な
反則が見られました。これは、くっついてきて離れない相手に対して、間合いをとろうとして無理に引き
技を出したりした駒剣士の人の良さが災いした所でもありました。小学生の試合だと、なかなかつばぜり
合いの反則をとってもらえませんが、押される→無理に引く→打たれる　という悪い流れにしないために
も、試合のかけひきも少し教えないといけないかと思った次第です。でも、それが過ぎると試合のための
剣道になってしまい、駒剣の良さが失われます。なかなか難しいところです。中学生のOB・OGも活躍、
中牟田先輩、西先輩が優勝、本荘先輩が準優勝、松下先輩が３位になっていました。入賞まであと一
歩でしたが、稲森先輩がいい面を打っていました。先輩たちの成長した姿が見られるのも、さいたま市の
大会の楽しみのひとつです。

　１１月２３日（日）、鳩ヶ谷市秋季剣道大会の招待を受けました。今回の試合形式は、七人制の団体戦
が２チーム参加となります。前３人が小学校４年生以下、次２人が５，６年生、後ろ２人が中学生という布
陣です。高学年が多い駒剣にとっては、「もっと高学年の出場枠を・・・」と思ってしまいますが、相手の
都合もありますので仕方ありません。これからの稽古の様子を見て、選手を決めていきます。

　最後に・・・お知らせしたとおり、来週１１日（土）にさいたま新都心けやきひろばにおいて、剣道稽古披
露を行います。さいたま市民まつり「咲いたまつり2008」の中のひとつのイベントになるようです。屋外で
稽古をする、いろいろな人に剣道を見てもらう、貴重な経験になるはずです。日本の武道、そして浦和
駒場剣友会の剣道ここにありという姿を見せてきてください。恥ずかしがらず堂々と大きな声で！行きた
かったけど行けない人はごめんなさい。人数に制限があり、駒場での稽古と二手に分けました。残念な
がら私も仕事で参加できません。良い報告を待っています。
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9/4(木）　石井先生・木村（由）先生
・声が小さいと言われると大きな声が出せていたので、「声が小さい」「返事がないよ」と言われる前に声を出そう。
・少し涼しくなってきて、稽古も暑い頃に比べると楽になってきたかなと思います。
・真砂くんが時間を計ってくれて助かりました。

9/6（土）　山田先生
・約半年ぶりに病気でお休みされていた木村先生がいらしてくださいました。新入会員のために自己紹介と
　ごあいさつをいただきました。久しぶりに木村先生の大きな声が聞けて　とてもうれしかったです。

・来週の昇級審査に向けて、山田先生より基本打ちを中心とした丁寧なご指導がありました。
　着装をきちんとする。気合いの入った大きな声を出す・・・等のお話がありました。
　みなさん、来週の審査、日頃の稽古の成果を出して頑張ってください。
・神田君が今日から仲間入りしました。

9/11（木）　古澤先生・大本先生・尾島先生・杉山先生
　 ・明後日の級審査に向けて、切り返しや基本打ちなど、とても丁寧にご指導頂きました。

・杉山先生がいらしてくださり、吉田君を別メニューで指導してくださいました。
・級審査のお手本をしてくれた６年生、とてもステキでした！みんなもがんばろう！
・杉山先生のシベリアから帰ってきた９月に見た満月のお話、心にしみました～♪

9/13（土）　菅原先生・本荘先生・木村先生・尾島先生
・年に２回の昇級審査会のため、多くのご父兄が見学に来てくださいました。
　初めての審査会で緊張した人もいたかと思いますが、一人一人、真剣に取り組んでいました。
・菅原先生より・・・剣道の所作・礼儀・返事を大切に！！休まず稽古に取り組む姿勢。
・木村先生より・・・自分だけでなく、みんなで上手になってる駒剣を忘れないで！！
　　どちらも心に残るお話でした。ありがとうございました。

9/18（木）　尾島先生
・試合に向けて、いろいろな応じ技のご指導をいただきました。
・久しぶりのお当番で、この場に来ると背筋がぴんと伸びるような気がします。
　日頃、いかに自分の姿勢が悪いかがよ～くわかります・・・！！（反省）
・今日、先生に教えて頂いたことを忘れず、試合では力一杯頑張ってほしいと思います。　前へ、前へ！！

9/20（土）　菅原先生・本荘先生・木村先生・尾島先生
・ロータリークラブからのお客様が３名お見えになりました。10月11日（土）PM１～３時に
　新都心のけやき広場にて稽古披露があると連絡がありました。
・コートラインを引いて、試合に向けて反則のこと、場外にならないための練習等、
　色々と想定して対応できるような練習をしました。

9/25（木）　尾島先生
・尾島先生・・・・「今日は良く声が出ています。特にキャプテンの田上（くん）の声がよく出ています。」
・大会後の初稽古のせいか、気持も新たに声をしっかりと出して稽古に取り組んでいる様子がよくわかりました。
　週末に運動会を控えている子も多いと思いますが、運動会でも　気合いを入れてがんばってください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪木村先生ごあいさつ大意≫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪木村先生ごあいさつ大意≫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪木村先生ごあいさつ大意≫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪木村先生ごあいさつ大意≫
　　　　「皆さん、こんにちは！！皆さん、こんにちは！！皆さん、こんにちは！！皆さん、こんにちは！！　この半年の間に入会された小学生や成人の方には、はじめてお会いします。
　　　改めて自己紹介させていただきます。木村裕之と申します。　私は病気になり入院したりして、半年の間
　　　駒剣の稽古に参加できませんでした。ご迷惑をおかけしました。
　　　療養中、みなさんからのたくさんのはげましの言葉をいただき、大変有り難く思いました。
　　　　今日、やっと久しぶりにこうして道場を訪れることができました。
　　　この場の空気、みんなの大きな声、元気な姿に感動しています。半年でみんながこんなに逞しく、
　　　こんなに大きくなって、こんなに上達するものなのかとビックリしています。大変な勇気をもらいました。
　　　剣道の稽古をするにはまだ少し体力がなく、体重も１０キロぐらい減ってしまいましたので、これから徐々に
　　　もっと回復して、早く皆さんと稽古ができるようになりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。」

お当番さん、ありがとうございました。m(_ _)m

８月のお当番さんノートの感想より８月のお当番さんノートの感想より８月のお当番さんノートの感想より８月のお当番さんノートの感想より
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さいたまさいたまさいたまさいたま市民剣道大会市民剣道大会市民剣道大会市民剣道大会　　　　試合結果試合結果試合結果試合結果

野口君野口君野口君野口君
　　　　　　－　メメ　　後藤（三室）　　　　声が出ていて良かった。最初の小手も惜しかった。後半声が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小さくなってしまった。次は最後まで声を出していこう。

　　「くやしかった。こんどは勝ちたいです。もっと練習をがんばります。」「くやしかった。こんどは勝ちたいです。もっと練習をがんばります。」「くやしかった。こんどは勝ちたいです。もっと練習をがんばります。」「くやしかった。こんどは勝ちたいです。もっと練習をがんばります。」

中牟田さん中牟田さん中牟田さん中牟田さん
　　　　　　　　　　　　　　　　メメ　－メ　　藍原（西浦和）　　　最初、面をとられヒヤッとしたが、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その後はいつもの調子でよい面でした。
　　　　　ドド　－　　　菊地（東大宮）
　　　　　　ド　－メメ　佐藤（一心館）　　　大きな相手に堂々とぶつかっていました。

　　「いつものし合では１回せんまけでとてもくやしい気持ちでした。けれど、今回のし合では「いつものし合では１回せんまけでとてもくやしい気持ちでした。けれど、今回のし合では「いつものし合では１回せんまけでとてもくやしい気持ちでした。けれど、今回のし合では「いつものし合では１回せんまけでとてもくやしい気持ちでした。けれど、今回のし合では
　　　３位といういい結果でした。これからもいい結果が出せるようにがんばりたいです。」　　　３位といういい結果でした。これからもいい結果が出せるようにがんばりたいです。」　　　３位といういい結果でした。これからもいい結果が出せるようにがんばりたいです。」　　　３位といういい結果でした。これからもいい結果が出せるようにがんばりたいです。」

渡辺（周）君渡辺（周）君渡辺（周）君渡辺（周）君
　　　　　　　　 　コメ　－　　 霜鳥（西浦和）　　　気合い、実力ともに上でした。
　　　　　 メ　－　　 鈴木（大宮武蔵）　　タイミングを合わせた面、良く決まりました。
　　　　 判定－　 　熊谷（一心館）　　　 力で押す相手をうまくかわして攻めていました。
　　　　 　　　－コ　 関根（東大宮）　　　 延長。互角の勝負でした。惜しい！

　　「４試合目は負けちゃったけど３位になれてうれしかったです。」　「４試合目は負けちゃったけど３位になれてうれしかったです。」　「４試合目は負けちゃったけど３位になれてうれしかったです。」　「４試合目は負けちゃったけど３位になれてうれしかったです。」

本荘君本荘君本荘君本荘君
　　　　　　　－　反　　小松（大宮武蔵）　場外２回で１本とられた。惜しい引き胴が決まれば・・・

　　　「１回せんでイノシシみたいな人におされて負けました。つぎ、がんばりたいです。」「１回せんでイノシシみたいな人におされて負けました。つぎ、がんばりたいです。」「１回せんでイノシシみたいな人におされて負けました。つぎ、がんばりたいです。」「１回せんでイノシシみたいな人におされて負けました。つぎ、がんばりたいです。」

松本君松本君松本君松本君
　　　　　メメ－  　　　　鈴木（大宮中央）　出ばなの面がキレイに決まった。あと声が出れば完璧。
　　　　　メ　－      　　水澤（大宮武蔵）　終始積極的に打ち込んだ。
　　　　　　　－コメ　　椎野（中尾剣）　　攻めていったがそこを相手はカウンターのコテ。　残念！

　　「３かいせんでゆうしょうした子とあたりました。負けてくやしかったです。つぎの大会は　「３かいせんでゆうしょうした子とあたりました。負けてくやしかったです。つぎの大会は　「３かいせんでゆうしょうした子とあたりました。負けてくやしかったです。つぎの大会は　「３かいせんでゆうしょうした子とあたりました。負けてくやしかったです。つぎの大会は
　　　ゆうしょうしたいです。」　　　ゆうしょうしたいです。」　　　ゆうしょうしたいです。」　　　ゆうしょうしたいです。」

森君森君森君森君
　　　　メ　－　　　　　越智（大宮東）　　声がよく出ていた。あともう一本とれるチャンスがあったが残念。
　　　メメ　－　　　　　石塚（三室）　　　　一瞬にして決まった。
　　　　　　－メメ　　　安村（新田）　　　　声がよく出て攻めたが・・・　残念！

　　「前の大会と同じ人に負けたからくやしいです。こんどは勝ちたいです。」　　「前の大会と同じ人に負けたからくやしいです。こんどは勝ちたいです。」　　「前の大会と同じ人に負けたからくやしいです。こんどは勝ちたいです。」　　「前の大会と同じ人に負けたからくやしいです。こんどは勝ちたいです。」

３位入賞
おめでとう！

３位入賞
おめでとう！

　４年生　４年生　４年生　４年生

　３年生　３年生　３年生　３年生

試合結果とコメント、選手や応援の人の感想です。
ご協力くださった成人会員さんや保護者のみなさん、
選手と応援のみなさん、ありがとうございましたm(_ _)m
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山崎君山崎君山崎君山崎君
　　　　　－　判定　山中（忠誠館）　　声も出てよく攻めていた。延長終了少し前に場外で判定負け。おしい！

　　「今日はあまり動けず、相手のペースでした。最初に声を出しすぎて、後半はつかれてしまって　　「今日はあまり動けず、相手のペースでした。最初に声を出しすぎて、後半はつかれてしまって　　「今日はあまり動けず、相手のペースでした。最初に声を出しすぎて、後半はつかれてしまって　　「今日はあまり動けず、相手のペースでした。最初に声を出しすぎて、後半はつかれてしまって
　　　あまり打てなかったので、判定負けでした。もっとけいこけい古にはげみたいと思います。」　　　あまり打てなかったので、判定負けでした。もっとけいこけい古にはげみたいと思います。」　　　あまり打てなかったので、判定負けでした。もっとけいこけい古にはげみたいと思います。」　　　あまり打てなかったので、判定負けでした。もっとけいこけい古にはげみたいと思います。」

高橋君高橋君高橋君高橋君
　　　　　－メメ　　大友（天空）　　　惜しい面は何本かあったが、少し思い切りが欲しい。

　　「今日の大会では１回戦目で負けてしまったので、次？ないかもしれないけど、がんばりたいです。」「今日の大会では１回戦目で負けてしまったので、次？ないかもしれないけど、がんばりたいです。」「今日の大会では１回戦目で負けてしまったので、次？ないかもしれないけど、がんばりたいです。」「今日の大会では１回戦目で負けてしまったので、次？ないかもしれないけど、がんばりたいです。」
　　　　
真砂君真砂君真砂君真砂君
　　　　　ココ　－　メ　　　瀧澤（大宮中央）　　出コテが決まっていた。
　　メメ　　－　　　　 榊　（西浦和）　　　　きれいな面でした。
　　メメ　　－　　　　大豆生田（槻の森）　常に攻めの姿勢でした。
　　　　　　－メメ　　樺沢（天馬）　　　　　 手強い相手でした。

　　「じゅんちょうに勝っていたが、準決勝でコテンパンにやられてしまった。次の市民戦でリベンジ　「じゅんちょうに勝っていたが、準決勝でコテンパンにやられてしまった。次の市民戦でリベンジ　「じゅんちょうに勝っていたが、準決勝でコテンパンにやられてしまった。次の市民戦でリベンジ　「じゅんちょうに勝っていたが、準決勝でコテンパンにやられてしまった。次の市民戦でリベンジ
　　　しようと思っている。」　　　しようと思っている。」　　　しようと思っている。」　　　しようと思っている。」

平田君平田君平田君平田君
　　　　　不戦　－　　　加藤（大宮別所）
　　　　　 　－メメ　野村（新田）　　　よく攻めていた。

　　「１試合目は勝って、２試合目は負けてしまったけれど、　「１試合目は勝って、２試合目は負けてしまったけれど、　「１試合目は勝って、２試合目は負けてしまったけれど、　「１試合目は勝って、２試合目は負けてしまったけれど、
　　　力をはっきできてよかったです。来年も出られたら勝ちたいです。」　　　力をはっきできてよかったです。来年も出られたら勝ちたいです。」　　　力をはっきできてよかったです。来年も出られたら勝ちたいです。」　　　力をはっきできてよかったです。来年も出られたら勝ちたいです。」

有田君有田君有田君有田君
　　　　　　　　　不戦　－　　　古川（忠誠館）
　　 　判定　－　　　高橋（三室）　　　積極的に攻めているが、近い間合いでの打突が多い。
　　    メメ　　－　　　高橋（埼玉田島）身長差があったが、相面で打ち勝った。二本目は引き面をうまく決めた。
　　　　 　　　－コ　　徳山（新田）　　　小手をとられた。竹刀でよけたところが空いてしまった。

　　「ぼくは一回戦目は不戦勝で、二回戦目は判定勝ちで、三回戦目は　「ぼくは一回戦目は不戦勝で、二回戦目は判定勝ちで、三回戦目は　「ぼくは一回戦目は不戦勝で、二回戦目は判定勝ちで、三回戦目は　「ぼくは一回戦目は不戦勝で、二回戦目は判定勝ちで、三回戦目は
　　２本勝ちで、四回戦目はまけでした。二回戦目の試合は相手がおしてきて　　２本勝ちで、四回戦目はまけでした。二回戦目の試合は相手がおしてきて　　２本勝ちで、四回戦目はまけでした。二回戦目の試合は相手がおしてきて　　２本勝ちで、四回戦目はまけでした。二回戦目の試合は相手がおしてきて
　　やりずらかったけど、はんていで勝ちました。三回戦目はかえし面で２本勝ちを　　やりずらかったけど、はんていで勝ちました。三回戦目はかえし面で２本勝ちを　　やりずらかったけど、はんていで勝ちました。三回戦目はかえし面で２本勝ちを　　やりずらかったけど、はんていで勝ちました。三回戦目はかえし面で２本勝ちを
　　しました。うれしかったです。四回戦目は相手が面をうとうと見せかけて、　　しました。うれしかったです。四回戦目は相手が面をうとうと見せかけて、　　しました。うれしかったです。四回戦目は相手が面をうとうと見せかけて、　　しました。うれしかったです。四回戦目は相手が面をうとうと見せかけて、
　　よけたらこてをうたれました。くやしかったけど三位になれてよかったです。」　　よけたらこてをうたれました。くやしかったけど三位になれてよかったです。」　　よけたらこてをうたれました。くやしかったけど三位になれてよかったです。」　　よけたらこてをうたれました。くやしかったけど三位になれてよかったです。」

木村君木村君木村君木村君
　　　メメ　－　　　　　松井（大宮中央）　いつもどおり元気な面でした。
　　　　　　－メ　　　　赤萩（天馬）　　　　元気よく攻めていたが残念！

　　「今年は二回戦目で負けてしまいました。来年は三位以内に入りたいです。」「今年は二回戦目で負けてしまいました。来年は三位以内に入りたいです。」「今年は二回戦目で負けてしまいました。来年は三位以内に入りたいです。」「今年は二回戦目で負けてしまいました。来年は三位以内に入りたいです。」
　
有賀君有賀君有賀君有賀君
　　　　　　　　　メ　－メメ　　　今村（天馬）　　　技を使いましょう。
　
　　「今年は１回戦目はシードで二回戦目で天馬の今村君と当たって負けました。だけど今村君から　　「今年は１回戦目はシードで二回戦目で天馬の今村君と当たって負けました。だけど今村君から　　「今年は１回戦目はシードで二回戦目で天馬の今村君と当たって負けました。だけど今村君から　　「今年は１回戦目はシードで二回戦目で天馬の今村君と当たって負けました。だけど今村君から
　　　一本面をとりました。今回の反省を生かし、次につなげていきたいです。」　　　一本面をとりました。今回の反省を生かし、次につなげていきたいです。」　　　一本面をとりました。今回の反省を生かし、次につなげていきたいです。」　　　一本面をとりました。今回の反省を生かし、次につなげていきたいです。」

３位入賞
おめでとう！

３位入賞
おめでとう！

　５年生　５年生　５年生　５年生
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平島さん平島さん平島さん平島さん
　　　　　メ　判定　－　反　　佐藤（大宮中央）　場外反則はもったいない。よく攻めていた。
　　　 　　　    －　メメ　　米内（天馬）　　　　近間からの打ちと左かつぎを直せばいつもの真っ直ぐな面が
                                         　　　　　　　　　 決まると思う。
　
　　　「今日、私は初の大きな試合に出ました。一回戦目は二回場外反則をしてしまいました。　「今日、私は初の大きな試合に出ました。一回戦目は二回場外反則をしてしまいました。　「今日、私は初の大きな試合に出ました。一回戦目は二回場外反則をしてしまいました。　「今日、私は初の大きな試合に出ました。一回戦目は二回場外反則をしてしまいました。
　　　ですが、一本取りました。そして判定で勝ちました。二回戦目は去年準優勝だった人とあたり　　　ですが、一本取りました。そして判定で勝ちました。二回戦目は去年準優勝だった人とあたり　　　ですが、一本取りました。そして判定で勝ちました。二回戦目は去年準優勝だった人とあたり　　　ですが、一本取りました。そして判定で勝ちました。二回戦目は去年準優勝だった人とあたり
　　　負けてしまいました。ですが、自分にとってはいい結果が残せてよかったです。これからは　　　負けてしまいました。ですが、自分にとってはいい結果が残せてよかったです。これからは　　　負けてしまいました。ですが、自分にとってはいい結果が残せてよかったです。これからは　　　負けてしまいました。ですが、自分にとってはいい結果が残せてよかったです。これからは
　　　いろいろな人と試合をし、強くなりたいです。」　　　いろいろな人と試合をし、強くなりたいです。」　　　いろいろな人と試合をし、強くなりたいです。」　　　いろいろな人と試合をし、強くなりたいです。」

中嶋君中嶋君中嶋君中嶋君
　　　　　　　　　　　－　メメ　佐々木（輝誠）　　　大きな相手だが積極的に攻めていた。

　　　「今日の試合は負けたけど、他の人の試合を見て勉強になった。次は勝てるようにしたい。」　「今日の試合は負けたけど、他の人の試合を見て勉強になった。次は勝てるようにしたい。」　「今日の試合は負けたけど、他の人の試合を見て勉強になった。次は勝てるようにしたい。」　「今日の試合は負けたけど、他の人の試合を見て勉強になった。次は勝てるようにしたい。」
　
田中君田中君田中君田中君
　　メコ　－　　　宮崎（大宮別所）　　攻撃のリズムが早くてよかった。
　　 メメ　－　　　真栄城（天空）　　　落ちついて相手を見られている。
　　判定 －　　　蔭井（豊武館）　　　最初の相面が惜しかった。
　　　　　 －　ド　宮本（一心館）　　　すばやい相手だったが、よく動きについていった。

　　　「今回３位でしたが、初めて入賞できたのでよかったです。一、二回戦は、自分のペースを「今回３位でしたが、初めて入賞できたのでよかったです。一、二回戦は、自分のペースを「今回３位でしたが、初めて入賞できたのでよかったです。一、二回戦は、自分のペースを「今回３位でしたが、初めて入賞できたのでよかったです。一、二回戦は、自分のペースを
　　　つかみ勝てたのですが、三回戦は押すばかりでやりにくい相手だった。」　　　つかみ勝てたのですが、三回戦は押すばかりでやりにくい相手だった。」　　　つかみ勝てたのですが、三回戦は押すばかりでやりにくい相手だった。」　　　つかみ勝てたのですが、三回戦は押すばかりでやりにくい相手だった。」

　
　
稲森さん稲森さん稲森さん稲森さん
　　メメ　－　　　和田（大宮武蔵）　　真っすぐいい形で面が決まっていた。
　　　　　－　反　吉沢（一心館）　　　場外反則２回。打たれて負けるより悔しい負け。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いい勉強にして欲しい。

　　　「今日は２回戦で負けてしまい、しかも反則２回してしまいバカだと思いました。次はコートで　「今日は２回戦で負けてしまい、しかも反則２回してしまいバカだと思いました。次はコートで　「今日は２回戦で負けてしまい、しかも反則２回してしまいバカだと思いました。次はコートで　「今日は２回戦で負けてしまい、しかも反則２回してしまいバカだと思いました。次はコートで
　　　　場外にならないように気をつけて試合をしたいです。」　　　　場外にならないように気をつけて試合をしたいです。」　　　　場外にならないように気をつけて試合をしたいです。」　　　　場外にならないように気をつけて試合をしたいです。」

渡辺（か）さん渡辺（か）さん渡辺（か）さん渡辺（か）さん
　　　　　ドコ　－　　　　南雲（内野本郷）　　身長差があったが、きれいに抜き胴と出小手。
　　 ド　　－　メメ　小林（本郷）　　　　　きれいに抜き胴を決めるも相手のリーチが長かった。大いに惜しい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　何本か入っていた？

　　「今日の大会は二回戦まで行きました。一回戦目は胴と小手を決めて二本勝ちしました。　「今日の大会は二回戦まで行きました。一回戦目は胴と小手を決めて二本勝ちしました。　「今日の大会は二回戦まで行きました。一回戦目は胴と小手を決めて二本勝ちしました。　「今日の大会は二回戦まで行きました。一回戦目は胴と小手を決めて二本勝ちしました。
　　二回戦目は胴を決めて、延長戦で面をとられて負けてしまいました。相手は大きくて面を　　二回戦目は胴を決めて、延長戦で面をとられて負けてしまいました。相手は大きくて面を　　二回戦目は胴を決めて、延長戦で面をとられて負けてしまいました。相手は大きくて面を　　二回戦目は胴を決めて、延長戦で面をとられて負けてしまいました。相手は大きくて面を
　　打っても面がねにしかあたらなかったので、これからは大きい人にも面があたるように　　打っても面がねにしかあたらなかったので、これからは大きい人にも面があたるように　　打っても面がねにしかあたらなかったので、これからは大きい人にも面があたるように　　打っても面がねにしかあたらなかったので、これからは大きい人にも面があたるように
　　がんばりたいです。」　　がんばりたいです。」　　がんばりたいです。」　　がんばりたいです。」

石田君石田君石田君石田君
　　メ　　－　　　　　　高柳（本郷）　　　　タイミングのいい面が決まった。
　　　　　－　判定　　渋谷（忠誠館）　　無駄打ちが多く最後まで体力が続かなかった。

　　「相手のペースで試合が進み、判定負けしてしまった。　「相手のペースで試合が進み、判定負けしてしまった。　「相手のペースで試合が進み、判定負けしてしまった。　「相手のペースで試合が進み、判定負けしてしまった。
　　すきを打ち切れていなかったので次からはすきをのがさず打ちたい。」　　すきを打ち切れていなかったので次からはすきをのがさず打ちたい。」　　すきを打ち切れていなかったので次からはすきをのがさず打ちたい。」　　すきを打ち切れていなかったので次からはすきをのがさず打ちたい。」

３位入賞
おめでとう！

　６年生　６年生　６年生　６年生
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　細谷君　細谷君　細谷君　細谷君
　　　　　　　　　 メ　　－　　　　　山岸（中少剣）　　　相面打ち勝った。でも間合いが近い～。
　　　　　　　－判定　　井上（輝誠会）　　　第一試合同様近間からの打ちが多い。判定負け、惜しい。

　　「ぼくは三回戦まで進みました。三回戦で判定負けしてしまいました。どういう時にどういうことを　「ぼくは三回戦まで進みました。三回戦で判定負けしてしまいました。どういう時にどういうことを　「ぼくは三回戦まで進みました。三回戦で判定負けしてしまいました。どういう時にどういうことを　「ぼくは三回戦まで進みました。三回戦で判定負けしてしまいました。どういう時にどういうことを
　　すればいいのかよく考えてやりたいです。」　　すればいいのかよく考えてやりたいです。」　　すればいいのかよく考えてやりたいです。」　　すればいいのかよく考えてやりたいです。」

松浦君松浦君松浦君松浦君
　 　 　 　 　　　　－　メメ　　早川（忠誠館）　　とてもいい面を打っていたが相手の面が早かった。

　　「今回の大会では、一回戦で負けてしまいました。これからもっと稽古に励んで次の大会で　「今回の大会では、一回戦で負けてしまいました。これからもっと稽古に励んで次の大会で　「今回の大会では、一回戦で負けてしまいました。これからもっと稽古に励んで次の大会で　「今回の大会では、一回戦で負けてしまいました。これからもっと稽古に励んで次の大会で
　　勝ちたいです。」　　勝ちたいです。」　　勝ちたいです。」　　勝ちたいです。」

本多君本多君本多君本多君
　　　　　　　　－　メ　　小森谷（一心会）　　堂々と声も出ていたが・・・。試合に慣れればもっと勝てる。

　　「はじめての大会で、一回戦で負けてしまいました。だけど、負けたことをバネに次に向けて「はじめての大会で、一回戦で負けてしまいました。だけど、負けたことをバネに次に向けて「はじめての大会で、一回戦で負けてしまいました。だけど、負けたことをバネに次に向けて「はじめての大会で、一回戦で負けてしまいました。だけど、負けたことをバネに次に向けて
　　がんばります。」　　がんばります。」　　がんばります。」　　がんばります。」

野口（慶）君野口（慶）君野口（慶）君野口（慶）君
　　メ　　－　　　岩佐（槻の森）　　声も出ている。相手の振り返り際に面。惜しい面が何本かあった
　　メ　　－　　　下堀（領家）　　　一試合目と同じ相手の振り返り際の面。
　　　　　－メメ　川名（一心館）　いい打ちだったが、相手の面が早かった。惜しい。でもがんばった。

　　　「ぼくは初めての大会で二回戦まで勝ったけど、三回戦目で面を二本とられて負けました。　「ぼくは初めての大会で二回戦まで勝ったけど、三回戦目で面を二本とられて負けました。　「ぼくは初めての大会で二回戦まで勝ったけど、三回戦目で面を二本とられて負けました。　「ぼくは初めての大会で二回戦まで勝ったけど、三回戦目で面を二本とられて負けました。
　　　　くやしかったです。」　　　　くやしかったです。」　　　　くやしかったです。」　　　　くやしかったです。」

神嵜さん神嵜さん神嵜さん神嵜さん
　　　　　不戦　－　　　　斉藤（大宮別所）
　　 　　　　－判定　宮﨑（天馬）　　　　　場外１回。よく攻めている。いい面あったが上がらない。２本惜しい！
　
　　「一回戦目は不戦勝で勝ててよかったです。二回戦目は天馬の宮﨑さんとやって判定負けして「一回戦目は不戦勝で勝ててよかったです。二回戦目は天馬の宮﨑さんとやって判定負けして「一回戦目は不戦勝で勝ててよかったです。二回戦目は天馬の宮﨑さんとやって判定負けして「一回戦目は不戦勝で勝ててよかったです。二回戦目は天馬の宮﨑さんとやって判定負けして
　　　しまいました。でも自分の力を出せたのでよかったです。」　　　しまいました。でも自分の力を出せたのでよかったです。」　　　しまいました。でも自分の力を出せたのでよかったです。」　　　しまいました。でも自分の力を出せたのでよかったです。」

千葉さん千葉さん千葉さん千葉さん
　　　　　　　　　　　　　　－　メ　　石渡（大宮武蔵）　　試合の流れが悪く調子を崩したか？もう少し力強さが欲しい。

　　「相手がくっつきすぎて面が打てなかった。これからは気をつけたい。」　「相手がくっつきすぎて面が打てなかった。これからは気をつけたい。」　「相手がくっつきすぎて面が打てなかった。これからは気をつけたい。」　「相手がくっつきすぎて面が打てなかった。これからは気をつけたい。」

小林君小林君小林君小林君
　 ド　判定　－　メ　　小山（槻の森）　　声が小さい。引き胴一本惜しかった。
 　ドコ　　　　－　　　　粕谷（領家）　　　相手をよく見て打っている。
 　ド　　　　　－　　　　北岡（埼玉田島）　無駄打ちがなく抜き胴を確実に決めた。
　 　　　　　　－コメ　　内田（天馬）　　　　試合の流れをつかむ前に終わった感じであった。

　　「今日の試合で初めて入賞できたのでよかったです。一、二回戦は自分から打てたので「今日の試合で初めて入賞できたのでよかったです。一、二回戦は自分から打てたので「今日の試合で初めて入賞できたのでよかったです。一、二回戦は自分から打てたので「今日の試合で初めて入賞できたのでよかったです。一、二回戦は自分から打てたので
　　よかった。三回戦目はギリギリ胴が入ったのでよかったです。四回戦目の天馬の内田君と　　よかった。三回戦目はギリギリ胴が入ったのでよかったです。四回戦目の天馬の内田君と　　よかった。三回戦目はギリギリ胴が入ったのでよかったです。四回戦目の天馬の内田君と　　よかった。三回戦目はギリギリ胴が入ったのでよかったです。四回戦目の天馬の内田君と
　　戦って負けてしまいました。精一杯の力を出せたのでよかったです。」　　戦って負けてしまいました。精一杯の力を出せたのでよかったです。」　　戦って負けてしまいました。精一杯の力を出せたのでよかったです。」　　戦って負けてしまいました。精一杯の力を出せたのでよかったです。」

３位入賞
おめでとう！
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椙田君椙田君椙田君椙田君
　　　　　　　　－メメ　　前沢（新田）　　よく動いてがんばっていました。一本決めたかったね。

　　　「自分からは打ったけど相手のほうが速くて負けた。相手の面が二本とも決まって、負けて　「自分からは打ったけど相手のほうが速くて負けた。相手の面が二本とも決まって、負けて　「自分からは打ったけど相手のほうが速くて負けた。相手の面が二本とも決まって、負けて　「自分からは打ったけど相手のほうが速くて負けた。相手の面が二本とも決まって、負けて
　　　くやしいです。声を完全に出し切っていなかったし、つばぜり合いが多く相手のペースで　　　くやしいです。声を完全に出し切っていなかったし、つばぜり合いが多く相手のペースで　　　くやしいです。声を完全に出し切っていなかったし、つばぜり合いが多く相手のペースで　　　くやしいです。声を完全に出し切っていなかったし、つばぜり合いが多く相手のペースで
　　　進んでしまいくやしかったです。もっと稽古して強くなりたいです。」　　　進んでしまいくやしかったです。もっと稽古して強くなりたいです。」　　　進んでしまいくやしかったです。もっと稽古して強くなりたいです。」　　　進んでしまいくやしかったです。もっと稽古して強くなりたいです。」

松尾君松尾君松尾君松尾君
　　　　　メメ　－　メ　金子（秋本）　　一本取られてヒヤッとしたがいつもの面が出て◎
　　 メメ　－　　　加藤（領家）　　スッキリといい勝ち！
　　 メ　　－コメ　稲林（三室）　　延長の末面決められ惜しい！

　　　「面を打つ時に横によけるといわれたので、それを直したいです。」「面を打つ時に横によけるといわれたので、それを直したいです。」「面を打つ時に横によけるといわれたので、それを直したいです。」「面を打つ時に横によけるといわれたので、それを直したいです。」

田上君田上君田上君田上君
　　　　　メメ　－　　　　中村（中少剣）　相手をよく見て無駄なく動いていた。
　　コ　　－コメ　　白石（一心館）　まず面を決め、このままかと思ったが残念！

　　「今回の大会では朝からあまり体が動かず、思いとおりの試合ができませんでした。　「今回の大会では朝からあまり体が動かず、思いとおりの試合ができませんでした。　「今回の大会では朝からあまり体が動かず、思いとおりの試合ができませんでした。　「今回の大会では朝からあまり体が動かず、思いとおりの試合ができませんでした。
　　１１月の大会では優勝できるようにがんばります。」　　１１月の大会では優勝できるようにがんばります。」　　１１月の大会では優勝できるようにがんばります。」　　１１月の大会では優勝できるようにがんばります。」

加藤君加藤君加藤君加藤君
　　　　　メメ　－　　　　武捨（大宮中央）　　真っすぐで元気な面。
　  メメ　－　　　　海老原（一心会）　　きれいな面でスピード勝ち。
　 反  　－　　　　角谷（輝誠）　　　　　お互いなかなか決まらず、相手の場外で勝ち。
　 　　　 －　メド　白石（一心館）　　　　面を次々出すも決まらず。最後にきれいな胴をもらう。

　　「剣道大会での自分のミスが表に出ていたのが３回戦目と４回戦目でした。　「剣道大会での自分のミスが表に出ていたのが３回戦目と４回戦目でした。　「剣道大会での自分のミスが表に出ていたのが３回戦目と４回戦目でした。　「剣道大会での自分のミスが表に出ていたのが３回戦目と４回戦目でした。
　　３回戦目から打った後の残心に入るは前に動きが止まってしまったりして　　３回戦目から打った後の残心に入るは前に動きが止まってしまったりして　　３回戦目から打った後の残心に入るは前に動きが止まってしまったりして　　３回戦目から打った後の残心に入るは前に動きが止まってしまったりして
　　しまいました。３回戦目は、相手の反則２回でとった１本を守って４回戦目へ　　しまいました。３回戦目は、相手の反則２回でとった１本を守って４回戦目へ　　しまいました。３回戦目は、相手の反則２回でとった１本を守って４回戦目へ　　しまいました。３回戦目は、相手の反則２回でとった１本を守って４回戦目へ
　　出場を決めました。４回戦目は負けてしまい、決勝へ進めなくて残念です。　　出場を決めました。４回戦目は負けてしまい、決勝へ進めなくて残念です。　　出場を決めました。４回戦目は負けてしまい、決勝へ進めなくて残念です。　　出場を決めました。４回戦目は負けてしまい、決勝へ進めなくて残念です。
　　でも、３位に入れてとてもうれしいです。点数で例えると９０点です。」　　でも、３位に入れてとてもうれしいです。点数で例えると９０点です。」　　でも、３位に入れてとてもうれしいです。点数で例えると９０点です。」　　でも、３位に入れてとてもうれしいです。点数で例えると９０点です。」

応援団代表　５年生吉田くん応援団代表　５年生吉田くん応援団代表　５年生吉田くん応援団代表　５年生吉田くん
　　　　
　　「ぼくは、剣道の試合を初めて見ました。試合場に立っている人たちはすごいと思いました。　　「ぼくは、剣道の試合を初めて見ました。試合場に立っている人たちはすごいと思いました。　　「ぼくは、剣道の試合を初めて見ました。試合場に立っている人たちはすごいと思いました。　　「ぼくは、剣道の試合を初めて見ました。試合場に立っている人たちはすごいと思いました。
　　　なぜなら、ぶんいきがすごくて、ぼくならきんちょうしてしまうからです。　　　なぜなら、ぶんいきがすごくて、ぼくならきんちょうしてしまうからです。　　　なぜなら、ぶんいきがすごくて、ぼくならきんちょうしてしまうからです。　　　なぜなら、ぶんいきがすごくて、ぼくならきんちょうしてしまうからです。
　　　いつか、ぼくもあの場所に立って、試合をしたいです。」　　　いつか、ぼくもあの場所に立って、試合をしたいです。」　　　いつか、ぼくもあの場所に立って、試合をしたいです。」　　　いつか、ぼくもあの場所に立って、試合をしたいです。」

３位入賞
おめでとう！

選手３０名に応援、審判員、お手伝いなど加え、総勢１００名以上で参加した大会でした。（すごっ(・o・)）
３位入賞が７人というのもすごい！！おめでとう！！惜しくも負けてしまった選手も、きちんと自分の剣道を振り返って
「くやしい！これからもっと稽古をがんばりたいです！」などとすぐに前向きになっていて、えらスゴイ（偉くて凄い）！
そして今回は試合の記録やコメントの一部を後援部のお母さんたちが書いてくださったのもスゴイ！！
加えて、数日後には沢山の写真がホームページにアップされているのも・・・凄～い。
いやはや、何だかものすごい大会でしたね～～(*^_^*)　みなさまお疲れ様でした(^^)/
ご指導くださった先生方、お手伝いしたり応援してくださった成人会員さんたち、役員のみなさん、後援部の方々、
皆さん本当にありがとうございましたm(_ _)m
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　8月に中国の北京市でｵﾘﾝﾋﾟｯｸが終わった後に直ぐにパラリンピックがありました。
『パラリンピック』と言うのは正式には『国際身体障害者スポーツ大会』と言います。
パラリンピックは2004年のｱﾃﾈ大会から、ｵﾘﾝﾋﾟｯｸが終わったあとにその同じ場所で開催されています。
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸと関係ありませんが、『身体障害者のｵﾘﾝﾋﾟｯｸ』と言われいて、もともとは、戦争で怪我をした
兵隊さんのリハビリのために「手術よりｽﾎﾟｰﾂをさせてあげよう！」という事が始まりだったそうです。

ところで、『一眼、二足、三胆、四力』と言う言葉を知ってますか？『一眼、二足、三胆、四力』と言う言葉を知ってますか？『一眼、二足、三胆、四力』と言う言葉を知ってますか？『一眼、二足、三胆、四力』と言う言葉を知ってますか？
聞いた事がある人もいると思いますが『いちがん、にそく、さんたん、しりき』と読み、人間が生きていく上で
身体上の必要な順番を表したものです。
一番大切なのは『眼』、2番目が『足』、三番目がチョッと難しいけど『胆力』＝気力、精神力、4番目が『力』です。
「え～～？？？じゃ～～手や、お腹や、耳は大事じゃないの？五番目、六番目なの？？」
そんなふうに疑問（ぎもん）に思う人もいると思います。不思議（ふしぎ）に思うのも正解です！
もちろん、手が無いと剣道が出来ないどころか字も書けないし、ご飯も食べられないよね。
この言葉は、人の体で失うと身動きが出来なく順番を表したものです。この言葉は、人の体で失うと身動きが出来なく順番を表したものです。この言葉は、人の体で失うと身動きが出来なく順番を表したものです。この言葉は、人の体で失うと身動きが出来なく順番を表したものです。

　話をもどすと、パラリンピックはこの大事なものの内で『眼』、『足』、『耳』あるいは、『手』を失ったけど

『胆』と『力」は無くしていない身体障害者の人たちが『命がけで闘うｽﾎﾟｰﾂ大会』です。『胆』と『力」は無くしていない身体障害者の人たちが『命がけで闘うｽﾎﾟｰﾂ大会』です。『胆』と『力」は無くしていない身体障害者の人たちが『命がけで闘うｽﾎﾟｰﾂ大会』です。『胆』と『力」は無くしていない身体障害者の人たちが『命がけで闘うｽﾎﾟｰﾂ大会』です。

　

　

　

『パラリンピック』って知ってる？『パラリンピック』って知ってる？『パラリンピック』って知ってる？『パラリンピック』って知ってる？

　　　

渡辺　良平渡辺　良平渡辺　良平渡辺　良平

　『女子走り幅跳びの佐藤選手』『女子走り幅跳びの佐藤選手』『女子走り幅跳びの佐藤選手』『女子走り幅跳びの佐藤選手』です。26才です。
佐藤選手は中学～高校と陸上部で中長距離の選手で
大学は難関の早稲田大学へ合格して、応援団
（おうえんだん）のチアリーダーをしていたそうです。
　しかし、大学に入学した１９才の冬に体調不良となり
病院で検査したところ骨肉種（こつにくしゅ）という病気に
なってしまったことが分かり、「右足の膝（ひざ）から下を
切断しなければ死んでしまいます。」と病院の先生に
いわれたそうです。

　でも、命がけなのは走ったり、飛んだり、泳いだりして
危ないからだけではありません。良平さんは今回の
パラリンピックのニュースをテレビを観ていて、
感動して？悲しくて？うれしくて？？？なんだか訳が
分からなくて、ただただ、涙が出そうになるくらい
『命がけ』『命がけ』『命がけ』『命がけ』でパラリンピックに出場している選手がいる
事を知りました。

「眼を失っただけで命がけ？足が無いのに命がけ？」と
不思議に思う人がいると思いますが、考えてみると
ぜんぜん何も見えない人が100m走で全力で走ったり、
車椅子（くるまいす）で全速力で走ったりするのは
本当に命がけだよね。手を失った人の競泳もあります。
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　来年の今頃生きているのかわからないのに、前向きに一生懸命（いっしょうけんめい）に　来年の今頃生きているのかわからないのに、前向きに一生懸命（いっしょうけんめい）に　来年の今頃生きているのかわからないのに、前向きに一生懸命（いっしょうけんめい）に　来年の今頃生きているのかわからないのに、前向きに一生懸命（いっしょうけんめい）に
生きている佐藤選手。まさに『命がけ』で好きなことに挑戦し続けている姿に心の底から生きている佐藤選手。まさに『命がけ』で好きなことに挑戦し続けている姿に心の底から生きている佐藤選手。まさに『命がけ』で好きなことに挑戦し続けている姿に心の底から生きている佐藤選手。まさに『命がけ』で好きなことに挑戦し続けている姿に心の底から
応援したいと思いました。応援したいと思いました。応援したいと思いました。応援したいと思いました。

　「結果なんかどうでも良いんだよ、感動を有り難う佐藤チャン！「結果なんかどうでも良いんだよ、感動を有り難う佐藤チャン！「結果なんかどうでも良いんだよ、感動を有り難う佐藤チャン！「結果なんかどうでも良いんだよ、感動を有り難う佐藤チャン！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　絶対次のパラリンピックにも出てくれ～～！」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　絶対次のパラリンピックにも出てくれ～～！」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　絶対次のパラリンピックにも出てくれ～～！」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　絶対次のパラリンピックにも出てくれ～～！」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（正直に言いますが、この佐藤選手のインタビューを観て少しだけ泣いてしまった・・・・）（正直に言いますが、この佐藤選手のインタビューを観て少しだけ泣いてしまった・・・・）（正直に言いますが、この佐藤選手のインタビューを観て少しだけ泣いてしまった・・・・）（正直に言いますが、この佐藤選手のインタビューを観て少しだけ泣いてしまった・・・・）

　インタビューでは「ロンドンのパラリンピックにも絶対にでます！」と元気にこたえていました。
そのインタビューにこたえている姿が、笑顔がとても素敵（すてき）で、さわやかで、自信に満ちて
いました。どこからこんな前向きに生きるエネルギーがわいてくるのか？ちっぽけな自分が恥ずかしい！

　先月には「結果よりも努力する事が大切！」と書きましたが、この佐藤選手の病気は再発する人が多くて
再発すると数年で亡くなってしまう人が多いそうです。　4年後にイギリスのロンドンで次のパラリンピックが
開催されますが、佐藤選手は4年後どころか、来年の今頃ですら生きているのか死んでしまっているのか
わからないそうです。

そして、スキー板の先っちょのような特別の義足（ぎそく）を付けて、前回のアテネのパラリンピックに続いて
今年の北京パラリンピックと2大会連続で出場しました。結果は9位。

　佐藤選手は悩んだ末に、右足の膝から下を切断することを決心したそうです。
退院してからは、ずいぶんと落ち込んでいたそうですが、「生きる楽しみを探さなければ！」と
いろんなことに挑戦して、『走り幅跳び』に出会ったそうです。

　骨肉種とは癌（がん）の一種で、そのままにしておけば死んでしまいます。癌の治療方法は
悪いところを切り取ってしまうのが、一番死なずにすむ治療方法と言われていますが切り取っても、
またいつか同じ病気になることもあるそうです。

厳しい条件にもめげず、前向きにがんばっている人を見ると、本当に勇気や元気をもらえますよね。
自分の苦労や悩みが小さく見えてきて、よ～し、もっとがんばらなくっちゃ！って・・・(*^_^*)
感動するとすぐに泣けちゃう優しい良平さん、ステキなお話をありがとうございました　m(_ _)m
　あこ先輩！すごいイラストありがとうございました！！
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さまざまな反響を呼んだ「サバゲー」のお話をしてくださった石田昭男さんからバトンを受け継いだのは

スニョンさんこと渡邊順迎さんです。礼節を重んじ、折り目正しい古き良き日本人のようなスニョンさんのお国は

お隣の韓国！　その辺のお話が聞けるのかなあと思いきや、今回のお題は。。。(*^_^*)

それではスニョンさん、よろしくお願いしま～す！それではスニョンさん、よろしくお願いしま～す！それではスニョンさん、よろしくお願いしま～す！それではスニョンさん、よろしくお願いしま～す！

　　　　楽しい合宿から帰ってきた日、楽しい合宿から帰ってきた日、楽しい合宿から帰ってきた日、楽しい合宿から帰ってきた日、
突然、石田（昭）さんからバトンをいただいた渡邊です。突然、石田（昭）さんからバトンをいただいた渡邊です。突然、石田（昭）さんからバトンをいただいた渡邊です。突然、石田（昭）さんからバトンをいただいた渡邊です。

　今まで、全力疾走でバトンを渡してくださったランナーの方々には
申し訳ないのですが、他に競争する人がいるわけでもないし、
記録を狙ってオリンピックにでるわけでもない（？）と思うし、
ここで少しのんびり走ってみることにします。

　最近の新聞をひっくり返しながら、何かのんびり楽しくなるネタはないかなあと最近の新聞をひっくり返しながら、何かのんびり楽しくなるネタはないかなあと最近の新聞をひっくり返しながら、何かのんびり楽しくなるネタはないかなあと最近の新聞をひっくり返しながら、何かのんびり楽しくなるネタはないかなあと
探し始めて見つけたのが、探し始めて見つけたのが、探し始めて見つけたのが、探し始めて見つけたのが、

　　　　　　　「仕事をしないロボット　パロ」「仕事をしないロボット　パロ」「仕事をしないロボット　パロ」「仕事をしないロボット　パロ」

　

何も仕事しないで役に立てるなんて、私の理想！！何も仕事しないで役に立てるなんて、私の理想！！何も仕事しないで役に立てるなんて、私の理想！！何も仕事しないで役に立てるなんて、私の理想！！

　『介護老人保護施設に住む、日常の会話を交わすことすらできなくなった８０代の女性に　『介護老人保護施設に住む、日常の会話を交わすことすらできなくなった８０代の女性に　『介護老人保護施設に住む、日常の会話を交わすことすらできなくなった８０代の女性に　『介護老人保護施設に住む、日常の会話を交わすことすらできなくなった８０代の女性に
パロというアザラシ型ロボットを手渡すと、とたんに顔色が変わった。車いすから背を起こし、パロというアザラシ型ロボットを手渡すと、とたんに顔色が変わった。車いすから背を起こし、パロというアザラシ型ロボットを手渡すと、とたんに顔色が変わった。車いすから背を起こし、パロというアザラシ型ロボットを手渡すと、とたんに顔色が変わった。車いすから背を起こし、
そっと抱きしめる。パロが反応し、小さく「ｸｳ～」と鳴いた。女性の眼からは大粒の涙がそっと抱きしめる。パロが反応し、小さく「ｸｳ～」と鳴いた。女性の眼からは大粒の涙がそっと抱きしめる。パロが反応し、小さく「ｸｳ～」と鳴いた。女性の眼からは大粒の涙がそっと抱きしめる。パロが反応し、小さく「ｸｳ～」と鳴いた。女性の眼からは大粒の涙が
こぼれ落ちる。こぼれ落ちる。こぼれ落ちる。こぼれ落ちる。
　ロボットが腕の中で動いた時、何を思って感極まったのだろう。子育ての思い出か。』　ロボットが腕の中で動いた時、何を思って感極まったのだろう。子育ての思い出か。』　ロボットが腕の中で動いた時、何を思って感極まったのだろう。子育ての思い出か。』　ロボットが腕の中で動いた時、何を思って感極まったのだろう。子育ての思い出か。』

　と続く記事でした。
世界で最も癒し効果のあるロボットとして、ギネスブックにも認定されたとか。

　　実は・・・この原稿をいただいのは
先月のこまけんだよりが出た日！
　早めのバトン受け渡しだったようですが、
それにしても入稿最速記録です！！

きっと子どもの頃のスニョンさんは
宿題をやってから遊びに行くような
子だったんでしょうね～(*^_^*)

※１．２．３
「産業技術総合研究所
　ホームページより」

※１

※２ ※３

　　　　　　　　　　MMM

・・・変酋長ウラ話　(・o・)ρ・・・

11



う～ん、何だか考えさせられちゃいましたね～。ちなみにアザラシ型の癒しロボットパロですが、

１体３５万円で国内販売されていて、独居老人や福祉施設などからの注文が１０００台を超えた

そうです。売れるんですね～。なんだか寂しい感じもしますが、事実、人間の心に役立つロボットを

発明して作ったのはすごいのかもしれない・・・。う～ん、でも何か引っかかるなあ・・・

スニョンさん、興味深いお話ありがとうございました。m(_ _)m　　スニョンさん、興味深いお話ありがとうございました。m(_ _)m　　スニョンさん、興味深いお話ありがとうございました。m(_ _)m　　スニョンさん、興味深いお話ありがとうございました。m(_ _)m　　というわけでというわけでというわけでというわけで
神田さん、バトン渡りました～！！神田さん、バトン渡りました～！！神田さん、バトン渡りました～！！神田さん、バトン渡りました～！！

１１月号よろしくお願い致しま～すm(_ _)m１１月号よろしくお願い致しま～すm(_ _)m１１月号よろしくお願い致しま～すm(_ _)m１１月号よろしくお願い致しま～すm(_ _)m

　レンタル家族を商売にしている人がいるそうです。　レンタル家族を商売にしている人がいるそうです。　レンタル家族を商売にしている人がいるそうです。　レンタル家族を商売にしている人がいるそうです。

家族がいないお年寄りの家に、注文に応じて
息子役、嫁役、孫役の３人が訪ねていって、
本当の息子のように一日を家族の役をしながら過ごすというわけです。

　家族をレンタルにして商売にしている人がいるのも驚きでしたが、
頼んでいるお年寄りがいてビジネスになっているのも驚きでした。

　「心」のない演技だけの『レンタル家族」と「心」のないロボット「パロ」。
なんだか比べるのもイヤになってしまいます。
　パロちゃんをだっこして喜んで涙を流したおばあちゃんは本当にうれしかったのでしょう。

　日本人にアンケートをとって、ロボットに心を持たせることができると思いますか？と聞くと
「ＮＯ」。　ではドラえもんには心がありますか？と聞くと「ＹＥＳ」と答えた人が圧倒的に
多かったそうです。

　

人間と同じくロボットの完成（？）は『心」を持たせられるかどうかではなく、外から見て
人間や動物の本物と区別がつかないものができた時なのかもしれません。

　話はどんどんあらぬ方向に進んでいってしまいますが、
お仕事で疲れて帰ってきたサラリーマンに、癒しのロボットがあるとしたら、
　　松嶋菜々子型がいいですか？
　　藤原紀香型がいいですか？

　素材と制御プログラムの技術がもっと進んで、ある日、駒剣の稽古が終わって
さっと面をとると女性はみんな松嶋菜々子？で、男性は木村拓哉？の顔が
現れるようになったらどうしましょうね。

　次のバトンを、何でも知っていて（草、花、木の名前はもちろん、日本の名所、次のバトンを、何でも知っていて（草、花、木の名前はもちろん、日本の名所、次のバトンを、何でも知っていて（草、花、木の名前はもちろん、日本の名所、次のバトンを、何でも知っていて（草、花、木の名前はもちろん、日本の名所、
料理、病気・・・とにかく何でも）頼れる人、神田さんにお願いしました。料理、病気・・・とにかく何でも）頼れる人、神田さんにお願いしました。料理、病気・・・とにかく何でも）頼れる人、神田さんにお願いしました。料理、病気・・・とにかく何でも）頼れる人、神田さんにお願いしました。

　神田さん、よろしくお願いします。神田さん、よろしくお願いします。神田さん、よろしくお願いします。神田さん、よろしくお願いします。

ご注文の
レンタル家族
で～す！
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１１月の予定１１月の予定１１月の予定１１月の予定

お 知 ら せ
１０月の予定１０月の予定１０月の予定１０月の予定

 ２（木）　　通常どおり　５：００～７：００
 ４（土）　　通常どおり　３：００～５：００
    ９（木）　　通常どおり　５：００～７：００
１１（土）　　ロータリークラブ主催剣道稽古披露（１：００～３：００　さいたま新都心）ロータリークラブ主催剣道稽古披露（１：００～３：００　さいたま新都心）ロータリークラブ主催剣道稽古披露（１：００～３：００　さいたま新都心）ロータリークラブ主催剣道稽古披露（１：００～３：００　さいたま新都心）
　　　　　　　　　１２：００　駒場体育館駐車場集合
　　　　　　　　詳しくはお手紙が出ていますので、ご確認ください。
　　　　　　　稽古は通常どおり　３：００～５：００稽古は通常どおり　３：００～５：００稽古は通常どおり　３：００～５：００稽古は通常どおり　３：００～５：００
１６（木）　　通常どおり　５：００～７：００
１８（土）　　通常どおり　３：００～５：００
２３（木）　　通常どおり　５：００～７：００
２５（土）　　体育館の都合によりお休みです２５（土）　　体育館の都合によりお休みです２５（土）　　体育館の都合によりお休みです２５（土）　　体育館の都合によりお休みです
３０（木）　　通常どおり　５：００～７：００

チェック！チェック！チェック！チェック！

最後はお楽しみ！星やん武芸帳です！！

　１（土）　　通常どおり　３：００～５：００
　６（木）　　通常どおり　５：００～７：００
　８（土）　　通常どおり　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（木）　　通常どおり　５：００～７：００
２２（土）　　通常どおり　３：００～５：００
２３（日・祝）　鳩ヶ谷市秋季剣道大会２３（日・祝）　鳩ヶ谷市秋季剣道大会２３（日・祝）　鳩ヶ谷市秋季剣道大会２３（日・祝）　鳩ヶ谷市秋季剣道大会
　　　　　　　　　詳しくは、これから出るお手紙でご確認ください。　　　　　　　　　詳しくは、これから出るお手紙でご確認ください。　　　　　　　　　詳しくは、これから出るお手紙でご確認ください。　　　　　　　　　詳しくは、これから出るお手紙でご確認ください。
２７（木）　　通常どおり　５：００～７：００
２９（土）２９（土）２９（土）２９（土）　　駒剣　保護者会　３：００～５：００　（体育館２Ｆ　会議室）駒剣　保護者会　３：００～５：００　（体育館２Ｆ　会議室）駒剣　保護者会　３：００～５：００　（体育館２Ｆ　会議室）駒剣　保護者会　３：００～５：００　（体育館２Ｆ　会議室）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来年の役員さんを決める大切な会です。万障お繰り合わせの上、ご参加の程お願い申し上げます。

　　　　　　　稽古は通常どおり　３：００～５：００

チェック！チェック！チェック！チェック！

チェック！チェック！チェック！チェック！

  ２０（土）　　　一級審査会（大宮武道館）  ２０（土）　　　一級審査会（大宮武道館）  ２０（土）　　　一級審査会（大宮武道館）  ２０（土）　　　一級審査会（大宮武道館）
　　　　　　　　　稽古は通常どおり　３：００～５：００　　　　　　　　　稽古は通常どおり　３：００～５：００　　　　　　　　　稽古は通常どおり　３：００～５：００　　　　　　　　　稽古は通常どおり　３：００～５：００
　２３（火・祝）　駒剣クリスマス会♪　１：００～５：００　２３（火・祝）　駒剣クリスマス会♪　１：００～５：００　２３（火・祝）　駒剣クリスマス会♪　１：００～５：００　２３（火・祝）　駒剣クリスマス会♪　１：００～５：００
　　　　※祝日ですが、２０日に一級審査がある関係でこの日にクリスマス会をやる予定です。　　　　※祝日ですが、２０日に一級審査がある関係でこの日にクリスマス会をやる予定です。　　　　※祝日ですが、２０日に一級審査がある関係でこの日にクリスマス会をやる予定です。　　　　※祝日ですが、２０日に一級審査がある関係でこの日にクリスマス会をやる予定です。
          予定を開けておいてね！          予定を開けておいてね！          予定を開けておいてね！          予定を開けておいてね！
　２７（土）　　　稽古納め　２７（土）　　　稽古納め　２７（土）　　　稽古納め　２７（土）　　　稽古納め

チェック！チェック！チェック！チェック！

　 　

ちょっと早いけどちょっと早いけどちょっと早いけどちょっと早いけど・・・・・・・・・・・・１２月の主な予定１２月の主な予定１２月の主な予定１２月の主な予定

書記さんよりお詫びと訂正書記さんよりお詫びと訂正書記さんよりお詫びと訂正書記さんよりお詫びと訂正

先日配布した小学生会員名簿（２０年後期版）で、真砂裕くんの住所、電話番号が間違っていました。
失礼致しました。弟の智くん、歩くんの住所、電話番号は正しいので、申し訳ありませんがそちらに
あわせて訂正をよろしくお願いします。
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