
　

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

うん！
来年から
よろしく～♪
寒稽古がんばるぞ
～

そろそろ
選手交代だね！
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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

　いよいよ2008年もあと一か月となりました。朝起きて、窓の外がまだ暗いのを見る度に、「あぁ、寒稽古
の季節が来たんだなぁ。」と感じます。急な激しい運動は体に良くありませんので、毎日少しずつ体力を
つけていきましょう。
　〈あいさつ〉〈あいさつ〉〈あいさつ〉〈あいさつ〉
　　　　先月、「道場に来たら待っている間でも入口付近まで来て、先生方や成人会員さん、お父さんお母さ
んにあいさつをしましょう。」と話したところ、みんなが気持ちの良いあいさつをしてくれるようになりまし
た。顔は見えているのに言葉を交わさずそこにいるというのは変な感じでした。昔のこまけんだより（３年
前の2005年１２月号）に、今回話したことと同じことを書いていました。書いていたのにできていないとい
うことは、徹底されなかったということですので、今回は定着させたいと思います。外で待っている時だけ
でなく、道場の中でも個別の礼をしていいのですよ。よく成人会員さんがされているのを見ると思いま
す。「剣道は礼に始まり礼に終わる」です。お互いに元気のいいあいさつを習慣とし、あいさつのあふれ
る駒剣にしていきましょう。
　〈ホームページ〉〈ホームページ〉〈ホームページ〉〈ホームページ〉
　昔のこまけんだよりに・・・と書きましたが、駒剣ホームページで昔のこまけんだより等も見られるようにな
りました。「こまけんライブラリー」の「こまけん歴史館（会員専用ページ）」に入るとずいぶん前のものまで
チェックできます。最近入会した方が多くなってきていますが、ぜひ過去に遡って駒剣の様子を見てい
ただきたいと思います。前会長丸山先生の書き遺された文章から、駒剣の在り方や目指すものが見えて
くると思います。また、当時の試合結果を見ると、今すごく強くなっている先輩でも、始めた頃は勝てな
かったという当たり前のことも見て取れます。アルバムにはカメラマンの愛情あふれる写真が盛りだくさ
ん。ホームページには駒剣の宝物がいっぱい詰まっています。時間をかけて探してみてください。
　〈鳩ヶ谷の大会〉　〈鳩ヶ谷の大会〉　〈鳩ヶ谷の大会〉　〈鳩ヶ谷の大会〉
　１１月２３日に行われた「鳩ヶ谷市秋季剣道大会」では、たくさんの選手、稽古参加者、応援団が参加
いただきありがとうございました。試合は残念ながら２チームとも予選リーグ２位となり、決勝リーグには進
めませんでした。賞状やメダルは手にできませんでしたが、きっと参加した者一人一人が貴重な経験が
できたはずです。
　試合前、駒剣はどの団体よりも先をとって稽古を始めました。中学生の打突が力強く、とても頼もしく見
えました。実際の試合でも一本も落とせないところから二本勝ち、また二本勝ちと大逆転してくれました。
小学生は、選手でなくとも合同稽古をがんばろうと、自分から「お願いします」が言えて積極的に稽古し
ていたとの報告も受けました。また次があります。これからの時期、地道な稽古が地力を作ります。みん
なで精進していきましょう。
　〈土曜日のテーマ〉　〈土曜日のテーマ〉　〈土曜日のテーマ〉　〈土曜日のテーマ〉
　今月、来月と土曜日は私が指導当番をやらせていただきます。この２か月のテーマは「力強さ」です。
強い踏み込み、強い打突、強い体当たりなどに取り組んでいきます。最近、修道館でも６年生に体当た
りを多く稽古に取り入れています。遠間から勢いをつけて面を打って体当たりしても、私を後ろになかな
か下げることができません。体格に差があることは当然ですが、勢いのまま自分の体重をうまく相手にぶ
つけられれば相当なパワーが生まれます。体当たりをして相手を下げることができれば、自分がさらに前
へ出て打てるわけです。
　“強い打ち”と“痛い打ち”は違います。当たらないと竹刀が床を叩いてしまうような締まりのない打ちは
ダメです。雑巾をしぼるようにして打突後竹刀が上に弾むような打ちは、痛くないけどピシッと強さを感じ
ます。おそらくみんなは打たれた経験からその感覚がわかるはずです。「力強さ」は、体の大きい小さい
ではありません。構えた時、あるいは少し打ち合った時に「強いな！」と相手に思われるような剣道を目
指して稽古していきます。
　〈クリスマス〉〈クリスマス〉〈クリスマス〉〈クリスマス〉
　２３日はお楽しみのクリスマス会です。ゲームにプレゼント交換、そして恒例の
四色対抗団体戦もあります。ゲーム、試合ともに勝てば賞品が出ます。
子どもも大人も、剣道する人もしない人も駒剣みんなで大いに楽しみましょう。
小学生は翌日が終業式ですね。楽しいクリスマスイブを過ごすためにも、
２学期のまとめをしっかりやって、担任の先生から素敵なプレゼント（通知票）を
もらえるようにガンバレ！ 本荘先生ありがとうございましたm(_ _)m
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11/1（土）　　菅原先生・本荘先生・尾島先生

・本太小の学校公開で初めは少ない人数でしたが、

　終わりには大勢になり大変活気溢れる稽古でした。

11/6（木）　　本荘先生・尾島先生・石井先生・木村（由）先生

・本荘先生より、道場の外（廊下）での立ち振る舞い、先生方、成人会員の方々に

　自分から元気よくあいさつする、荷物の整理等、ルールの確認のお話。

・私も自分から進んであいさつが足りなかったなあーと反省。

・２３日の鳩ヶ谷の選手決めの為に今度の（土）は試合なので、それに向けて丁寧なお稽古をつけて

　いただきました。

11/8（土）　　菅原先生・本荘先生・尾島先生・木村先生

・練習を始める前に、道場に入る時、元気にあいさつしましょうとのお話がありました。

・試合のときは特に声を出しましょう。

11/13（木）　　尾島先生・木村（由）先生・近藤（千）先生

・先生方の大きな声に導かれるように、子供たちも声が出ていて活気ある稽古でした。

・一級審査にむけて休憩もとらず、日本剣道形の稽古。審査頑張ってください。

11/15（土）　　菅原先生・本荘先生・尾島先生・神田先生

・菅原先生のお誕生日当日でした。お花をお渡しして、みんなでお祝いしました。

・大人数で声を大きく、気合いの入った稽古でした。

・中牟田先輩が来てくださいました。

11/20〈木〉　　尾島先生・石井先生

・初めに、石井先生より女子剣道の講習会のご報告がありました。高段者にとっても

　「まずは足さばきが大切」とのお話でした。

・鳩ヶ谷の試合が近いので、練習にも熱が入っていて、あっという間の２時間でした。

11/22〈土〉　　菅原先生・本荘先生・尾島先生

・練習を始める前のあいさつ、話をよく聞き、元気に頑張りましょう。

・明日の試合のことについてお話がありました。

11/27〈木〉　　尾島先生

・鳩ヶ谷秋季大会の感想が尾島先生・千葉さん・田上くんからありました。

・原点に戻って、面の練習を中心に行いました。

・最初に発声練習をしたせいか、いつもより大きな力のこもった声が道場に響いていました。

11/29〈土〉　　菅原先生・本荘先生

・菅原先生に刀（真剣）を見せていただいた。子供たちは、わくわくドキドキ真剣な（！）

　眼差しで見ていた。初めて見る刀は子供たちにとって、とても大きく輝いて見えたのだろうか？？

　先生の説明を興味深く熱心に聞いていた。

お当番さん、ありがとうございました。m(_ _)m

１１月のお当番さんノートの感想より１１月のお当番さんノートの感想より１１月のお当番さんノートの感想より１１月のお当番さんノートの感想より

こんにちは！
よろしくお願いしま
す！
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先月号のホームページに関するアンケートにご協力ありがとうございました。

（ちょっと回答数が少なかったのですが）結果をご報告します。

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る？

質問２． こまけんのホームページを見たことがある？

質問３． どのくらいの頻度で見ている？

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。

やっぱりホームページってすごいんですね～♪　本当に管理人さんに感謝感謝ですね！

これからも駒剣同様、ホームページをみんなで盛り上げていきましょうね♪

・いつも楽しく見ています。・いつも楽しく見ています。・いつも楽しく見ています。・いつも楽しく見ています。パソコンが少々苦手な我が家では感激です。夏合宿の写真も楽しく見ました。
　管理人さん、ありがとうございます！！（ＰＮ　「でかでかけしごむ」さんより）
・今やすっかり駒剣にどっぷりお世話になっていますが・今やすっかり駒剣にどっぷりお世話になっていますが・今やすっかり駒剣にどっぷりお世話になっていますが・今やすっかり駒剣にどっぷりお世話になっていますが、ご縁は３月に大阪で見たホームページからです！
　即、剣道クラブを探しました。ホームページのとおり、熱くてみなさん親切で楽しい駒剣で良かったです。
　本当にホームページさまさまです！（ＰＮ　「大阪産団子３兄弟」さんより）
・１さいのおたんじょうびおめでとうございます。・１さいのおたんじょうびおめでとうございます。・１さいのおたんじょうびおめでとうございます。・１さいのおたんじょうびおめでとうございます。ホームページがつくれる冨田さんは、すごいと思います。
　これからもよろしくおねがいします。（匿名希望さんより）
・いつもありがとうございます。・いつもありがとうございます。・いつもありがとうございます。・いつもありがとうございます。（ＰＮ　「かんこくじー」さんより）
・いつもありがとうございます。・いつもありがとうございます。・いつもありがとうございます。・いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。（匿名希望さんより）
・いつも楽しみにして拝見しています・いつも楽しみにして拝見しています・いつも楽しみにして拝見しています・いつも楽しみにして拝見しています。ていねいな更新をありがとうございます。ホントの大変さはやっている
　本人でないとわからないと思いますが、今後も宜しくお願いします。（ボンダイさんより）
・ホームページのおかげで駒剣を知ることができました。・ホームページのおかげで駒剣を知ることができました。・ホームページのおかげで駒剣を知ることができました。・ホームページのおかげで駒剣を知ることができました。ありがとうございます。（匿名希望さんより）
・冨田さんお一人にご負担をおかけして申し訳ないですが、・冨田さんお一人にご負担をおかけして申し訳ないですが、・冨田さんお一人にご負担をおかけして申し訳ないですが、・冨田さんお一人にご負担をおかけして申し訳ないですが、ホームページのお陰で駒剣は外に広く開かれ、
　内の結びつきは深くなりました。感謝！！（ＰＮ　「ハイジ」さんより）

・ワザップ・ワザップ・ワザップ・ワザップ（ん～？　ゲームの攻略法とかかな？）
・アニメのホームページ・アニメのホームページ・アニメのホームページ・アニメのホームページ（どんなアニメ？）
・宮城県にある黒松少年剣道クラブ・宮城県にある黒松少年剣道クラブ・宮城県にある黒松少年剣道クラブ・宮城県にある黒松少年剣道クラブ（ＫＫ君が所属していたクラブ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＫＫ君は進級の報告などをちゃんとしていて偉いです！）
・学校のホームページ・学校のホームページ・学校のホームページ・学校のホームページ（これも良いことですね。エライ♪）
・埼玉剣連、リンクされている剣友会・埼玉剣連、リンクされている剣友会・埼玉剣連、リンクされている剣友会・埼玉剣連、リンクされている剣友会（はい、ここは押さえですね）
・宇宙のホームページ・宇宙のホームページ・宇宙のホームページ・宇宙のホームページ（なんか壮大な感じ～♪）

・ゲストブック、お知らせ窓、最近のトピックス　　　　　・駒剣ライブラリー、活動記録・ゲストブック、お知らせ窓、最近のトピックス　　　　　・駒剣ライブラリー、活動記録・ゲストブック、お知らせ窓、最近のトピックス　　　　　・駒剣ライブラリー、活動記録・ゲストブック、お知らせ窓、最近のトピックス　　　　　・駒剣ライブラリー、活動記録
・星やん武芸帳（一番多かったです！）　　　　　　　　・練習予定、スケジュール・星やん武芸帳（一番多かったです！）　　　　　　　　・練習予定、スケジュール・星やん武芸帳（一番多かったです！）　　　　　　　　・練習予定、スケジュール・星やん武芸帳（一番多かったです！）　　　　　　　　・練習予定、スケジュール
・合宿の時の写真　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・本荘先生の文章・合宿の時の写真　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・本荘先生の文章・合宿の時の写真　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・本荘先生の文章・合宿の時の写真　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・本荘先生の文章

ほとんど毎日・・・２　　週に１～２回・・・３　　月に１～２回・・・４ほとんど毎日・・・２　　週に１～２回・・・３　　月に１～２回・・・４ほとんど毎日・・・２　　週に１～２回・・・３　　月に１～２回・・・４ほとんど毎日・・・２　　週に１～２回・・・３　　月に１～２回・・・４

はい・・・９　　　　　いいえ・・・１はい・・・９　　　　　いいえ・・・１はい・・・９　　　　　いいえ・・・１はい・・・９　　　　　いいえ・・・１

はい・・・１０　　　　　いいえ・・・０はい・・・１０　　　　　いいえ・・・０はい・・・１０　　　　　いいえ・・・０はい・・・１０　　　　　いいえ・・・０

　　　　　駒剣ホームページに関するアンケート結果　（有効回答数・・・10通）　　　　　駒剣ホームページに関するアンケート結果　（有効回答数・・・10通）　　　　　駒剣ホームページに関するアンケート結果　（有効回答数・・・10通）　　　　　駒剣ホームページに関するアンケート結果　（有効回答数・・・10通）

4



１１月２３日鳩ヶ谷剣道連盟主催の秋季剣道大会に参加しました。

Ａ、Ｂチームとも、予選リーグは２位になり、惜しくも決勝リーグに進むことはできませんでしたが、

見ごたえ充分！、よい試合がたくさんありました～♪短い時間でしたが、合同稽古も

いろいろな人とできて、終わった時はみんなとてもよい顔でしたね～(*^_^*)

以下は、試合の結果とコメント、選手や合同稽古に参加した人の感想です。

チーム 先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将 勝ち数（本数）

本荘日向 松本駿平 渡辺周平 田上征哉 千葉智佳 西聖仁 本荘風人

田中 中山 木村 関根 竹田 中山 市川

コメント

安行Ａ

駒剣Ａ

かけひきの中
で、もっと攻
めの部分を
多く。※かけ
ひきはとても
上手。

胴にたよらず
もっと面を打
てば２本取れ
た。

かなり強烈な
攻めをする相
手だった。良
い試合だっ
た。

積極的に攻
めていた。引
き胴はまっす
ぐすぎる（追
われないよう
に）

もっと声を出
さないと。積
極的な攻め
がほしい。

技が単発す
ぎる。

しっかり上か
ら乗ること。攻
めていない胴
は打たない
方がよい。

１（１）

４（４）
ド メ

メ

ココ

Ａチーム　予選リーグ第１試合Ａチーム　予選リーグ第１試合Ａチーム　予選リーグ第１試合Ａチーム　予選リーグ第１試合

Ａチーム　予選リーグ第２試合Ａチーム　予選リーグ第２試合Ａチーム　予選リーグ第２試合Ａチーム　予選リーグ第２試合

チーム 先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将 勝ち数（本数）

中牟田莉奈 森　渉 野口亮 有田楽 松尾雅樹 稲森隆太郎 中牟田侑紀

小勝 塚田 宗村（奈） 宗村 森本 渡部 高根

３（６）

コメント

小手がいいと
ころあった。
引き分けは
勝ちに値しま
す。重要な引
き分けでし
た。

相手の面が
速かった。二
本目は打っ
た面を抜か
れての面。次
ガンバレ！

小手に惜し
いのがあっ
た。相手の面
が強かった。
動きは良かっ
たし、気合い
も入ってい
た。

相手をよく見
ていました。
落ちついて
いて良かっ
た。

相手の一本
目の胴は浅
かったが、旗
が上がってし
まった。松尾
君勝ててた
ナ。次期待し
てるよ。

落ちついて
いました。自
分からの攻め
が相手に伝
わるともっと
楽に相手を
引き出すこと
ができます
よ。

見ていて安
心。さすがに
強い。ほれぼ
れしました。
剣道をよく
知っているな
～。大きな勝
利！！

戸塚

駒剣Ｂ ３（７）

メ

ド メ

メ

ド

メ メ ド メ

メ コ コ ド

Ｂチーム　予選リーグ第１試合Ｂチーム　予選リーグ第１試合Ｂチーム　予選リーグ第１試合Ｂチーム　予選リーグ第１試合

チーム 先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将 勝ち数（本数）

本荘日向 松本駿平 渡辺周平 田上征哉 千葉智佳 西聖仁 本荘風人

岡田 名倉 佐藤 宇田川 青木 伊藤 浅見

３（４）

コメント

一生懸命前
に出ていまし
たが、相手の
面の方がス
ルドイ。

前の試合より
声が出てい
た。飛び込み
胴が多すぎ
る。

前の試合より
体が動いて
いた。竹刀が
早く上がりす
ぎ。

手数が多く、
気持が切れ
ない相手だっ
たが、技の上
では田上が
まさってい
た。

開始直後の
返し胴は１本
でもよい。気
持ちも入って
いたが、おし
い。

しっかり下を
攻めないか
ら、上の攻め
がきかない。
逆胴はしっか
り抜けること。

少し声が足り
ないか・・・本
当なら面、小
手２本入って
いたと思いま
すが。

戸塚

１（２）駒剣Ａ

メ

メ

メメ

メ

メ
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　　　　みんなの感想　　　　みんなの感想　　　　みんなの感想　　　　みんなの感想

「楽しかったです。もっと練習したいです。」（４年　野口くん）

「二試合目に勝てば銅メダルがもらえたのに、とれなくてざんねんです。もっと強くなりたいです。」（３年　本荘くん）

「３位になれなくて残念でした。」（４年　渡辺くん）

「メダルがもらえなくてくやしいです。けいこをいっぱいやって、次のしあいでゆうしょうしたいです」（３年　松本くん）

「私はせんぽうで勝たなくてはいけなかったのに、ひきわけやコテを１本入れられて負けで、チームの人たちに

　迷惑な試合だったと思ってはんせいしています。次回、試合に出る時は、相手が男子でも女子でも、強くても

　弱くても勝てるようにしたいです。そのためにふだんのけい古をがんばりたいです。」（４年　中牟田さん）

「よい結果は出せなかったけど、いろいろな人と練習や試合ができて良かったです。今後は面が決められるような

　試合ができるように頑張って練習していきたいです。」（中２　本荘くん）

「今回は勝てなくて、２回戦目はあっさり負けてしまった。気をつけて試合をするようにしたい。」（６年　千葉さん）

「今日の相手は背が高くてやりにくかった。チームでは最初に２，３人しか勝てなかったけど、中学生が勝って

　くれてよかった。」（６年　松尾くん）

「１位になれなかったけど、二試合やって二試合とも勝ててよかったです。来年の試合も出て、今日よりいい

　成績を残したいです。」（５年　有田くん）

「一試合目、先鋒からのいい流れでそのペースが最後まで続いて勝てました。二試合目、最初から少し相手に

　押されていて、巻き返せず、負けてしまいました。寒稽古と鳳翔剣大会も頑張りたいです。」（６年　田上くん）

「合同稽古の時間が短くて物足りなかった。飛び込み胴がうまく打てた。」（５年　真砂くん）

「あまりいい結果は出せなかったけれど、とてもレベルの高い試合を見れたのでいい経験になりました。

　しっかりとこの経験を生かして稽古していきたいです。今回はありがとうございました。」（中２　稲森くん）

チーム 先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将 勝ち数（本数）
中牟田莉奈 森　渉 野口亮 有田楽 松尾雅樹 稲森隆太郎 中牟田侑紀

八谷（玲） 佐土原 小川 小室（春） 吉田（匡） 小室（雄） 安中

３（５）

コメント

相手の出小
手はうまかっ
た。気合いは
あったよ。

つばぜり合い
からの面が惜
しい。よく
やったよ。

下がったとこ
ろに面。相手
がうまかっ
た。

絶えず、攻め
る姿勢は立
派。一本目の
引き小手うま
い。二本目の
小手もうま
い。

勝つんだとい
う意思がこち
らにも伝わっ
てきました。よ
い試合でし
た。

相手は県代
表選手。善戦
しました。強く
なってます
ね。

試合は安心
してみていら
れる。打つべ
き所を打てる
よい選手で
す。

※中学生は安心
してみていられ
た。直線的に後
ろに下がってしま
うところを打たれ
ていた。つばぜり
あいで竹刀と胴
がついてしまう、
腕がおれてしまう
のは注意。場外
反則はなかった。

戸塚

駒剣Ｂ １（２）

メ

コ

コ

コ

メ ドコ

Ｂチーム　予選リーグ第２試合Ｂチーム　予選リーグ第２試合Ｂチーム　予選リーグ第２試合Ｂチーム　予選リーグ第２試合
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「初めて７人１チームの大将をやらせて頂いて改めてチームをまとめることや勝つべき所で勝つ大切さを学べ

　ました。これからは３分間で確実に１本とれるような稽古をしていきたいと思います。」（中２　中牟田さん）

「ちょっとつかれたけど、かかりげいこがんばりました。お兄ちゃんが勝ってよかったです。」（２年　有田さん）

「もっと強くなって次回は試合に出たいです。手が赤くなるまでおうえんできなかったけど、観てて面白かった

　です。」（５年　山崎くん）

「今日、しあいのおうえんに行きました。本じょうかざとせんぱいがすごいめんをうっていたので、ぼくもあんな

　めんがうちたいです。」（２年　真砂くん）

「私は試合にはでれなかったけど、応援で駒剣のみんなや他の剣友会の人たちの試合を見ていて、いろいろと

　勉強になりました。合同稽古では、ふ段一緒に稽古できない人とできてよかったです。これを生かして次の

　大会には出れるようにがんばりたいです。」（６年　稲森さん）

「いろんな所の人とけい古ができてよかったです。きかいがあればまたやりたいです。」（６年　石田くん）

「ぼくはしあいは出られなかったけれど、さいごのごうどうけいこは出られました。しあいを見て、ぼくも早く

　つよくなりたいなとおもいました。」（１年　真砂くん）

「今日は、私は試合には出られなく、足が痛くて最後の地稽古もやれなかったので、応援だけでした。

　応援していて思ったことは、駒剣は入賞はできなかったけど、試合をみているととても迫力がありました。

　また、「おしいっ」と思ったり、「何ではたが上がらないの」と思うものがたくさんありました。きっと、

　声やぬけが足りなかったり、あたりや間合いがいまいちなんだろうなあと思いました。これからも

　試合に出て勝てるように稽古を頑張っていこうと思いました。」（６年　渡辺さん）

「今回は試合に出られなかったので残念でしたが、合同稽古で駒剣以外の人と稽古をするという

　目標が達成できたのでよかったです。」（６年　小林くん）

「つよい人もいたけど、その人たちよりもつよくなりたいです。」（２年　新井くん）

「応援をしっかりすることができた。合同稽古では他の剣友会の人や先生と地稽古をした。

　今回の合同稽古で学んだことを次からの稽古に活かしていきたい。」（６年　松浦くん）

 　　 　　　

鳩ヶ谷剣連の方々、お世話になりましてありがとうございましたm(_ _)m
先生方、記録をつけていただいたり、当日参加くださった成人会員さん、
役員のみなさん、ご父兄の方々もありがとうございましたm(_ _)m
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ん～～？　KENDO（ｹﾝﾄﾞｳ）は剣道かな？　JUDO（ｼﾞｭｳﾄﾞｳ）は柔道かな？　

KARAOKE（ｶﾗｵｹ）はカラオケ？

EKIDEN（ｴｷﾃﾞﾝ）ってなんや？　ひょっとして、あの何人かで

襷（タスキ）を渡しながら走るリレーの長距離版（ﾁｮｳｷｮﾘﾊﾞﾝ）の駅伝かな？　

ン～？何が共通してるんでしょうか？　

そうです、良平さんが好きなものです！　

大せいか～い！ピンポ～ン！

と思った人、ざんね～～ン！　この4つに共通するのは日本で始まって、

世界中に広がって、どこの国でも通じるものです。　

アメリカでケンドウ、フランスでジュウドウ、アフリカでエキデン、中国でカラオケと言っても

通じます。しかし、漢字やカタカナで剣道、柔道、駅伝、カラオケと書いても通じまへん。

このなかでエキデンは駅伝と書きますが、何人かの選手がタスキを次の選手に手渡しながら競走し順位を

競うものです。　この駅伝は1年の内ではこれから寒くなりますが一番良いシーズンになります。

何で？これから寒くなるのに外を走り回るのに一番良いシーズンかと言うと、剣道の稽古でもそうですが

暑いときに激しい運動を長くすると熱中症という怖い病気になったりしますが、寒稽古を経験している人は

分かると思いますが、雪が降ったり氷がはったりするメッチャクチャ寒い時でも稽古すると温かくなり、

次第に熱くなってきますよね。駅伝やマラソン大会が冬に行われるのが多いのはその為です。

（な～るほど？　確かに埼玉大学の寒稽古は真っ暗なうちに起きて、雪が降ってた事も、氷がはってて、「なんでこんな寒い

時にわざわざ厳しい稽古すんねやろ～？」と思ってたけど、稽古が終わったら「チョ～～気持ちイ～！」し、寒くないもんね。）

この駅伝のおもしろいところは、国際陸上競技連盟ではマラソンと同じ４２．１９５ｋｍを6人の選手が走る

ことになっていますが、（1人目5Km、2人目10km、3人目5ｋｍ、4人目10km、5人目5ｋｍ、6人目7.195km）

中には富士登山駅伝（富士山のふもとから～頂上まで約50kmを往復する）、九州駅伝（九州一周 約1100km

を10日かけて72人でタスキをリレー）、という気の遠くなるような駅伝もあります。

とつぜんですがとつぜんですがとつぜんですがとつぜんですが、、、、問題問題問題問題ですですですです！！！！
KENDO(ｹﾝﾄﾞｳ）、JUDO（ｼﾞｭｳﾄﾞｳ）、EKIDEN（ｴｷﾃﾞﾝ）、KENDO(ｹﾝﾄﾞｳ）、JUDO（ｼﾞｭｳﾄﾞｳ）、EKIDEN（ｴｷﾃﾞﾝ）、KENDO(ｹﾝﾄﾞｳ）、JUDO（ｼﾞｭｳﾄﾞｳ）、EKIDEN（ｴｷﾃﾞﾝ）、KENDO(ｹﾝﾄﾞｳ）、JUDO（ｼﾞｭｳﾄﾞｳ）、EKIDEN（ｴｷﾃﾞﾝ）、

KARAOKE（ｶﾗｵｹ）に共通することは何でしょうか？KARAOKE（ｶﾗｵｹ）に共通することは何でしょうか？KARAOKE（ｶﾗｵｹ）に共通することは何でしょうか？KARAOKE（ｶﾗｵｹ）に共通することは何でしょうか？

 　　 　　　

渡辺　良平渡辺　良平渡辺　良平渡辺　良平
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　富士登山駅伝は富士山を走りながら登っていくのだから、

かなり体力がいりますね。また、頂上に着いたら

次は富士山を勢い良く走って降りて行きます。

もちろん、富士山の道は砂や石ころだらけです。。。。

当然、転んで怪我（ケガ）をする人もたくさんいます－－－－

掛かり稽古より大変だぞ～～！！

良平さんはこの駅伝が好きで、お正月には東京-箱根間

往復大学駅伝をよくミカンを食べながらテレビで観ていました

。どこがおもしろいか？と言うと20校以上の大学の選抜チームが

参加するのですが、3人目を過ぎたあたりから

さっきまで10位だったチーム、20位だったチームでも

時どきタスキを受け取ってあっという間に5人抜き、

7人抜きして上位になってきて、5～6人目で1位になって、

でも結局7人目で抜かれて2位になったりと最後の最後まで

結果がわからないからおもろいんです。

お正月（1月2～3日）に観てみ～～

なんか、今は剣道も強くない、勉強もあまりできない人でも「あきらめず」に頑張ってたらいつか良い成績なんか、今は剣道も強くない、勉強もあまりできない人でも「あきらめず」に頑張ってたらいつか良い成績なんか、今は剣道も強くない、勉強もあまりできない人でも「あきらめず」に頑張ってたらいつか良い成績なんか、今は剣道も強くない、勉強もあまりできない人でも「あきらめず」に頑張ってたらいつか良い成績

がだせるんだ！　今、調子が良くても怠（なま）けたり、気を抜いていると知らん間に抜かれるんだ！とがだせるんだ！　今、調子が良くても怠（なま）けたり、気を抜いていると知らん間に抜かれるんだ！とがだせるんだ！　今、調子が良くても怠（なま）けたり、気を抜いていると知らん間に抜かれるんだ！とがだせるんだ！　今、調子が良くても怠（なま）けたり、気を抜いていると知らん間に抜かれるんだ！と

教えられているような気がします。教えられているような気がします。教えられているような気がします。教えられているような気がします。

今今今今あかんかってもあかんかってもあかんかってもあかんかっても頑張頑張頑張頑張ってたらいつかってたらいつかってたらいつかってたらいつか強強強強くなれるでーくなれるでーくなれるでーくなれるでー

う～ん、そうかあ、今だめでも、頑張ればいつか・・・・うん！そうですよね！　今だけじゃない！これからだ！　そう思って頑張ればいいんだ！
良平さん、よいお話をありがとうございましたm(_ _)m　　　　あこ先輩、かわいいイラスト、ありがとうございました～(^^)/
来年もどうぞよろしくお願いしますm(_ _)m
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先月号で沼田小旅行報告をしてくださった神田さんからバトンを受けたのは、中牟田さんです。

中牟田３姉妹の優しいパパさん。稽古や試合のときにいろいろアドバイスしてくれたり、夏合宿では、
バスに酔ってしまった子をかいがいしくお世話してくださったり・・・。

子煩悩なマイホームパパのイメージが強い中牟田パパさんのお話は何かな～？　楽しみです♪

それではよろしくお願いしま～す！

ハイ！　神田さんからバトンを受けまして、今月は中牟田が担当させていただきます。ハイ！　神田さんからバトンを受けまして、今月は中牟田が担当させていただきます。ハイ！　神田さんからバトンを受けまして、今月は中牟田が担当させていただきます。ハイ！　神田さんからバトンを受けまして、今月は中牟田が担当させていただきます。

ここ最近、日に日に寒くなってきています。こんな時にはやっぱり「お鍋」「お鍋」「お鍋」「お鍋」が恋しくなってきますよね。
温かくって、美味しくって・・・。

お鍋というと、大むかしから日本にある料理かな・・・と思っていましたが、実は鍋料理として確立してきたのは
江戸時代の後期で２５０年ほどしか経っていないそうなんです。
　農村で囲炉裏（いろり）を囲み、鍋料理を食べているというイメージがあるのですが、具材をその場で煮炊きしながら
直箸を入れて食べるという「鍋料理」のスタイルはなかったということです。しかし、新し物好きの江戸っ子たちが、
座敷に小鍋やコンロを持ち出し、鍋料理として食べ始めたのが全国的な大ブームとなったとされています。

　ところで、皆さんはどんなお鍋が好きですか？　お鍋は日本の文化！　いや、世界各国にも色んなお鍋料理が
ありますよね。私の知っているいくつかのお鍋をご紹介しましょう。

１．九州名物！１．九州名物！１．九州名物！１．九州名物！
　私の故郷九州の名物鍋を２つご紹介しましょう。
　

　　　　１つ目は「水炊き」１つ目は「水炊き」１つ目は「水炊き」１つ目は「水炊き」
鍋に水を入れて、鶏のぶつ切りを入れて鶏のスープを
取っていきます。ちゃんとしたお店では、鶏から長時間
かけて丹念にだしをとって、このだしを使って鍋にして
いきます。　具材を入れる前にこのスープだけを頂く
お店もあります。このスープは鶏の旨みが出た味わい
深い一品となっています。鶏のだしが出たところで、
野菜やその他の具材を入れて美味しくいただきます。
味はシンプルで薄味ですのでポン酢などでお召し上がり
ください。　具材もシンプルにする方が鶏のだし汁をより
楽しむことができるでしょう。残ったスープはやっぱり
雑炊ですね。

　２つ目は「もつ鍋」。２つ目は「もつ鍋」。２つ目は「もつ鍋」。２つ目は「もつ鍋」。
事前に柔らかくゆでたもつ（内臓です）と、キャベツとニラを鍋からこぼれんばかり入れていきます。
スープは醤油ベースと味噌ベースで、ニンニクがたっぷり利いたスープ。火をかけて、ぐつぐつすると、あれだけ
山積みになっていたキャベツやらニラがあっという間に鍋の中に収まってきます。そうすれば食べごろ！
もうひたすら食べて、ビールを飲んで（お酒は２０歳になってからね！）、白いご飯にも相性はいい。最後は
太いちゃんぽん麺を入れて、汁まで飲み干す。ご馳走様！

へ～そうなんですか～！知りませんでした～(^o^)

よっ！九州男児！

へえ！　もつ鍋のしめは
ちゃんぽん麺なんですね♪
おいしそう(*^_^*)

10



２．ふぐちり ＶＳ あんこう鍋２．ふぐちり ＶＳ あんこう鍋２．ふぐちり ＶＳ あんこう鍋２．ふぐちり ＶＳ あんこう鍋

　ふぐふぐふぐふぐは山口県下関が有名ですが、大分も有名。私の会社の工場が大分にあり、冬になると丸まる太ったふぐが
食べられます。　猛毒で有名なふぐの身は、シコシコとして淡泊で上品は味わい。皮は弾力があってこれも美味しい。
そのままポン酢でも美味しいです。しかし、ふぐちりの旨みのベースはふぐの骨やひれなど。水を入れた鍋がぐつぐつ
と煮立ってきたら、この骨やひれなどを入れ、あくをとりながら待つこと数分。ふぐのエキスはもう十分に鍋の中に
溶け出しています。早速、骨のついたぶつ切りのふぐを食べてみる。身離れがよく、ぷりっとした感触。次にひれや
皮の部分。もちもちして柔らかいゼラチン質。そしてふぐの身の薄造りを軽く火にいれて薬味の入ったポン酢で
いただきます。何とも上品は味わい。ふぐのエキスのしみ込んだスープは、やっぱり雑炊でしょう。幸せです。

　この西のふぐに負けないのが東の代表のあんこう。あんこう。あんこう。あんこう。
私は浦和に来る前に、鹿島というところにいましたが、
冬になると近くのお魚屋さんで売っていました。皆さんは
あんこうを知っていますか？海底に住んでいる口が大きな
グロテスクな魚。最初に食べた人は偉い！　と思います。
ふぐと同じように顔に似合わず白い淡泊な味の魚です。
このあんこう、身はぶつ切りにし、皮もひれもえらも内臓の
部分も切り分けます。あんこう鍋もふぐちりと同じように
作っていきます。身は骨からするりと離れ、その身の
弾力感はふぐ以上です。皮やひれも美味、コラーゲンの
固まり。さてこれからがあんこうの主役の肝、その名も
「あんきも」。これを鍋に入れてしゃぶしゃぶとして、
一気に喰らう、美味い！　ふぐちりに比べて味が濃い
あんこう鍋は、雑炊も良いが、うどんで食するのもよいですよ。

３．鍋にせんべい３．鍋にせんべい３．鍋にせんべい３．鍋にせんべい

　青森県暗部の八戸に「せんべい汁」と呼ばれる鍋があります。
「エッ！　おせんべいをお鍋に入れるんですか」と私も最初に
思いました。青森県南部から岩手県北部の地方に南部せんべい
と呼ばれるせんべいがあります。　ピーナッツが入った甘くて
歯ごたえのあるせんべいです。
お鍋に入れるせんべいは、南部せんべいの仲間ですが、
「おつゆせんべい」、「かやきせんべい」と言われる汁専用の
せんべいで、甘くも、塩辛くもない、無味で固いものです。
　私も早速買って帰り、鍋に入れてみました。
鍋は醤油ベースの鍋が合います。鍋の中に具材を入れ、
ぐつぐつ煮込まれた中にせんべいを４つに割り入れる。
このせんべいが鍋の美味しいエキスをたっぷり含んでいく。
このせんべいは煮くずれることがなく、食べてみると弾力があり、
歯ごたえ十分で、それでいてスープがじゅわーと出てきてなかなかの美味。
一度お試しあれ。

　他にもご紹介したい鍋が数多くありますが、お時間です。全国には郷土料理としてたくさんの鍋がありますよね。
皆さんも自慢したい鍋料理があると思います。でも何と言っても一家だんらん、仲間とワイワイ騒いで食べる・・・
これが一番の具材ですね。
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ともあれ、中牟田さん、写真入りの美味しそうなお話で平成２０年を締めていただいてありがとうございました。
それでは、有賀さ～ん！（あれ？まだだったんですね！）バトン渡りましたよ～！それでは、有賀さ～ん！（あれ？まだだったんですね！）バトン渡りましたよ～！それでは、有賀さ～ん！（あれ？まだだったんですね！）バトン渡りましたよ～！それでは、有賀さ～ん！（あれ？まだだったんですね！）バトン渡りましたよ～！
お忙しいところ恐れ入りますが、栄えある平成２１年の第一走者　１月号よろしくお願い致しま～すお忙しいところ恐れ入りますが、栄えある平成２１年の第一走者　１月号よろしくお願い致しま～すお忙しいところ恐れ入りますが、栄えある平成２１年の第一走者　１月号よろしくお願い致しま～すお忙しいところ恐れ入りますが、栄えある平成２１年の第一走者　１月号よろしくお願い致しま～す
m(_ _)mm(_ _)mm(_ _)mm(_ _)m

さて、次回は有賀さんへバトンタッチです。宜しく～。さて、次回は有賀さんへバトンタッチです。宜しく～。さて、次回は有賀さんへバトンタッチです。宜しく～。さて、次回は有賀さんへバトンタッチです。宜しく～。

わあ～～、日本中にこんなにお鍋の種類があるなんて～！びっくり！！
よし、この冬はいろんな鍋に挑戦だ～！！
・・・・って、最後まで鍋のお話で貫いた中牟田さんって、食品とかレストランとか、そういう関係のお仕事なのかな？
それとも単にグルメ？　　食いしんぼ？？？？　(*^_^*)

日本全国鍋マップ？日本全国鍋マップ？日本全国鍋マップ？日本全国鍋マップ？
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１１月２９日の保護者会には大勢の保護者の方にご出席いただきありがとうございました。
お陰様で、来年度の役員さん候補もスムーズに決まりましたのでご紹介させていただきます。

後援部部長・・・渡辺良平さん（続投）
　〃　副部長・・・真砂ママさん
会計・・・大西ママさん、大野ママさん
書記・・・新井ママさん、清水ママさん
合宿委員・・・中牟田パパさん、野口（亮）ママさん、本田ママ＆パパさん

正式には来年の総会で決定ですが、引継ぎの関係で今後の行事で徐々にお手伝いいただくとのこと。
お世話になります。どうぞよろしくお願い致しますm(_ _)m
これからお世話になります。どうぞよろしくお願い致しますm(_ _)m

今年も駒剣文集「剣は心なり」の原稿募集の季節となりました。
小学生は全員。６年生の保護者の方も卒業記念文集となりますので、原則全員提出で
よろしくお願い致します。お手紙が配られていますので、詳しくはそちらをご覧ください。
〆切間近に、何十人もの原稿を処理するのは大変です。なるべく早めに提出しましょうね♪

　

お 知 ら せ

最後はお楽しみ！星やん武芸帳！年末のごあいさつをいただきました～♪星野さん１年間ありがとうございました。

　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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７：００～大人のクリスマス会（ワシントンホテル　さんばし）
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！プレゼント交換用のプレゼントと温かいコートなどを忘れずに！
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　　　お疲れ様でした～(^^)/

　 　

１２月の予定１２月の予定１２月の予定１２月の予定

　５（月）　　埼玉大学寒稽古（～１９日（月）まで毎日）　午前５：３０～７：３０　（埼玉大学総合体育館）
　　　　　　　　　　１日だけでも３０分だけでもいいから、がんばって参加してみよう(^^)/
　８（木）　　駒剣　稽古始め　５：００～７：００　　今年もよろしくお願いしま～すm(_ _)m
１０（土）　　駒剣　鏡開き　稽古は通常どおり ３：００～５：００　お汁粉の代わりにおまんじゅうが配られます♪
　　　　　　　 埼玉大学寒稽古は５（月）～１９（月）の１５日間！
１１（日）　　埼玉大学　鳳翔剣大会　　９：３０　開会式　　（埼玉大学総合体育館）１１（日）　　埼玉大学　鳳翔剣大会　　９：３０　開会式　　（埼玉大学総合体育館）１１（日）　　埼玉大学　鳳翔剣大会　　９：３０　開会式　　（埼玉大学総合体育館）１１（日）　　埼玉大学　鳳翔剣大会　　９：３０　開会式　　（埼玉大学総合体育館）
１５（木）　　通常どおり　５：００～７：００
１７（土）　　通常どおり　３：００～５：００
２２（木）　　通常どおり　５：００～７：００
２４（土）　　通常どおり　３：００～５：００
２９（木）　　通常どおり　５：００～７：００
３１（土）　　通常どおり　３：００～５：００

１月の予定１月の予定１月の予定１月の予定

新役員さん候補が決まりました新役員さん候補が決まりました新役員さん候補が決まりました新役員さん候補が決まりました

文集原稿大募集文集原稿大募集文集原稿大募集文集原稿大募集
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