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ハッピーバースデイ　こまけんホームページ♪ハッピーバースデイ　こまけんホームページ♪ハッピーバースデイ　こまけんホームページ♪ハッピーバースデイ　こまけんホームページ♪
１１月１日でこまけんホームページが公式に開設してからちょうど１年です。
そこで、みなさんに質問です。分からない時はおうちの人に聞いて書いてもらってくださいね。分からない時はおうちの人に聞いて書いてもらってくださいね。分からない時はおうちの人に聞いて書いてもらってくださいね。分からない時はおうちの人に聞いて書いてもらってくださいね。

質問１． ご自宅にインターネットにつなげられるパソコンがありますか？（○をつける）

質問２． こまけんのホームページを見たことがありますか？（○をつける）

質問３． 上で「はい」と答えた人。どのくらいの頻度で見ていますか？（○をつける）

質問４． 一番よく見るのは、どのコーナーですか？

質問５． こまけんのホームページ以外には、どんなホームページを見ますか？

質問６． ホームページの管理運営をしてくださっている管理人さん（冨田さん）に一言。
ご意見、ご希望、ホームページをみた外部の方の感想などありましたらどうぞ。

ペンネーム（ハンドルネーム）　・　匿名希望　　　　（どちらかに○をつける）ペンネーム（ハンドルネーム）　・　匿名希望　　　　（どちらかに○をつける）ペンネーム（ハンドルネーム）　・　匿名希望　　　　（どちらかに○をつける）ペンネーム（ハンドルネーム）　・　匿名希望　　　　（どちらかに○をつける）

今後の参考にさせていただきたいと思います。ご協力ありがとうございましたm(_ _)m今後の参考にさせていただきたいと思います。ご協力ありがとうございましたm(_ _)m今後の参考にさせていただきたいと思います。ご協力ありがとうございましたm(_ _)m今後の参考にさせていただきたいと思います。ご協力ありがとうございましたm(_ _)m

このページを切り取って、お当番さんまで提出してください。　　１１月１５日（土）〆切このページを切り取って、お当番さんまで提出してください。　　１１月１５日（土）〆切このページを切り取って、お当番さんまで提出してください。　　１１月１５日（土）〆切このページを切り取って、お当番さんまで提出してください。　　１１月１５日（土）〆切

ほとんど毎日　・　　週に１～２回　・　月に１～２回　・　今までに　　　回ほど見ただけ

はい　　・　　いいえ

はい　　・　　いいえ
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　気がついたらもう１１月、今年もあと２か月しかないのですね。時間の経つのは速いものです。
一回一回の稽古をできるだけ休まず、大切にしていきましょう。

　そう言いながら「今年は稽古できていないなあ。」と思い、手帳に書いてある稽古メモを見ました。何と１月から
１０月までに稽古が８７回しかできていません。この回数は駒剣での指導もカウントしてのものですから、面をつ
けての稽古はその半分くらいかもしれません。いかに少ないかがわかります。昨年の今ごろはどうだったのか、
昨年の手帳を引っ張り出して同じ時期を見ると９８回、一昨年は１０４回・・・。年々稽古回数が減っています。
昔、塩入先生からいただいた年賀状に「昨年は○○○回稽古したぞ。」と、ほぼ一年間の日数と同じ数が書か
れていました。今、チリでもっと稽古しているんだろうなあと思うとなんだか焦ります。成人会員さんの中にも、週
に４～５回稽古されている方がいらっしゃいます。（ある人が“駒剣の特練”と言っていました(^^;)。羨ましい！）
　量が確保できなければ質を上げていくことが大切になります。また、防具を着けなくとも日常の生活の中で鍛
えることもできるはず。そういえば、星やんから借りた医大生の活躍する剣道小説『ひかりの剣』に、稽古はほと
んどしていないけど、仕事柄「手術」という真剣勝負に日々臨んでいるのでめっぽう強い外科医が登場します。
私もそんな風になれたら（手術はしてないけど）とは思うのですが・・・。忙しいとか疲れたと言って、自分に負け
ていたらけして向上しませんよね。この原稿をもう少し書いたら、素振りをしに行こうと思います。

　毎日のように部活動をがんばる中・高校生は、「たまには稽古休みたい」と思うでしょう。もしかしたら小学生で
も先週の土曜日のようにたまに駒剣が休みになると、「ホッとする」人がいたかもしれません。それはごく自然な
感情で、私自身もいつもそう思っていたのでよくわかります。
　だけど上に書いたように、大人になって仕事をするようになると時間がとれなくなります。やりたくてもできなく
なるのです。駒剣には大人になってから剣道を始めたり再開したお父さん・お母さん剣士がたくさんいます。お
そらく誰もが、稽古がたくさんできて、小さい頃から基礎・基本をしっかりやっているみんなのことを羨ましく思っ
ています。十代の頃が一番色々なことを吸収し伸びる時期です。剣道は一生できるもので、どんな人生を歩も
うと自分の背骨となるもの、何よりの財産になります。
　強くなる時期が早い、遅いは人によって違います。始めてすぐに上手になる子もいれば、大器晩成型の子も
います。早く上手になる子は途中で試合に勝てなくなったり、燃え尽き症候群になりやめてしまったりする場合
があります。じっくりタイプはなかなか試合に勝てなくてつまらなくなったり、自分には向かない、センスがないと
決めつけてしまい、やはり剣道から離れてしまうケースがあります。
　『生涯続ける』を大目標に、一時的な好不調に一喜一憂せず長～～～く剣道とつきあっていきましょう。

　駒剣ホームページ祝一周年です。今日が誕生日、おめでとうございます。管理人様には本当に感謝しており
ます。これからもみんなで協力していきましょう。（感謝の気持ちとアンケートを出しましょう。）
　ちなみに・・・記念すべき１０，０００人目は私でございます。「おめでとうございます！」と誰かから記念品でも
届かないかなぁ。
　　(*^_^*)

　先日行われた、さいたま市中体連の新人戦で、ＯＢ・ＯＧ会員がまたまた活躍しました。男子団体戦で石田涼
先輩の本太中が３位、西先輩、古谷先輩の木崎中、女子団体戦で中牟田先輩、松下先輩の木崎中、古澤先
輩の岸中がいずれもベスト８で県大会出場です。個人戦でも松下先輩、古澤先輩がベスト３２、中牟田先輩が
ベスト１６、原山中の本荘先輩が３位でこちらもみな県大会出場を決めました。多くの先輩がわざわざ試合の報
告に来てくれました。一昨日の木曜日、石田涼先輩も報告に来てくれました。さいたま市から男女各３５人が県
大会個人戦に出られます。ベスト３２プラス団体戦の１位、２位と１位に負けた３位のチームから一人ずつ出られ
るのです。涼先輩はこの枠に入り個人戦にも出られるそうです。県大会は、団体戦が１１月１２日、個人戦が１３
日で上尾の県立武道館で行われます。晴れ舞台で精一杯の力が発揮できることを期待しています。他の先輩
もそれぞれみんながんばっていました。とってもうれしいぞ！

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

これがアクセス１００００件達成の
瞬間の証拠写真！
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１０月２日（木）　尾島先生・渡邊先生・神田先生

　　・本日の目標は、大きな声を出す。大きな打突のときには大きく正しく、小さく打つ時はスピーディーに。

　　・かかり稽古、まわり稽古とハードな稽古が続く中、苦しくなってきている時に、大きな気合いの入った

　　　声が出ていて、心に響きました。

１０月４日（土）　菅原先生・木村先生

　　・涼しい日々が続いた今週、久しぶりに暑い日になりました。出席人数を多く、元気な声が道場に

　　　響き渡りました。学校行事も多い中、疲れも見せず、皆さん元気な姿を見せてくださいました。

１０月９日（木）　奥山先生・大本先生

　　・発声練習では、皆大きな声が出ていましたが、試合では声が小さくなってしまいました。

　　　元気を出して頑張ろう！！

１０月１１日（土）　木村先生

　　・ロータリークラブで田上君がいないため、加藤君が慣れないながら一生懸命リードしてくれていました。

　　　木村先生も久しぶりにご指導でお元気な姿を見せてくださいました。新都心で稽古披露をしている仲

　　　間がぬけた分、道場の人数が少なく、新人さんの割合が多かったため、基本を中心に練習しました。

　　　後から、出稽古組も帰ってきて稽古に加わり、みんなで元気よく稽古しました。

１０月１６日（木）　尾島先生・渡邊先生

　　・皆、大きな声が出せていたと思います。これから寒くなりますが、体調に気をつけて頑張ってほしいと

　　　思います。

１０月１８日（土）　菅原先生

　　・出席人数が多く、大きな声が出ていたと思います。

　　　月例試合でも声が出ていて、気合いが入っていました。見学の松尾君、有田君がタイムを計ってくれて

　　　助かりました。

１０月２３日（木）　尾島先生

　　・声がよく出ていました。涼しくなり、稽古しやすくなりました。先生の教えを素直に聞いて頑張ってください。

１０月３０日（木）　尾島先生

　　・少し肌寒くなってきました。

　　　もう少し声が出るとよいと思いました。

　　・一つひとつ丁寧に稽古できるといいですね。　

お当番さん、ありがとうございました。m(_ _)m

１０月のお当番さんノートの感想より１０月のお当番さんノートの感想より１０月のお当番さんノートの感想より１０月のお当番さんノートの感想より

尾島先生と飯田先生（秋本武道館）の剣道形
かっこいい～！！（新都心にて）
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１１月１日で駒剣ホームページはめでたく１歳のお誕生日を迎えます。

　　　　おめでとう！！　(^o^)　　ありがとう！！　(*^_^*)

というわけで、いつもお世話になっているホームページの管理人さんから

メッセージをいただきました。

　おかげさまで駒剣ホームページ開設1周年となりました。　おかげさまで駒剣ホームページ開設1周年となりました。　おかげさまで駒剣ホームページ開設1周年となりました。　おかげさまで駒剣ホームページ開設1周年となりました。（2007年11月1日が誕生日）（2007年11月1日が誕生日）（2007年11月1日が誕生日）（2007年11月1日が誕生日）
そしてなんと、10月13日にはアクセスが10,000件に到達。10月13日にはアクセスが10,000件に到達。10月13日にはアクセスが10,000件に到達。10月13日にはアクセスが10,000件に到達。　管理人冥利につきますね　(*^.^*)エヘッ
いつもいつもホームページへのコンテンツ提供、ゲストブックへの書き込み、運営に協力してして
いただいている皆さん、そしてなんといってもホームページを見に来てくれる方々のおかげです。
これからもよろしくお願いいたします。
 
ホームページ作成のノウハウは未だ向上せず（向上しようともせず）いきあたりばったりで作っています。
そのため、ちょっと変更したとたんに画面がビヨォーンと広がったりなんかへんてこなことが起きたりして
いるんです。　きっとこれからも更新の度にアクシデント待ち受けていることでしょう。
でもそんな中で嬉しく思うのはゲストブックの書き込みです。更新してまもなく来る感想は嬉しいですね。
そして最近、駒剣以外の方から書き込みがあります。　ホームページを楽しみに見に来てくれているんだと
思うとやりがいがあります。

 
　今回は、1周年記念特集ということでホームページに関することをいくつか紹介させていただきます。
 
★駒剣アルバムをまだ”スライドショー”で見ていない方へ★★駒剣アルバムをまだ”スライドショー”で見ていない方へ★★駒剣アルバムをまだ”スライドショー”で見ていない方へ★★駒剣アルバムをまだ”スライドショー”で見ていない方へ★
"Yahoo Japan"が提供する機能だけど、見たいアルバムを選んで更にテーマと
音楽を選ぶと、なんかいい感じで次々写真がパソコンに表示されるんだなぁ。
　つい見入っちゃったりして。なんと食事しながら見ている人がいるなんて話を
どこかで聞きました。　是非試してみてください。
 

★ホームページランキング（駒剣HP内のアクセス状況）★　さてさて何が人気なのかなぁ　。★ホームページランキング（駒剣HP内のアクセス状況）★　さてさて何が人気なのかなぁ　。★ホームページランキング（駒剣HP内のアクセス状況）★　さてさて何が人気なのかなぁ　。★ホームページランキング（駒剣HP内のアクセス状況）★　さてさて何が人気なのかなぁ　。
o@(^-^)@o。ニコッ♪

＜＜活動記録＞＞＜＜活動記録＞＞＜＜活動記録＞＞＜＜活動記録＞＞
第1位 2008年3月 6年生を送る会第1位 2008年3月 6年生を送る会第1位 2008年3月 6年生を送る会第1位 2008年3月 6年生を送る会 /＝/ 第2位 2008年4月 OB合同稽古 /=/ 第3位 2008年8月 夏合宿
※きっとOB・OGの先輩たちが見に来てくれたんだよねぇ
＜＜星やんの武芸帳＞＞＜＜星やんの武芸帳＞＞＜＜星やんの武芸帳＞＞＜＜星やんの武芸帳＞＞
第1位 その1（守破離）第1位 その1（守破離）第1位 その1（守破離）第1位 その1（守破離） /＝/ 第2位 その2（竹刀） /＝/ 第3位 その40（袴の教え）
※星やん、このコーナー大人気だよ！！　わぁいヽ(゜ー゜*ヽ)(ノ*゜ー゜)ノわぁい

　そして意外だったというか、なるほどというか  ”入会案内” のアクセスが単独Topでした入会案内” のアクセスが単独Topでした入会案内” のアクセスが単独Topでした入会案内” のアクセスが単独Topでした。(*⌒∇⌒*)テヘ
♪
入会希望者殺到！！　うれしい悲鳴が～
 
　最後に、ただいま全日本剣道連盟開催の「剣道に関するホームページコンテスト2008」に参加中です。
皆さんもどしどしホームページ見て、そしてじゃんじゃか”ゲストブック”への書き込みを行って盛り上げて
ください。
　結果発表は2009年3月上旬、お楽しみに～

管理人さんこと冨田さん、ありがとうございました(*^_^*)
ヤフーでもグーグルでも　「さいたま　駒場剣友会」で検索すれば、トップに躍り出る駒剣ホームページ！
田舎のおじいちゃん、おばあちゃんにも可愛い孫の活躍の様子を見てもらえます！もちろん、海外からだってＯＫ！
駒剣ホームページ、これからもみんなで盛り上げていきましょう！
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「駒剣ライブラリー」
ここを選ぶと会員専用ページの
写真が見られるよ！

「ゲストブック」
ここで掲示板に
書き込みができる！

１０月のホームページのトップはこんな感じでした♪

季節感あふれるセンスの良いトップページ♪　管理人さん　ありがとう！！

6



１０月１１日（土）　さいたま欅ロータリークラブ主催の剣道稽古披露会が
さいたま新都心けやき広場にて開催されました。
新聞にもその様子が掲載されましたので、ご紹介いたします。

平成２０年１０月２５日（土）
埼玉新聞より

　披露の直前まで降っていた雨がウソのように止んで、暑い日差しが照りつける高層ビルの谷間に
秋本武道館のみなさんと駒剣士たちの大きな声と竹刀を交える音が響き渡りました。

　お日さまの下で、靴下に靴を履いて、大勢の人が見守る中での稽古はどれも初めてのことばかりで
大変だったと思います。
とても暑かったので、休憩のときにいただいた差し入れのお水は、冷たくて美味しかったですね。
尾島先生と飯田先生の剣道形やみんなの紅白試合のときは、立ち止まって見ていた人たちから
拍手がわき起こりましたね。

「雨でどうなることかと思いましたが、みんなの元気な稽古や試合を多くの人に見ていただけて
　よかったですね。すばらしい稽古披露でした。」と菅原先生からもお褒めの言葉をいただきました。

　ロータリークラブの皆さん、秋本武道館の皆さん、菅原先生、尾島先生、貴重な体験をさせていただき、
またいろいろとお世話になりましてありがとうございました。
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「ごめんなさい！が二つでした。」‘ごめんなさい’。。。「ごめんなさい！が二つでした。」‘ごめんなさい’。。。「ごめんなさい！が二つでした。」‘ごめんなさい’。。。「ごめんなさい！が二つでした。」‘ごめんなさい’。。。

 　　 　　　

渡辺　良平渡辺　良平渡辺　良平渡辺　良平

　良平さんは、会社のある神田駅まで、さいたま新都心駅から京浜東北線に乗ります。
京浜東北線は大宮駅が始発で高崎や宇都宮方面から来る速い電車よりも空いています。
だから家を少し早く出て、さいたま新都心から神田まで各駅停車でトコトコと１９駅分乗って
会社に行きます。
　そしてほぼ毎日同じ場所に乗ります。具体的には、前から４両目の１番前のドアの所です。
なんで毎日同じ場所に乗るかというと、きれいなお姉さんが乗ってくるから？じゃないですよ！
会社がある神田駅に着いた時に、電車から降りたらすぐに階段があって便利だからです。
ホンマやで～～！

　電車の中でも、車掌さんが「座席をおゆずりくださいますよう、みなさまのご協力をお願い
します。」と放送しています。それと同時に、「車内での携帯電話の通話は、まわりのお客様に
迷惑ですので、ご遠慮ください。また心臓ペースメーカーに悪影響を与える可能性があります
ので、優先座席付近では電源をお切りください。」とも放送されています。
　良平さんが毎日乗っていた場所は、そんな『チョッと気をつけなければならない場所』でした。

　それなのに、携帯電話の電源を切って
乗ったことはありませんでした。
先月のある日、いつものように優先座席
付近でつり革を持って立っていたら、
メールが届きました。
良平さんが届いたメールを読んでいると、
突然、隣に立っていたおじさんが
「スミマセン、私、心臓ペースメーカーを
つけていますので、携帯電話の電源を
切ってもらえませんか！？」と赤い表紙の
『身体障害者手帳』を見せられました。

毎日乗るその場所は今回「ごめんなさい！」と思うまで、
知っていながらもあまり気にしていなかった『優先座席』
（ユウセンザセキ）のある場所でした。
『優先座席』って知ってるよね。「お年寄り、赤ちゃんが
お腹にいる妊婦（ニンプ）さん、体の不自由な人に優先
的に座ってもらいましょう、席を譲りましょうという場所
ですよね。

ペースメーカーって？ペースメーカーって？ペースメーカーって？ペースメーカーって？
「しんぞうのうごきがゆっくりになりすぎないようにみはっている小さなキカイのこと。
ゆっくりになりすぎると、ペースメーカーが電気をながして、しんぞうをうごかしてくれる。
けいたい電話などのでんぱでこしょうするきけんがある」

こしょうしたら
たいへんだ～！
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　良平さんは慌てて電源を切りました。とても恥ずかしかったです。
何が恥ずかしかったか？　それは、今まで毎日優先座席の近くに乗って
いたのに、携帯電話の電源を切ったことがなかっただけでなく、当たり前
のようにメールが届いたらその場所でメールを読んで、何も考えずに内容
次第ではその場で返事を送っていたことでした。
　もしかしたら、今まで良平さんが優先座席付近でメールを読んだり、
送ったりしていたときに、あのおじさんのように「電源を切ってください。」と
言えない人がいたかもしれません。

・優先席付近なのに、携帯電話の電源を切り忘れて‘ごめんなさい’・優先席付近なのに、携帯電話の電源を切り忘れて‘ごめんなさい’・優先席付近なのに、携帯電話の電源を切り忘れて‘ごめんなさい’・優先席付近なのに、携帯電話の電源を切り忘れて‘ごめんなさい’

・良平さんに注意してくれたおじさん、「ごめんなさい」と言えなくて‘ごめんなさい’・良平さんに注意してくれたおじさん、「ごめんなさい」と言えなくて‘ごめんなさい’・良平さんに注意してくれたおじさん、「ごめんなさい」と言えなくて‘ごめんなさい’・良平さんに注意してくれたおじさん、「ごめんなさい」と言えなくて‘ごめんなさい’

　あのおじさんが注意してくれなかったら、今でも電源を切らずに（通話はしないけど）
メールを見たり送ったりしていたと思います。今は、同じ場所に乗る時にはちゃんと電源を
切ってます。どうしてもメールを送らなければならないときは、場所を変えて電車に乗るように
しています。
　おじさん、注意してくれて有難う、これからは気をつけます。
そして、あらためて「ごめんなさい。」「ごめんなさい。」「ごめんなさい。」「ごめんなさい。」

あわわっ！　私も「優先席付近で～」っていう車内アナウンスを何となく聞き流していました～！！
気をつけなくちゃ～！！　ペースメーカーをつけた人の心臓がちゃんと動かなくなっちゃったら大変！！！
良平さん、いいお話をありがとうございましたm(_ _)m
みんなもお父さん、お母さんと一緒に電車に乗ったら、ぜひ教えてあげてね！！(*^_^*)
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あっという間に１年が過ぎようとしていますね。このコーナーもお陰様で走者が途切れることなく
バトンが受け継がれて、いつの間にか１４人目のランナーです。
え～そんなに～？まだ、声が掛からないけど・・・もうそろそろかな～ドキドキ・・・というあなた！
はい～♪　もう、そろそろですよ～(^o^)

というわけで、今月のランナーは渡邊順迎さん曰く「何でも知ってて頼れる人！」
昼間は学校の保健室の先生をされている神田けい子さんです。昼間は学校の保健室の先生をされている神田けい子さんです。昼間は学校の保健室の先生をされている神田けい子さんです。昼間は学校の保健室の先生をされている神田けい子さんです。
では、神田さんよろしくお願いしま～す！！

はい。はい。はい。はい。
駒剣一　稽古熱心な渡邊さんからバトンを渡された神田です。駒剣一　稽古熱心な渡邊さんからバトンを渡された神田です。駒剣一　稽古熱心な渡邊さんからバトンを渡された神田です。駒剣一　稽古熱心な渡邊さんからバトンを渡された神田です。

　今年は、高校生の息子の剣道部保護者会の役員が回ってきて、練習試合や大会の
応援についていくことが多くなり、駒剣の行事に参加する回数が少なくなってしまいました。
新入会員の皆さんの顔と名前をなかなか覚えられず、困っています。

　さて、今回は、８月号「駒剣　勝手に指名リレー」で紹介された木村さんの　さて、今回は、８月号「駒剣　勝手に指名リレー」で紹介された木村さんの　さて、今回は、８月号「駒剣　勝手に指名リレー」で紹介された木村さんの　さて、今回は、８月号「駒剣　勝手に指名リレー」で紹介された木村さんの
“沼田（群馬県）へ行ってみよう！”　の旅の報告です。“沼田（群馬県）へ行ってみよう！”　の旅の報告です。“沼田（群馬県）へ行ってみよう！”　の旅の報告です。“沼田（群馬県）へ行ってみよう！”　の旅の報告です。

　実は、成人会員Ladies は稽古の汗を流すため（？）、時々温泉に出かけていました。
８月号 “ 沼田（群馬県）へ行ってみよう！”　の記事に誘われ、久しぶりに温泉に出かける
ことに決定、９月２７，２８日　１泊２日で　「秋の群馬散策の旅」 「秋の群馬散策の旅」 「秋の群馬散策の旅」 「秋の群馬散策の旅」 が実現しました。
さて、誰が参加したのか、あとで数えてみてくださいね。

　まず、東洋のナイアガラと言われている
　「吹き割りの滝」「吹き割りの滝」「吹き割りの滝」「吹き割りの滝」　を見学。
高さ７ｍ、幅３０ｍに及ぶ岩の割れ目に
川の水がごうごうと落下。吸い込まれそう～！！
あまり滝のそばまで行くと危険なため、
停止線が引かれ、監視のおじさんがいて、
滝に近づく観光客には注意をしていました。
落ちたら助からないかも？
対岸の散歩道から見下ろす　「吹き割りの滝」「吹き割りの滝」「吹き割りの滝」「吹き割りの滝」
　も河原で見たのとは違い、水の落下する岩の
割れ目がよく見えて圧巻でした。

２７日朝、駒場体育館集合。途中、我が家の前で待っていた私を拾っていただいた後、
紅葉にはちょっと早めの車窓を眺めながら、関越自動車道を快適に飛ばして沼田市へ。

　　「吹き割りの滝」

そ～ですね。スニョンさんが稽古熱心なのは「異議なし！」ですが、
神田さんも、最後の３０分だけになっても道場にいらして
ちゃんと着替えて稽古される姿に尾島先生も感心されてましたよ(*^_^*)

神ちゃん（修くん）はみんなに慕われる人気者のキャプテンでした♪
高校でも頑張ってるんですね～(^o^)

わ～ホント！凄い迫力ですね
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　滝の見学を終え、おなかもすいてきたので待望の昼食。　“　沼田名物　味噌まんじゅう　”“　沼田名物　味噌まんじゅう　”“　沼田名物　味噌まんじゅう　”“　沼田名物　味噌まんじゅう　”
木村さんのお薦めのお店に案内してもらい、焼きたてアツアツの　“味噌まんじゅう”“味噌まんじゅう”“味噌まんじゅう”“味噌まんじゅう”に皆無言で
かじりつき大満足！！　お味噌の味がなんともいえず美味でした。
　その後、隣のうどん屋さんに移動、“きのこうどん”“きのこうどん”“きのこうどん”“きのこうどん”も食べちゃいました。
いろんな珍しいきのこが入っていて、またまた満足。満腹に！！！

　満腹になった一行は、「沼田城址公園」「沼田城址公園」「沼田城址公園」「沼田城址公園」へ。公園の中は、黄花コスモスや千日紅の花が
満開の見頃を迎え、秋風（にしてはちょっと暑かった？）に揺れていました。
　そして木村先生が大学４年間、剣道部の合宿で稽古された「武徳殿」「武徳殿」「武徳殿」「武徳殿」を見学。
歴史を刻んだ建物で、今も使われているとのこと。中を見学できなかったのが残念でした。
「武徳殿」「武徳殿」「武徳殿」「武徳殿」の前で、駒剣の手ぬぐいを広げて記念撮影。
手ぬぐいを持ってきていたのは木村さん。準備が良いこと！すばらしい！
カメラアングルを決めるのに、ひと騒ぎ！笑い転げて、お腹がよじれるほど！（通りがかりの
人が呆れていたかも？これも旅の恥のかき捨てで許してください。）

　　記念撮影の後、沼田城址公園の中を散策、
公園内のお社で「大天狗」「大天狗」「大天狗」「大天狗」とご対面。大きなお面
にびっくり。眼下に広がる沼田市内や、刈り入れ
前の黄金色に輝く田んぼを眺め秋を満喫。

　その後、木村先生が合宿中の毎朝日課で
トレーニングされたという、沼田駅までの
長～い坂道を見学。傾斜角度３０度以上は
ありそうな坂道。下り坂は、走り出したら止ま
れそうにないし、上り坂は心臓が飛び出そう。
私なら絶対トレーニングなんてしたくない！
絶対無理！
木村先生の体力の原点はここにあったのかと
一人で納得していました。
　そしてご夫妻の最初の出会いがこの坂道？？
　さて何年前？？な～んて想像しましたが、
違ったようです。

ここで最初のお土産をゲット！　石井さんは　“ぼっちゃんかぼちゃ”
　（小さめのかぼちゃでおいしい）。そして私は、うどんやおそばを盛る
“竹製のざる”。

千日紅（ｾﾝﾆﾁｺｳ)
黄花（ｷﾊﾞﾅ）コスモス

ご存じ！味噌まんじゅう

いいですね～そういうお土産♪そのざるを使うたびに
楽しかった旅のことが思い出せるというわけですね(*^_^*)
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　日帰りで帰られる奥山さんとはここでお別れ。温泉に入れなくて残念でした。
私たちは、途中のスーパーで飲み物やおつまみを買い込み、
この夜の宿、水上温泉「松の井」へ。
　「松の井」は大きなホテルで迷いそう。日本庭園や露天風呂があり、
待望の温泉にゆったりと浸かり、汗を流して日頃の疲れを癒しました。
　そうこうしているうちに、尾島先生が到着、そして夕食へ。
お腹いっぱいで動けなくなるほどのお料理に大満足。
石井さんは、一足先のお部屋に戻り休憩。
素敵な宿を見つけてくれた大本さんに感謝！感謝！！
部屋に戻って、駒剣や剣道の話、仕事のこと、家族のこと、老後のことなど、話は尽きません。

　　　　翌朝５時、尾島先生は木崎中の清心会で
稽古があるため、朝食も食べずに出発。
お忙しいのに、ありがとうございました。
外は冷え込み、寒くてびっくり。慌てて温泉に
飛び込みました。朝風呂、気持ちいい、最高！！

　　朝食後、沼田市郊外の迦葉山へ。「日本一の
大天狗の面」（顔の丈６．５ｍ、鼻の長さ２．８ｍ）が
ある弥勒寺へお参りに。本当に大きな天狗の
お面で、見上げていると首が痛くなりそう。

　そろそろ帰り道、街道の両側には果樹園がいっぱい。りんご狩りやぶどう狩りの案内の旗が
たくさん出ています。どこに入ろうか、迷ってしまいました。
その中の一軒のぶどう園に入り、説明を聞いた後、ぶどう畑に行って渡邊さん待望のぶどう
狩り。いろんな種類のぶどうを次々と試食しながら、甘くておいしいぶどうをかごの中へ。
大収穫！！次はきのこ園。きのこ汁の試食のはしごと買物。そしてりんごの直売所へ。
“ぶどう”　と　“きのこ”　と　“りんご”　の試食で満腹になり、昼食抜き！
そして車のトランクには、「ぶどう」と「きのこ」「りんご」がいっぱい。
最後にお土産で忘れてならないのは、沼田名物“味噌まんじゅう“沼田名物“味噌まんじゅう“沼田名物“味噌まんじゅう“沼田名物“味噌まんじゅう“。
昨日のお店にＵターンして、“味噌まんじゅう”“味噌まんじゅう”“味噌まんじゅう”“味噌まんじゅう”を各自購入。

　　こうして、「秋の群馬散策の旅」「秋の群馬散策の旅」「秋の群馬散策の旅」「秋の群馬散策の旅」は無事終了のはずでしたが、大変なことが・・・
お土産をたくさん買い込みすぎて、解散のとき自分のお土産がわからなくなり、
後で届けてもらうことに。最後の最後までお世話になりました。
　これで成人会員Ｌａｄｉｅｓの旅の紹介は終了。
さて、参加者は何人だったでしょうか？

　見て・食べて・飲んで・語って　見て・食べて・飲んで・語って　見て・食べて・飲んで・語って　見て・食べて・飲んで・語っての楽しい旅です。
お子さんがまだ小さくて泊まりは無理という方は、日帰りでも参加ＯＫ！
ぜひ、皆さん一緒に出かけましょう！

では次の人にバトンタッチ！では次の人にバトンタッチ！では次の人にバトンタッチ！では次の人にバトンタッチ！
　次は・・・　中牟田さんです。よろしくお願いします。　次は・・・　中牟田さんです。よろしくお願いします。　次は・・・　中牟田さんです。よろしくお願いします。　次は・・・　中牟田さんです。よろしくお願いします。

気の合う仲間と語り合える旅・・・
いいですね～あこがれちゃうなあ～

神田さん、楽しい旅の報告をありがとうございました。
それでは、中牟田さ～ん！（あれ？まだだったんですね！）バトン渡りました～！
１２月号よろしくお願い致しま～すm(_ _)m
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寒くなってきましたね。　稽古の後は、必ず上着を着てカゼを引かないように気をつけましょう！

　

１１月の予定１１月の予定１１月の予定１１月の予定

お 知 ら せ

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）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来年みなさんがお世話になる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

　４（木）　通常どおり５：００～７：００
　６（土）　通常どおり３：００～５：００
１１（木）　通常どおり５：００～７：００
１３（土）　通常どおり３：００～５：００
１８（木）　通常どおり５：００～７：００
２０（土）　　　一級審査会（大宮武道館）　受審予定の皆さん、頑張ってください！２０（土）　　　一級審査会（大宮武道館）　受審予定の皆さん、頑張ってください！２０（土）　　　一級審査会（大宮武道館）　受審予定の皆さん、頑張ってください！２０（土）　　　一級審査会（大宮武道館）　受審予定の皆さん、頑張ってください！
　　　　　　　　　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　※大人のクリスマス会はこの日の夜を予定しています。
２３（火・祝）　駒剣クリスマス会♪　１：００～５：００２３（火・祝）　駒剣クリスマス会♪　１：００～５：００２３（火・祝）　駒剣クリスマス会♪　１：００～５：００２３（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。
          　　　毎年ゲームあり、豪華景品！？の当たる抽選会あり、４色団体戦あり！で盛りだくさんの
　　　　　　　　　楽しいクリスマス会です！予定を開けておいてくださいね！
２５（木）　通常どおり５：００～７：００
２７（土）　　　平成２０年稽古納め２７（土）　　　平成２０年稽古納め２７（土）　　　平成２０年稽古納め２７（土）　　　平成２０年稽古納め

　 　

１２月の予定１２月の予定１２月の予定１２月の予定

・・・ちなみに平成２１年１月の主な予定は・・・・・・ちなみに平成２１年１月の主な予定は・・・・・・ちなみに平成２１年１月の主な予定は・・・・・・ちなみに平成２１年１月の主な予定は・・・

　８（木）　稽古初め　５：００～７：００
１０（土）　鏡開き　　 ３：００～５：００
　　　　　　　埼玉大学寒稽古は５（月）～１９（月）の１５日間！
　　　　　　　鳳翔剣大会は１１（日）の予定です。
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