
埼玉大学 鳳翔剣大会

おうちのおうちのおうちのおうちの人人人人とみんなでよんでくださいねとみんなでよんでくださいねとみんなでよんでくださいねとみんなでよんでくださいね。。。。
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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 おうちのおうちのおうちのおうちの人人人人とみんなでよんでくださいとみんなでよんでくださいとみんなでよんでくださいとみんなでよんでください。。。。

本荘先生本荘先生本荘先生本荘先生よりよりよりより

新しい年を迎えたと思ったらもう一か月、月日のたつのは本当に速いです。このぶんだと３月が終わるのもすぐ、

たくさんの６年生ととりあえずのお別れをしなければなりません。残り何回かの稽古に全力で取り組んでください。

さて、毎年２月号は恒例の寒稽古報告です。今年も皆さんよく参加しましたね。習慣とは恐ろしいと言いますか、

少し中毒症状があるような気もします (^_^;) 今年の全員の合計参加日数が５９１日です。昨年が４１６日、またまた

大きく記録更新です。１５日間の皆勤賞も昨年の１３人から２１人に増えました！ビックリです。特に今年は、駒剣に

入会して初めて迎えた寒稽古だというのに、嬉々として参加する人が何人もいて驚きでした。

私は学生時代から参加していて、ある意味年中行事になっていましたが、ある年齢から剣道を始めて（再開して）

参加している人にとっては、１月の生活が一変したような、人生が大きく狂った（いい意味で）ような感じがするのだと

思います。本人だけでなく家族にとってもそうかもしれません。本当にお疲れさまでした。

私自身は、久しぶりに半分以上の日数に参加し勝ち越し。カド番脱出！？ しかし、稽古すればするほど、自分の

剣道に自信がなくなるような感覚がありました。また、昨年同様途中から体調を崩し、稽古どころか仕事にまで影響が

出る始末。不甲斐ない有様でした。

一つのことを成し遂げたということは大変立派なことです。毎年のことながら、１５日間皆勤された方に深い敬意を表します。

陸人はランニングからお目々ぱっちり、気合い入っていましたね。華乃子は昨年の途中リタイアの雪辱をしっかり

果たしましたね。千葉ちゃんはもう余裕ですね。３年連続皆勤しての鳳翔剣大会３位おめでとう！かこと周平は

パパさんがいなくてもの皆勤。千秋楽前夜、駒剣を代表しての納会参加ありがとう。裕と宗一郎は初めての寒稽古

での皆勤は素晴らしい。……なんもいえねえ(>_<)

星やんはすでに寒稽古の顔となっています。これからも休めないぞ～。由枝さんの寒稽古日誌は今年もA４、

１３枚ビッシリです。本当によく学んでいます。稲森パパは一段とスリムに。もうムーミンパパとは呼ばせないぞ！？

久枝さんは足が痛いはずなのによく走っていました。すごいがんばりです。清水聡さんの剣道熱は寒い中

まわりをも暖めてくれました。順迎さんは目標を持って意欲的に稽古している様子が、元立ちをしていても伺えました。

着実に強くなっています。

侑紀、茉由、古谷、西の木崎中カルテットは全員が揃って皆勤、見事！菅沼鳳雲賞おめでとう。剣道小僧正成は、

面つけ一番でとにかく目立っていました。裕が跡を継ぎそうです。極意を伝授してあげてください。由奈もさすが。

ライバルがまた頑張っていたので負けられないぞ。来年の試合も楽しみにしています。

千葉母も２階ギャラリーの主として君臨しています。誰もいないのに１人だけ定位置に、という日もありました。真砂

母もいつも温かい目で駒剣全員の子どもたちを見守ってくれていました。感謝です。美保さんは一日法事でやむ

なく欠、私の中では公欠で立派な皆勤賞です。結花も初めてで１４日です。なかなかできることではありません。

陸人母もがんばりました。噂では息子が父を起こすも布団から出てこないとか…

他の人もみんなみんながんばりました！今度の寒稽古は２１日間、もう今年の年末から始まります(-_-)

小学生会員 　　回数 小学生会員 　　回数 成人会員 　　回数 ＯＢ会員 　　回数 後援部員 　　回数

石田　陸人 15 真砂　裕 15 　本荘　真 9 星野　裕美 6 　　千葉母 15

稲森華乃子 15 山崎　直人 5 　尾島　寿子 8 神田　修 1 　　本荘母 3

加藤　晃揮 3 中牟田莉奈 5 　山田　節男 3 近藤　麻美 1 　　田上母 4

神嵜　恵 8 野口　亮 2 　山崎　利男 8 本荘　風人 3 　　松尾母 2

小林　滉生 5 渡辺　周平 15 　渡辺　良平 10 西　　聖仁 15 　　田中母 3

田中裕一郎 4 本荘　日向 4 　西　　博尚 5 星野　正成 15 　　木村母 4

田上　征哉 4 森　　渉 2 　星野　芳範 15 中牟田侑紀 15 　　石田母 13

千葉　智佳 15 本田安葵子 4 　中牟田英明 3 松下　茉由 15 　　神嵜母 8

野口　慶太 1 清水宗一郎 15 　石井　美保 14 藤野　律 5 　　高橋母 3

平島　結花 14 真砂　智 5 　近藤千恵子 4 古澤　由奈 15 　　中牟田母 9

細谷　遼太 3 新井　駿太 5 　木村　由枝 15 古谷　慧 15 　　真砂母 15

松浦　宏大 4 大西　弘泰 3 　冨田　勝実 3 渡辺郁宝 3 　　山崎母 2

松尾　雅樹 3 本田青一郎 5 　近藤　英隆 4 渡辺靖宝 3 　　野口亮母 2

渡辺　かこ 15 真砂　歩 4 　稲森　久士 15 　　本田母 1

有田　楽 1 　石田　昭男 2

木村　啓人 6 　古澤　久枝 15

高橋　慧 4 　清水　聡 15

平田　雄也 7 　本田　正則 5

　新井　孝哉 3

　新井　美鈴 5

　大西美映子　 3

　渡邊　順迎 15

参加32名 　216回 　参加22名 　179回 　参加1３名 　112回 　参加14名 　　84回
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本荘先生、ありがとうございました。

１／８（木） 尾島先生・近藤（千）先生・石井先生

・厳しい寒さの中での稽古始めとなりました。寒稽古にも参加している方もたくさんいると思います。

　どうか体調には気をつけて、一年がんばってください。

１／１０（土） 本荘先生

・朝から埼大の寒稽古に参加してきた人が大勢いましたが、疲れているにもかかわらず、気合い十分に

　稽古していました。

・明日の鳳翔剣大会には、駒剣から１６名の選手が出場します。皆さん、頑張ってください！！

１／１５（木） 古澤先生・渡邊先生・尾島先生

・石井先輩、関口先輩が参加してくれました。

・今日の道場は一段と冷え冷えしていました。でも先生方が稽古内容をいろいろ工夫してくださっていて、

　楽しく、集中して稽古できました。それにしても今日は本当に寒かったです。

１／１７（土） 菅原先生・本荘先生・尾島先生

・沢山の子どもたちが寒稽古に行っていると聞き、とてもびっくりしました。寒い中ご苦労様です。

１／２２（木） 尾島先生

・大寒が過ぎ、今が一年中で一番寒い期間であるにもかかわらず、皆、元気に稽古をしていました。

　この時期だからこそ、得るものがあるのだと思いました。風邪も流行していますので、

　気をつけて頑張ってくださいね。

・ちょっと気になったのは、先生の指示を正確に聞いていないことがあるようです。全員がきちんと

　聞けるようになるといいですね。

１／２４（土） 山田先生

・本荘先生がお休みのため、山田先生に指導していただきました。

・道具（竹刀）のお手入れをすること。

・午前中、小雪がちらつく寒い中、沢山出席していて、すばらしいと思いました。

１／２９（木） 尾島先生

・近藤麻美先輩が来てくれました。（高校合格の報告）おめでとうございます！！

・寒い中、みんな元気に頑張っていました。

・最後のお当番でした。どうもありがとうございました。（６年松尾くんのお母様）

１／３１（土） 本荘先生

・自分だけの勝敗にこだわらず、チームのことを考える（本荘先生より、団体戦のときの注意として）

・試合中はよく声が出ていたと思います。試合をしていない時も、応援したり、真剣に見ている姿がよくみられました。

お当番さん、寒い中ありがとうございましたm(_ _)m

１１１１月月月月のおのおのおのお当番当番当番当番さんノートのさんノートのさんノートのさんノートの感想感想感想感想よりよりよりより

１月３１日（土）の月例試合では、７人制のチームを６つ作り団体戦の戦い方の練習をしました。前半の下級

生が一人前に試合らしくなってきたことと、中盤から後半の５，６年生のしっかりした打突と気迫溢れる攻防が

印象に残りました。全部のチームと戦っていませんので参考ですが、Aチーム(大将松尾君）２勝１分、Bチーム

（大将千葉さん）１勝２敗、Cチーム（大将石田君）２勝１分、Dチーム（大将田上君）１敗２分、Eチーム（大将本

田父様）２勝１敗、Fチーム（大将新井母様）３敗、という結果でした。

AとCが並んでいますが、勝者数が９対７でAチームが上回りました。しかし、直接戦っていませんので、決着

つかずというところでしょう。Eチームは３位ですが、勝者数が１１と勝ち試合ではものすごい勢いで流れをつか

んでいたようです。

来月１日に村岡杯、２０日にさくら草旗争奪剣道大会と大きな大会があります。寒稽古や日頃の稽古で培っ

てきたものが発揮できるよう、今月の稽古でもしっかりやっていきましょう。

明日、１０時から１２時まで埼玉大学において寒稽古のお礼稽古が行われます。例年、グループを作り大学

生や先生方が１人ずつついてくれて、基本打ちなどをていねいに御指導いただけます。きっと、寒稽古時の激

しい表情と違った面も見られると思います。時間がとれる人はぜひ参加してみてください。
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  今年も、沢山の駒剣士が参加した埼玉大学寒稽古。１月１１日（日）には鳳翔剣大会がありました。

  県外からの参加もあり、いずれ劣らぬ強豪相手に、みんな、駒剣士ここにアリ！の堂々たる試合を展開してくれました。本当にかっこよかったよ！！

  成人会員さんがつけてくださった各試合の記録とコメントを紹介します。

４年生４年生４年生４年生
中牟田　莉奈さん中牟田　莉奈さん中牟田　莉奈さん中牟田　莉奈さん

- 森嶋（粕川） ・・・身長差がある相手にもよく攻めていた。いいタイミングで胴も狙ったが惜しい。

５年生５年生５年生５年生
山崎　直人くん山崎　直人くん山崎　直人くん山崎　直人くん

- 渋谷（忠誠館） ･･･相手は手数が多い選手。打った後、手元が上がるのは注意。１回目の反則は

　　　場外反則。２回目は竹刀を落として反則。もったいないよ。試合ではよく

　　　動けていたね。まだまだ稽古が足りないな。

木村　啓人くん木村　啓人くん木村　啓人くん木村　啓人くん
不戦勝 - 梶本（天馬）

- 増田（妙武館） ・・・いい小手が何度かあったが、抜かれて止まったところを面を打たれた。

　　　打突後も前に出ることを心がけよう。

真砂　裕くん真砂　裕くん真砂　裕くん真砂　裕くん
- 金子（朝霞剣） ・・・近い間合いでも打突が目立つ。飛び込み小手はいい打ちがたくさんあるので、

　　　間合いをとった打ちを心がければ良くなる。

６年生６年生６年生６年生
渡辺　かこさん渡辺　かこさん渡辺　かこさん渡辺　かこさん

- 照井（朝霞剣） ・・・相手ははるかに大きな体格。間合いの取り方がムズカシイ。小手がおしい。

　　　竹刀が立ってなければ１本。判定で負けちゃったけど、旗はかこちゃんに

　　　１本上がってましたよ。

平島　結花さん平島　結花さん平島　結花さん平島　結花さん
- 會田（川口北） ・・・初めは打ちにちゅうちょしていたかな？打ち切ることが１本につながります。

　　　相手に乗れた面でした。後半が迷いがなかった。立派！気合いも入ってました。

- 若井（眞和館） ･･･相手は実力者で振りが速いが、平島さんには前に出ようとする力があり、相手は

　　　やりにくそうでした。誠実な剣道です。このまま稽古をしていけば伸びるぞ～～

千葉　智佳さん千葉　智佳さん千葉　智佳さん千葉　智佳さん
- 米内（天馬） ・・・気をてらった胴が惜しい。打つべきところで打てています。延長戦でも気合いが

　　　入っていました。

- 佐藤（眞和館） ･･･立派な返し胴。強くなったね。大人でもなかなか打てない返し胴だったな。

- 若井（眞和館） ･･･２分間は息詰まる戦いでした。相手も強いけど、千葉ちゃん、強かったよ。

　　　　　　　　気迫のこもった試合でした。３位入賞おめでとう！！３位入賞おめでとう！！３位入賞おめでとう！！３位入賞おめでとう！！

稲森　華乃子さん稲森　華乃子さん稲森　華乃子さん稲森　華乃子さん
- 小早川（天馬） ・・・自分から攻めがあると良い。応じ技で、と待っているのが相手に読まれていた。

　　　もっと積極的に。

神嵜　恵さん神嵜　恵さん神嵜　恵さん神嵜　恵さん
- 大島（眞和館） ・・・打突の間合いが近いので惜しい打ちがあったが旗が上がらなかった。

　　　もう少し攻めが欲しい。

松浦　宏大くん松浦　宏大くん松浦　宏大くん松浦　宏大くん
- 江藤（妙武館） ･･･竹刀が振れいていた。合面の勝ちで１本目。１本取られて延長の相手の出小手は

　　　引き出されちゃったね。立派な試合。自分から攻めています。ほんとに強くなった。

小林　滉生くん小林　滉生くん小林　滉生くん小林　滉生くん
- 木村（粕川） ･･･先を取って剣道してました。１本目の面は誰が見てもお手本になる面でした。

　　　力強い面です。安心して見ていられる試合でした。

- 苗村（妙武館） ･･･相手は強い。善戦しました。一本取られた後で、動きが鈍くなったかな。

　　　取られた後は特に自分から攻めていくことが重要。足が止まらないように！！

　　　決して勝てない相手ではなかったよ。

松尾　雅樹くん松尾　雅樹くん松尾　雅樹くん松尾　雅樹くん
- 今井（妙武館） ･･･きれいに跳ぶ込み面が決まった。だが下がる場面も多少あったので

　　　攻めを忘れないように。

　メ - 上野（眞和館） ･･･相手のペースには乗らなかったが、面がもう一本欲しかった。大振りの相手

　　　だったので、よく見て抜き面をもう一度やっても良かったかも。

反

メ

判

ド

判

反

メ

コ コ

判

ド

コ

判

メ

メ
コメ

メコ

メ

判コ

メ
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田中　裕一郎くん田中　裕一郎くん田中　裕一郎くん田中　裕一郎くん
- 岩崎（忠誠館） ･･･いいタイミングで出小手を２回出したが惜しい。いい面が決まった。

- 浅香（荒川） ･･･声も体も前に出ていたが、一本が決まらず。少し相手のペースになってしまったか。

　　　間合いが近い打突も少し多かった。遠間から思い切り飛んで欲しい。

石田　陸人くん石田　陸人くん石田　陸人くん石田　陸人くん

　　- 松本（妙武館） ･･･出ばな小手を取られた。相手は試合慣れしていた。自分の打とうとする時に剣先が

　　上がってしまいそこを狙われてました。相手に剣先の中心を取らせず、剣先を

　　押さえる、払うという仕事をしてから打つことをしてみよう。

田上　征哉くん田上　征哉くん田上　征哉くん田上　征哉くん

- 真栄城（天空剣） ･･･出ばなの面、さすが！！相手が見えてるね。お手本の面です。勝ち進め！

- 新井（荒川剣） ･･･胴決まった！この試合でも相手が見えて、打つべきところで打てています。

　　　キャプテンの意地を感じました。相手は強い選手でした。

- 岡（妙武館） ･･･振り向きざまの面をもらった。相手のリーチが長かったのでとどいたという面だった。

　　　絶えず攻めていたのは立派。

細谷　遼太くん細谷　遼太くん細谷　遼太くん細谷　遼太くん
- 山中（忠誠館） ・・・よく攻めていたが少し下がったところで相手に乗られてしまった。胴を少し

　　　技の組み合わせを考えると良かったかもしれない。良い打ちは多かった。

中学生中学生中学生中学生
古澤　由奈さん古澤　由奈さん古澤　由奈さん古澤　由奈さん

- 向（大原中） ・・・互角の試合展開でお互い決め手ナシ。終了間際に相面を取られてしまった。

　　　もう少し積極的に攻めてほしかった。

本荘　風人くん本荘　風人くん本荘　風人くん本荘　風人くん

- 井上（栗橋東） ・・・小柄だが動きの速い相手。落ちついて相手の動きを見て一本一本確実に決めた。

- 武永（常盤中） ･･･強い相手だったが試合を始終コントロールしていた。引き胴もおしかった。

- 岡村（藤岡北） ･･･一戦目と似たようなタイプの相手。無駄打ちがなく、決めるところで確実に決めた。

- 神原（尾間木） ･･･見事な小手面だった。
ド - 西（木崎清心会） ・・・駒剣ＯＢ同士のすごい試合だった。両者一歩もひかず、見てるほうも息が詰まる

　　　ような攻め合いだった。結局判定になったが、両者積極的に技を出した。

ベスト８おめでとう！ベスト８おめでとう！ベスト８おめでとう！ベスト８おめでとう！

西君、３位入賞おめでとう！西君、３位入賞おめでとう！西君、３位入賞おめでとう！西君、３位入賞おめでとう！

ご指導くださった先生方、当日の記録やお世話をして下さった成人会員のみなさん、

そして応援してくださった保護者の方々もありがとうございました。

みなさん、今年も１５日間の寒稽古、お疲れ様でした。そして諸先生方、学生さんたち、お世話になりまして

ありがとうございました。皆勤した２１人の方々、本当におめでとうございます。

今回は今年初参加で見事に皆勤した方々に感想をいただきました。

小６　真砂　裕くん小６　真砂　裕くん小６　真砂　裕くん小６　真砂　裕くん 　　　「早起きするのが大変だったけれど、しっかり練習できて良かったです。」

保護者　真砂幸子さん保護者　真砂幸子さん保護者　真砂幸子さん保護者　真砂幸子さん 　　　「３日目の朝、起きるのが一番きつかったです。毎朝一緒に見守るママ仲間がいて

　　　　くれたお陰で皆勤できました。寒稽古の成果が早速出ました。２Kg増！？」

小３　清水宗一郎くん小３　清水宗一郎くん小３　清水宗一郎くん小３　清水宗一郎くん 　　　「ぼくが寒稽古で毎日行きたいと思った理由は、ランニングで最後に全速力で走るのが

　　　　たのしかったからです。」

成人　清水　聡さん成人　清水　聡さん成人　清水　聡さん成人　清水　聡さん 　　　「駒剣で寒稽古モードになってきたとき、参加するのが必須条件なのかと思っていました。

　　　　朝早く起きて、着替えている時が一番辛かったですが、子供が平日、登校するためには

　　　　準備運動で切り上げなければならず、もっと練習したかったなぁ（冗談です）。

　　　　運悪く？こういう時に出張が一度もなく、今日だけ頑張ろうと自分に言い聞かせながら、

　　　　とうとう皆勤してしまいました。」　　　　　　　

判

メ

コ ×３

メ×２

ド

メ ×４

メ

メ

メ

メ

判

メ

メ

メ

メ
判

みんな元気に走ってましたね～

今日だけ頑張ろう・・・の積み重ねで１５日間！ 学校やお仕事があるのに、準備運動だけでも

参加されたんですね！すごい根性です！！ 本当にお疲れさまでした。

感想いただいた真砂君とお母様、清水君とお父様、ありがとうございましたm(_ _)m

名物 竜田川
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さて、今年ももう２月・・・ということは、６年生はもうすぐ卒業です。

みんなのあこがれ６年生が１８人も,いなくなっちゃうのは、本当にさびしいですね～(T_T)

そこで今しか聞けない６年生の気持ち、好きなタレントなどなど教えてもらいました。・・・へぇ～そうだったんだ～(^o^)がたくさん！！

１８人分・・・何も考えずに突き進むのみ！！！　いっきま～す(^^)/　　頑張って読んでくださいm(_ _)m

石田くん ６人（人間４人、ハムスター２匹）

稲森さん ４人家族 ２人兄妹

加藤くん ４人家族 弟が一人

神嵜さん ４人家族 兄が一人

神田くん ３人＋３匹（金魚） 兄弟は０

小林くん ４人家族 兄がいます

椙田くん ４人家族 妹が一人

田中くん ３人家族です

田上くん ５人家族 ３人姉弟

QQQQ1111....ペットなどもペットなどもペットなどもペットなども入入入入れてれてれてれて何人家族？兄弟何人家族？兄弟何人家族？兄弟何人家族？兄弟はははは何人？何人？何人？何人？

千葉さん ５人家族 姉が２人

中嶋くん ５人家族 ３人兄弟

野口くん ４人家族 姉が１人

平島さん ４人家族 姉が１人

細谷くん ４人家族 弟も入れて２人

本多くん ７人家族 ５人姉弟

松浦くん ５人家族 兄弟は自分も入れて３人

松尾くん ５人家族 ３人兄弟

渡辺さん ５人家族の３人兄弟です

QQQQ３３３３....学校学校学校学校でのあだでのあだでのあだでのあだ名名名名はははは？？？？

石田くん りくそん（三国志の人物らしい） イッシー

稲森さん かの子、かのちゃん、きの子、もり、稲森

加藤くん 加藤

神嵜さん めぐ、神ちゃん

神田くん 特になし

小林くん コバ

椙田くん スギ

田中くん タナ、田中

田上くん 征哉、田上

千葉さん バチカン

中嶋くん あだ名はない

野口くん のぐ、のぐちーず

平島さん ゆか

細谷くん ほそたに、しげお

本多くん 本多や本多君 （あだ名はボンダッシュ）

松浦くん 松浦、コウタ

松尾くん まっちゃん、まっちゃ

渡辺さん かこ、かこちー、わたなべ、わたべ

QQQQ２２２２....好好好好きなきなきなきな食食食食べべべべ物、嫌物、嫌物、嫌物、嫌いないないないな食食食食べべべべ物物物物はははは？？？？

好好好好きききき(^o^)(^o^)(^o^)(^o^) 嫌嫌嫌嫌いいいい(>_<)(>_<)(>_<)(>_<) 好好好好きききき(^o^)(^o^)(^o^)(^o^) 嫌嫌嫌嫌いいいい(>_<)(>_<)(>_<)(>_<)

千葉さん 特になし とり肉

中嶋くん カレー 納豆

野口くん 肉じゃが うめぼし

平島さん ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ トマト

細谷くん すし 特になし

本多くん カレーライス えび

松浦くん ぎょうざ セロリ

松尾くん ぎょうざ 特にない

石田くん ラーメン カリフラワー

稲森さん ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ、すし、ｱｲｽ 白菜、しいたけ

加藤くん 野菜サラダ おかゆ

神嵜さん うめぼし あさり

神田くん カレーとビーフシチュー つけもの

小林くん ラーメン チーズ

椙田くん ピザ もずく

田中くん ﾗｰﾒﾝ、寿司（とくにまぐろ）、 特になし

QQQQ４４４４....毎日、家毎日、家毎日、家毎日、家でどのくらいでどのくらいでどのくらいでどのくらい勉強勉強勉強勉強しますかしますかしますかしますか？？？？

石田くん ４０分

稲森さん ３０～４０分

加藤くん １時間

神嵜さん ３０分～１時間

神田くん １時間半から２時間ぐらい

小林くん ３０分くらい

椙田くん ３０分くらい

田中くん ２０分位

田上くん ３０分～１時間位

千葉さん ３０分～１時間

中嶋くん １０分

野口くん ２０分くらい

平島さん ３０分

細谷くん １時間半くらい

本多くん ３０分くらい

松浦くん ２時間くらい

松尾くん ３０分

渡辺さん 宿題！（･･･だけはやるってことだよね(^o^)）

カレーとラーメンが３票、だけど嫌いな人がいるので、１位はﾗｰﾒﾝに決定(^o^)♪
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ワハハ！スバリ嫌いと言い切るところが小気味よい！(^_^;)　　

石田くん 芸能人：陣内智則

テレビ：エンタの神様、天地人（大河ドラマ）

稲森さん 芸能人：水島ヒロ テレビ：メイちゃんの執事

加藤くん 芸能人：バナナマン日村

テレビ：近未来予測、ジキルａｎｄハイド

神嵜さん キャラ：ディズニー

テレビ：世界ぎょうてんニュース

神田くん キャラ：ウォーリー 芸能人：ザ・パンチ

テレビ：レッドカーペット

小林くん キャラ：ナルト 芸能人：インパルス

テレビ：はねるのトビラ

椙田くん 松本ぷりっつ

田中くん 福山雅治

田上くん 芸能人：ナインティナイン テレビ：メチャイケ

QQQQ６６６６....剣道以外剣道以外剣道以外剣道以外にににに習習習習いごとはいごとはいごとはいごとは？？？？

QQQQ５５５５....好好好好きなきなきなきな教科、教科、教科、教科、きらいなきらいなきらいなきらいな教科教科教科教科はははは？？？？

好好好好きききき(^o^)(^o^)(^o^)(^o^) 嫌嫌嫌嫌いいいい(>_<)(>_<)(>_<)(>_<)

石田くん 社会 家庭科

稲森さん 体育・図工 算数・社会

加藤くん 英語・社会 国語

神嵜さん 国語 算数・社会

神田くん 社会 国語

小林くん 体育・算数 国語

椙田くん 勉強がきらいです。あえて好きな

教科を言うと、算数です。

田中くん 社会・体育 音楽

田上くん 体育 社会

千葉さん 理科・体育 理科・体育以外全部・・・

中嶋くん 社会 算数

野口くん 体育 算数

平島さん 国語・音楽・社会 理科

細谷くん 算数・社会・体育 国語・道徳

本多くん 算数・図工 とくになし

松浦くん 算数・体育 理科・図工

好好好好きききき(^o^)(^o^)(^o^)(^o^) 嫌嫌嫌嫌いいいい(>_<)(>_<)(>_<)(>_<)

石田くん 英語・茶道

稲森さん ピアノ・金管

加藤くん サッカー

神嵜さん 習字

神田くん 英語・水泳

小林くん 塾・習字

椙田くん テニスをしていました

田中くん 塾

田上くん 水泳

千葉さん 英語

中嶋くん やっていない

野口くん 英語

平島さん ピアノ・習字・サッカー

細谷くん 茶道・英語

本多くん スイミング

松浦くん ピアノ

松尾くん 塾・水泳

渡辺さん 習字

ちがうかっ！(^_^;)

QQQQ７７７７....一番面白一番面白一番面白一番面白かったかったかったかった本本本本やマンガやマンガやマンガやマンガ、映画、映画、映画、映画はははは？？？？

石田くん 本：北条氏康 映画：ランボー２

マンガ：銀魂 こち亀

稲森さん 本：強くてゴメンね チーム２人

映画：ライラの冒険 パコと魔法の物語

容疑者Ｘの献身

加藤くん インディペンデンス・デイ

神嵜さん ハリーポッターシリーズ

神田くん 本：レイン 映画：ウォーリー

小林くん 遊戯王

椙田くん ＳＬＡＭＤＵＮＫ（スラムダンク） 井上雄彦

田中くん 本：夢をかなえるゾウ

田上くん 絶対絶命でんぢゃらすじーさん

千葉さん 容疑者Ｘの献身

中嶋くん 映画：ハンコック

野口くん ハリーポッター

平島さん ハンサムスーツ

細谷くん 推理小説

本多くん とくにありません

松浦くん 本：チームバチスタの栄光

松尾くん 本：ホームレス中学生 マンガ：ワンピース

渡辺さん 本：ホームレス中学生 映画：カンフーパンダ

みんな、いろいろ観たり読んだりしているんですね～、感心感心！

QQQQ８８８８....好好好好きなキャラクターやきなキャラクターやきなキャラクターやきなキャラクターや芸能人、芸能人、芸能人、芸能人、テレビテレビテレビテレビ番組番組番組番組はははは？？？？

千葉さん キャラ：スティッチ テレビ：ヘキサゴンⅡ、

クイズパレード

中嶋くん 芸能人：オードリー テレビ：金曜ロードショー

野口くん 芸能人：はんにゃ テレビ：エンタの神様

平島さん 芸能人：嵐の二宮君！

テレビ：爆笑レッドカーペット

細谷くん オードリー

本多くん キャラ：ポケモン テレビ：笑点

松浦くん 芸能人：オードリー テレビ：鉄腕ダッシュ

松尾くん キャラ：ファイナルファンタジーのクラウド

テレビ：エンタの神様、爆笑レッドカーペット、

未来創造堂

渡辺さん キャラ：ドナルド、ガリガリ君

芸能人：大塚愛、みっちー

小学生で茶道はかなり渋い！クールだね（カッコイイ）！！

好きな芸能人がお笑い芸人さんっていうのが、今風なんですね～
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QQQQ９９９９....好好好好きなゲームはきなゲームはきなゲームはきなゲームは？？？？

QQQQ１２１２１２１２....小手、面、胴小手、面、胴小手、面、胴小手、面、胴のののの中中中中でででで一番好一番好一番好一番好きなきなきなきな技技技技はははは？？？？ QQQQ１３１３１３１３....家家家家ではどんなトレーニングをしていますかではどんなトレーニングをしていますかではどんなトレーニングをしていますかではどんなトレーニングをしていますか？？？？

石田くん 信長の野望

稲森さん なし

加藤くん ウィニングイレブン

神嵜さん なし

神田くん ポケモン

小林くん 今は特にありません

椙田くん おいでよ どうぶつの森

田中くん ＰＳＰ モンスターハンター

田上くん 星のカービィ

千葉さん 特になし

中嶋くん モンスターハンター

野口くん サッカーゲーム

平島さん ドラクエ

細谷くん 特にない

本多くん ポケモンや大乱闘スマッシュブラザーズＸ

松浦くん 大乱闘

松尾くん ファイナルファンタジーＤＩＳＳＩＤＩＡ、

ＭＥＴＡＬ ＧＥＡＲ ＳＯＬＩＤ（メタル ギア ソリッド）

渡辺さん 街へ行こうよ どうぶつの森

千葉さん 特になし

中嶋くん 修学旅行

野口くん 修学旅行

平島さん バスケットボール大会

細谷くん 日光！

本多くん 運動会

松浦くん 赤城の自然教室

松尾くん Ｂブロック水泳大会で背泳ぎとリレーが２位だった

渡辺さん 小６の修学旅行（日光）

QQQQ１０１０１０１０．小学校生活．小学校生活．小学校生活．小学校生活でででで一番一番一番一番のののの思思思思いいいい出出出出はははは？？？？

石田くん 修学旅行

稲森さん 赤城と日光（修学旅行）

加藤くん サッカー大会

神嵜さん サッカー大会

神田くん 赤城

小林くん 修学旅行

椙田くん 修学旅行

田中くん 修学旅行

田上くん 修学旅行

QQQQ１１１１１１１１．剣道．剣道．剣道．剣道はいつからはいつからはいつからはいつから、、、、どうしてどうしてどうしてどうして始始始始めたんですかめたんですかめたんですかめたんですか？？？？

石田くん ３年から 剣がすきだったから

稲森さん ３年の途中から お父さんにさそわれて

加藤くん ２年生。 母に勧められて

神嵜さん ３年生 剣道教室が楽しかったから

神田くん 去年の９月から 前からしてみたかった

小林くん ３年の５月にお母さんに勧められて

椙田くん ６年から 剣道教室が楽しかったから

田中くん ４年 親に連れられて

田上くん ３年から 母に言われて

千葉さん ４年のとき、古澤さんにさそわれたから

中嶋くん ２年のとき 親に勧められた

野口くん ５年のとき、石田君に誘われたから

平島さん ６年の初め お姉ちゃんがやっていて見学したら

いいなぁと思ったから

細谷くん 小２から。 見学の時、尾島先生が竹刀を握らせて

くれて楽しかったから

本多くん ５年のとき、友だちにさそわれたから

松浦くん 友だちにさそわれた

松尾くん ３年の頃、母に勧められてかな

渡辺さん ２年の初めに剣道教室をやって、クリスマス会など

千葉さん 面

中嶋くん 面

野口くん 面

平島さん 面

細谷くん 胴

本多くん もちろん面

松浦くん 面

松尾くん もちろん面

渡辺さん 小手！

石田くん 面

稲森さん 面

加藤くん 小手

神嵜さん 小手

神田くん 面

小林くん 面

椙田くん 胴

田中くん 小手

田上くん 小手

千葉さん 素振り

中嶋くん 特にしていない

野口くん 腕立て伏せ

平島さん していない(>_<)

細谷くん 素振り、イメトレ

本多くん 素振り、時々スクワット

松浦くん 素振り

松尾くん 素振り、筋トレ（腹筋など）

渡辺さん 寝る前に腕立て１０回

石田くん 素振り

稲森さん 時々素振り

加藤くん 特になし

神嵜さん 時々素振り

神田くん 素振り

小林くん 特にしてません

椙田くん していません

田中くん 素振り、筋トレ

田上くん 素振り
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QQQQ１４１４１４１４....稽古稽古稽古稽古のときのときのときのとき、、、、６６６６年生年生年生年生だからだからだからだから大変大変大変大変なことはなことはなことはなことは何何何何ですかですかですかですか？？？？

QQQQ１５１５１５１５....駒剣駒剣駒剣駒剣でででで一番楽一番楽一番楽一番楽しかったことしかったことしかったことしかったこと、一番、一番、一番、一番つらかったことはつらかったことはつらかったことはつらかったことは？？？？

QQQQ１６１６１６１６．中学．中学．中学．中学にににに行行行行ったらったらったらったら何何何何をしますかをしますかをしますかをしますか？（部活？（部活？（部活？（部活はははは？）？）？）？）

QQQQ１７１７１７１７．将来．将来．将来．将来のののの夢夢夢夢はははは？？？？

石田くん 後輩に気を使わなくてはいけないところ

稲森さん なし

加藤くん 元立ち

神嵜さん なし

神田くん 特に思い当たりません

小林くん あまりありません

椙田くん 慣れない元立ちをやったとき

田中くん なし

田上くん 大変なことはありません

千葉さん とくになし

中嶋くん 下級生には負けたくない

野口くん 元立ち

平島さん 元立ちのとき

細谷くん 小さい子の元立ちがムズカシイ

本多くん 行動を速くしないといけないこと

松浦くん 面つけを手伝うこと

松尾くん かかり稽古（体当たりなど）

渡辺さん 元立ち

楽しかった(^o^) つらかった(>_<)

石田くん 楽しかったことも辛かったことも合宿

稲森さん 夏合宿 夏合宿

加藤くん 夏合宿

神嵜さん 夏合宿 かかりげいこ

神田くん 練習試合で勝てたこと 負けたこと

小林くん 夏合宿 寒稽古

椙田くん クリスマス会 夏合宿

田中くん 夏合宿 夏合宿

田上くん 合宿 合宿

千葉さん 剣道部

中嶋くん 決まっていない

野口くん 剣道部

平島さん 勉強と剣道部

細谷くん 剣道！！

本多くん まず、剣道部に入るつもりです

松浦くん 剣道部

松尾くん もちろん剣道

渡辺さん 女子剣道部がつぶれたので考え中です

石田くん 剣道部

稲森さん 剣道部

加藤くん 剣道

神嵜さん 剣道

神田くん 決めてない

小林くん 剣道

椙田くん テニス部

田中くん 剣道部

田上くん 剣道

石田くん 警察官

稲森さん 保育士

加藤くん 剣道日本一

神嵜さん ディズニーランドではたらくこと

神田くん まだ決めていない

小林くん まだ決まっていません

椙田くん 電気屋

田中くん 警察官

田上くん 決まってない

千葉さん 特になし

中嶋くん 警備員

野口くん 幸せに暮らす

平島さん 声優

細谷くん まだ決まってない

本多くん まだ決まっていない

松浦くん 医学者

松尾くん 学校の先生

渡辺さん マックの店員？

千葉さん 夏合宿 特になし

中嶋くん クリスマス会 先生との稽古

野口くん 合宿 冬の稽古

平島さん 合宿 ない

細谷くん 合宿 合宿

本多くん 夏の合宿 初めてみんなと一緒に

まわり稽古をしたとき

松浦くん 合宿が一番楽しくて、つらかった。

つらかった(>_<)楽しかった(^o^)
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QQQQ１８１８１８１８．．．．駒剣駒剣駒剣駒剣のみんなのみんなのみんなのみんな、、、、先生方先生方先生方先生方、、、、成人会員成人会員成人会員成人会員さんさんさんさん、、、、おおおお家家家家のののの人人人人にににに一言一言一言一言！！！！

石田石田石田石田くんくんくんくん 先生方先生方先生方先生方 「「「「４４４４年間年間年間年間ごごごご指導指導指導指導ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。ひまがあればひまがあればひまがあればひまがあれば、、、、またまたまたまた駒剣駒剣駒剣駒剣にににに来来来来ますのでますのでますのでますので、、、、

そのそのそのその時時時時はははは御指導御指導御指導御指導よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。

５５５５年生以下年生以下年生以下年生以下のののの皆皆皆皆さんさんさんさん 「「「「６６６６年生年生年生年生がががが抜抜抜抜けてさびしくなりますがけてさびしくなりますがけてさびしくなりますがけてさびしくなりますが、友、友、友、友だちをどんどんさそってだちをどんどんさそってだちをどんどんさそってだちをどんどんさそって仲間仲間仲間仲間をふやしてくださいをふやしてくださいをふやしてくださいをふやしてください。。。。

５５５５年生年生年生年生はははは最高学年最高学年最高学年最高学年になるのでになるのでになるのでになるので、、、、しっかりしっかりしっかりしっかり駒剣駒剣駒剣駒剣をををを引引引引っっっっ張張張張っていってくださいっていってくださいっていってくださいっていってください。」。」。」。」

６年生の皆さん、たくさんの質問に答えてくれてありがとう！イラストも有難う！！

中学で剣道続ける人も、そうでない人も、

例えば・・・元気な挨拶！ 例えば・・・強気の姿勢！ 例えば・・・先を取る！ 例えば・・・道具の整理整頓！ などなど

先生方に教えていただいたことを忘れずに、活かしていってくださいね。

そうすれば、りっぱな中学生になれること請け合い！！（駒剣の教えは、剣道だけじゃない、オールマイティーなのだ～(*^_^*)）

加藤加藤加藤加藤くんくんくんくん 「「「「いろいろとありがとうございましたいろいろとありがとうございましたいろいろとありがとうございましたいろいろとありがとうございました。」。」。」。」

神嵜神嵜神嵜神嵜さんさんさんさん 「初心者「初心者「初心者「初心者のときはのときはのときはのときは、、、、やさしくやさしくやさしくやさしく教教教教えてくださりありがとうございましたえてくださりありがとうございましたえてくださりありがとうございましたえてくださりありがとうございました。友。友。友。友だちともだちともだちともだちとも仲仲仲仲よくできてよくできてよくできてよくできて

楽楽楽楽しいしいしいしい日々日々日々日々でしたでしたでしたでした。本当。本当。本当。本当にありがとうございましたにありがとうございましたにありがとうございましたにありがとうございました。」。」。」。」

神田神田神田神田くんくんくんくん 「残「残「残「残りりりり二二二二ヶヶヶヶ月月月月ですがですがですがですが、、、、これからもよろしくこれからもよろしくこれからもよろしくこれからもよろしく

おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。」。」。」。」

小林小林小林小林くんくんくんくん 「「「「いままでいままでいままでいままで稽古稽古稽古稽古ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。中学。中学。中学。中学でもでもでもでも頑張頑張頑張頑張りますりますりますります。。。。みんなもみんなもみんなもみんなも剣道頑張剣道頑張剣道頑張剣道頑張ってくださいってくださいってくださいってください。。。。

椙田椙田椙田椙田くんくんくんくん 「「「「いっしょにいっしょにいっしょにいっしょに稽古稽古稽古稽古してくれてありがとうございましたしてくれてありがとうございましたしてくれてありがとうございましたしてくれてありがとうございました。」。」。」。」

田中田中田中田中くんくんくんくん 「先生方、成人会員「先生方、成人会員「先生方、成人会員「先生方、成人会員のののの皆様、今皆様、今皆様、今皆様、今までまでまでまで稽古稽古稽古稽古ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。駒剣。駒剣。駒剣。駒剣のみんなものみんなものみんなものみんなも稽古稽古稽古稽古にはげみにはげみにはげみにはげみ、、、、

剣道剣道剣道剣道のののの上達上達上達上達へとつなげていってくださいへとつなげていってくださいへとつなげていってくださいへとつなげていってください。」。」。」。」

田上田上田上田上くんくんくんくん 「新「新「新「新キャプテンをおねがいしますキャプテンをおねがいしますキャプテンをおねがいしますキャプテンをおねがいします。」。」。」。」

千葉千葉千葉千葉さんさんさんさん 「今「今「今「今までありがとうございましたまでありがとうございましたまでありがとうございましたまでありがとうございました。。。。これからもこれからもこれからもこれからもＯＧＯＧＯＧＯＧとしてがんばりたいととしてがんばりたいととしてがんばりたいととしてがんばりたいと思思思思っているのでっているのでっているのでっているので、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。」。」。」。」

中嶋中嶋中嶋中嶋くんくんくんくん 「「「「２２２２年間年間年間年間ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。中学生。中学生。中学生。中学生になってもがんばりますになってもがんばりますになってもがんばりますになってもがんばります。」。」。」。」

野口野口野口野口くんくんくんくん 「短「短「短「短いいいい時間時間時間時間でしたがでしたがでしたがでしたが、色々、色々、色々、色々ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。中学。中学。中学。中学でもがんばりますでもがんばりますでもがんばりますでもがんばります。」。」。」。」

平島平島平島平島さんさんさんさん 「「「「１１１１年間年間年間年間だけだったけどやさしくおしえていただきありがとうございましただけだったけどやさしくおしえていただきありがとうございましただけだったけどやさしくおしえていただきありがとうございましただけだったけどやさしくおしえていただきありがとうございました。」。」。」。」

松浦松浦松浦松浦くんくんくんくん 「今「今「今「今までまでまでまで本当本当本当本当にありがとうございましたにありがとうございましたにありがとうございましたにありがとうございました。。。。これからもよろしくおこれからもよろしくおこれからもよろしくおこれからもよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。」。」。」。」

松尾松尾松尾松尾くんくんくんくん みんなみんなみんなみんな「駒剣「駒剣「駒剣「駒剣のみんなのみんなのみんなのみんな、、、、いままでどうもありがとういままでどうもありがとういままでどうもありがとういままでどうもありがとう。」。」。」。」

先生先生先生先生 「先生、成人会員「先生、成人会員「先生、成人会員「先生、成人会員のののの方、方、方、方、ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。

これからもこれからもこれからもこれからも稽古稽古稽古稽古よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。」。」。」。」

家家家家のののの人人人人へへへへ「中学「中学「中学「中学へへへへ行行行行ってもってもってもっても剣道剣道剣道剣道をやるのでおをやるのでおをやるのでおをやるのでお願願願願いしますいしますいしますいします。」。」。」。」

渡辺渡辺渡辺渡辺さんさんさんさん 「長「長「長「長いいいい間間間間おおおお世話世話世話世話になったになったになったになった人、短人、短人、短人、短いいいい間間間間だけどおだけどおだけどおだけどお世話世話世話世話になったになったになったになった人、人、人、人、

みんないろみんないろみんないろみんないろ××××２２２２なことをなことをなことをなことを教教教教えてくれえてくれえてくれえてくれ、稽古、稽古、稽古、稽古してくれましたしてくれましたしてくれましたしてくれました。。。。

いままでありがとうございましたいままでありがとうございましたいままでありがとうございましたいままでありがとうございました。」。」。」。」
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渡辺良平

　今月は、鍔の中に入れる材料にしようか？ 先月号で説明した『型』を使って実際に鍔を作る工程に

しようか迷いましたが、結局実際の製造工程を特集することにしました。

　製造工程は一月では書ききれないので2ヶ月に分けて特集します。今月は鍔作りの材料紹介、下準備

そして実際に型を使用する直前までを特集します。

　3月号では、実際に樹脂を使って成形～後処理について特集します。

それでは、先ず材料の説明です。

（１）　『型』に流し込むプラスチックについて説明します。

右の写真は「クリスタルレジン」と呼ばれる

液体状の樹脂です。
右側が「主剤」で200ｇ入り、左が「硬化剤」で

100ｇ入りです。

主剤だけでも硬化剤だけでも固まりません。

二つの樹脂を混ぜて約24時間でカチカチで

透明なガラスのような（クリスタルのような）

プラスチックが出来上がります。

2枚目の写真は右が「主剤」で1000ｇ入り

左が500ｇ入りです。（お得用）たくさん鍔を作る良平

さんはこの写真の『お徳用』を使用しています。

写真は200ｇと100ｇ、1000ｇと500ｇ入りです、

と言うことは２：１で混ぜると言うことです。

（何れも樹脂の正式名称はエポキシ樹脂と言います。

メーカーは日新レジン㈱です。）

（２） 鍔の中に入れるものについて

　特製『鍔』は昨年は一面が『赤』で反対が『黒』

でした、一昨年は黒に金粉入りでした。

これ以外に、桜の花びらや紅葉入りがありますが

実は、中に入れるものは装飾用の物以外に

最も重要な物があります。それが左の『白い布』の

ような物です。これはガラスクロスと言ってガラス

で出来た布です。これを入れると頑丈で、割れな

い強い『鍔』が出来ます。

このガラスクロスはお風呂の浴槽やモーターボート

なんかにも使用されています。

（ガラスなのに割れないの？っと思う人もいると思いますが、これは特殊なガラスで出来ているのです！）

犬犬犬犬がががが西向西向西向西向きゃきゃきゃきゃ、、、、尾尾尾尾はははは東東東東　　　　かなかなかなかな？？？？

良平良平良平良平のののの部屋部屋部屋部屋

良平良平良平良平さんさんさんさん特製特製特製特製のののの『『『『鍔鍔鍔鍔』（』（』（』（つばつばつばつば））））のののの作作作作りりりり方教方教方教方教えますよえますよえますよえますよ！！！！そのそのそのその２２２２
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ふお～(・o・) 何だか、本格的になってきました～！！

カッチカチに固まっちゃうプラスチックは要注意ですね～ ドロドロのプラスチックのもと（クリスタルレジン）って、セメダインみたいな

においがするのかなあ？？？？

それにしても、良平さん、どうしてこんなこと考え出したんでしょう？ プラスチックのものをお家で作ろうなんて・・・普通考えられないよね～。

プラスチックのものは工場でできるんでしょ～って思ってるモン。 良平さんってすごいですね～～(^o^)

良平さん、ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたしますm(_ _)m

（３）ガラスクロスをカットする

（２）のガラスクロスを『型』の形に合わせてカット

します。理想的には左の写真のように細切れで

はなく、『鍔』の形に切り取るのがＢＥＳＴですが

ガラスクロスが大量に必要になるので良平さんは

細切れに切ってます。

写真では分かりやすいように一層分のクロスを

切って並べていますが、一枚の鍔には最低4層

はクロスを敷いてあります。

一層目を敷いてから樹脂を流し込み、またクロスを

敷きそれから花びらや紅葉を入れ、更に2層クロス

を敷きます。

つまり、2層のクロスに花びらや紅葉をサンドイッチ

しているわけです。

右の写真は型にクロスを敷いた状態です。

今年は、卒業生が18名ですので6個の型を

同時に使用して大量？生産してます。

剣道形の5本目で打ち太刀の木刀がたまに鍔に当ること

がありますが、この瞬間が一番危険で稀に鍔が割れること

があります。そのため、少しでも強度を上げるために肩の

部分にはクロスを6層にしています。

（４）　計量する　→

　（１）の主剤と硬化剤を２：１で正確に計量

します。（２～３ｇの誤差は許容範囲です。）

　容器は先月号の『型』作り同様、プリンや

ヨーグルトの空き容器を綺麗に洗ったものを

使用し使い捨てにするのが便利です。

写真は主剤が60ｇ、硬化剤が30ｇ、ｶｯﾌﾟが10ｇ

（新聞紙敷いてや～～！）

←　（５）　混ぜる

主剤と硬化剤は共に透明ですが、硬化剤は薄い黄色です。

混ぜた時の感じは、水に蜂蜜を混ぜた時のように黄色い筋が

はっきり分かります。完全に混ざると黄色い筋が消え透明な

水飴状の粘度の高い液体になります。

ドライヤー等で少し加温すると粘度が下がり混ぜやすくなります。

均一に混じっていないと、型に流し込んでも成形品にベトベトした

部分が残ってしまいます。（非硬化部分が残ります。）

完全に混ざったか否かの判断は液体中に『筋』が見えるかどうか？

です。（1時間位は流動性があるので慌てなくても大丈夫です。）

＊『型』用のシリコン樹脂が硬化後にゴム状になるのと異なり、エポキシ樹脂は

カチカチに固まりますので、こぼすと大変な事になりますので必ず新聞紙等を

敷いて下さい。良平さんは手抜きをしてﾃｰﾌﾞﾙを一つ捨てました↓ア"～～～

　　　　（撮影協力　かこ）

（撮影協力 かこ）
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先月、美味しい楽しい函館紹介をしてくださった有賀さんからバトンを引き継いだのは、平成２０年度新入会の清水宗一郎君のパパさんです。

リバイバル剣士の清水さん。お話は剣道のことか・・・と思いきや・・・！？　

皆さん！駒剣に新たなハンドメイド系の才能の持ち主が現れましたよ～！！

朝日新聞４コママンガ「ののちゃん」のお父さんの日曜大工の作品は、残念ながらイタダケナイものばかりですが、

清水パパさんの作品は・・・・？？？　　　それでは清水さん、お願いしま～す(^^)/

想像するに、これらが合体したような感じでしょうか？　確かにすごく大きそうです～(*^_^*)

すぐに剣道に結びつけてくるあたりが、さすがリバイバル剣士！

準備運動～♪

また、剣道が出てきた！う～ん、確かに、メンテナンスは大事ですね～

前奏曲～♪

1111 作目は、現在のマイホームのポスト。作目は、現在のマイホームのポスト。作目は、現在のマイホームのポスト。作目は、現在のマイホームのポスト。御近所さんと皆同じでタダの黒い箱型の郵便受け。 

味気ないデザインだなーと思ってさっそく、方眼紙に設計図を描き始め、ドイトで板と釘と塗料を買ってきて 

トンカン始めました。 

板に設計図通りの寸法でカットする線を引きます。そしていざ、鋸で切断。そしたら、 

・・・真っすぐ切れないんですよ、これが。切る線があるのにどんどん曲がっていく。真っすぐ切れた！と思っても 

切り口が直角じゃない。 

気が付くと自分は切る線に対して斜めから見ている。 

この辺は竹刀の素振りと通じるものがありますね。。。 

正しい姿勢、正しい腰の位置、正しい目線、正しい肘の引き方をすれば真っすぐ切れる。 

何事もあるんですね、正しい姿勢が。 

なんとか切断して組み立て始めると・・・微妙に長さが違ってピッタリ合わない！ 

同じ寸法のはずの部材でも 2mm 程度長さがバラバラ。。。 

鋸で切ると、その鋸の歯の幅が削られることを計算に入れていなかったのでした。 

   

←とにかくなんとか完成したのがコレ。 

“何だコレ、白いだけでただの箱じゃん”って思わんで下さい。 

これはまだ世紀の大作の前の準備運動なんだから。 

 

 

こんにちは。清水こんにちは。清水こんにちは。清水こんにちは。清水    聡です。聡です。聡です。聡です。    

バトンが回ってくるのはまだ先のことかと思っていましたら、予想以上に早くまわってきてしまいました。 

では、ここ４,５年は仕事で出張が多くなってしまった為に、あまりやらなくなってしまったけれど、 

そろそろまた復活したい趣味の話です。 

 

木工････言い換えれば日曜大工ってやつですね。木工････言い換えれば日曜大工ってやつですね。木工････言い換えれば日曜大工ってやつですね。木工････言い換えれば日曜大工ってやつですね。既製品を買ってくれば、事足りるのですが、なんか物足りないというか、 

ジャストフィットするものが欲しくなるというか、アーティスト（勝手に自分は芸術家だと思い込んでいる）としての血が騒ぐって 

言うんでしょうか。 

でも決して自己満足で終わっている訳では無いんですよ。 

ちょっと振り返ってみますと。。。 

続いて第続いて第続いて第続いて第 2222 作目がエアコンの室外機カバー兼プランター棚。作目がエアコンの室外機カバー兼プランター棚。作目がエアコンの室外機カバー兼プランター棚。作目がエアコンの室外機カバー兼プランター棚。    

庭に 2 台の室外機を並べて置いていたので隠したかったのです。どうせ隠すなら上に植物を育てるプランターが 

置けるようにしよう。しかもアサガオなどのつる性植物が這わせられるように高さのあるラティスフェンス風にしようと欲張りました。 

結果、幅も高さも 2m 近くある大きなものになりましたが、うちの奥さんも喜んでました。 

これは 5,6 年もちましたが、常に風雨にさらされていたので晩年は塗装も剥げてボロボロになってしまい、既に処分されてます。 

メンテナンスしてあげれば長持ちしたかな。 

剣道具もそうですね。ちゃんとメンテナンスしないと。。。 

ま、これも世紀の大作の前奏曲みたいなもんです。 
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いや～、H氏、W氏に続くハンドメイド系ニューフェイスのカミングアウトでした。清水さん、ありがとうございましたm(_ _)m

非常に軽快なフットワークで、バトンが渡されました！いつものように「新井さ～ん、よろしく！」・・・と思ったら、

実は来月の新井ママさんの原稿！清水さんとほぼ同時にいただいてます～っ！！　実は来月の新井ママさんの原稿！清水さんとほぼ同時にいただいてます～っ！！　実は来月の新井ママさんの原稿！清水さんとほぼ同時にいただいてます～っ！！　実は来月の新井ママさんの原稿！清水さんとほぼ同時にいただいてます～っ！！　

またまた記録破りの超速入稿です。またまた記録破りの超速入稿です。またまた記録破りの超速入稿です。またまた記録破りの超速入稿です。新入会員パワー恐るべしです・・・(^_^;)

来月号もどうぞお楽しみにm(_ _)m

わ～すごい！上手～！！

これ！すご～い！！

ちゃんと車輪がついてる～！！楽しそう～！！

（解説者ふうに）

お見事ですね～！

しっかり日常生活に実用的なところが

ハンドメイド系の中でも、さらに

ポイント高いのではないでしょうか？！

よいお道具が欲しくなる～・・・

お気持ちはよく分かりますよね～(^_^;)

おお！世紀の大作

あこがれのウッドデッキ♪目指して

MMM

変酋長(・o・)；ρタジタジ

前菜でございます！

←完成したのがコレ

まるで昔からそこにあったかのような出来栄え～！（自画自賛）。

おかげで収納率UP！。玄関は綺麗に整頓されました。と書いておこう。

3333 作目は衝動的。作目は衝動的。作目は衝動的。作目は衝動的。    

とあるお店でディスプレイ用に木で作られた幼児用の車が飾ってありました。 

ペダルで漕ぐのではなく、跨いで座って地面を蹴って進むタイプなんですけどね。 

2 枚の羽が重なったレトロなプロペラ機の形をしていて、見ているうちに“俺でも作れるな”と思っちゃったんです。 

もうすぐ長女が 2 歳になるという時期だったので、超特急で 

気合い入れて作成しました。  

←作成時間、丸 2 日で完成したのがコレ。 

子供も大喜びで毎日これに乗って遊んでいました。と書いておこう。 

かなり細かい設計図を描いたのですが、設計図通り、ピッタリ完成して 

我ながら感動!!。 

 

 

何事も設計図って大事ですね。私も自分の人生に設計図を描けば良かったな。。。 

ま、このように実用的な物をコツコツと作ってきた訳です。 

今では工具も多くのものが電動化され、かつ簡単に扱えるようなものになってきています。趣味ですから、 

力量に応じて道具も良い物（高買な物）が欲しくなります。 

でも完成した時の達成感、そして何よりも完成物に愛着が湧きますよね。 

 

さて、世紀の大作は何かって？  

実はまだ構想段階なんです。（ってか、構想だけでちっとも進めていない） 

それは我が家の小さな庭にウッドデッキを作ること。完成した暁には、皆さんをお招きしますね！！  

な～んて、いつになることやら。 

費用もバカになりませんしね。なんとか清水家の予算編成会議で承認して頂きたいものです。 

 

ではそろそろ息切れしてきましたので、バトンを誰かに渡させて頂きます。木工の続きは WEB で。 

バトンはしばらくの間イケメン男性陣が続いたので、女性の方へ！バトンはしばらくの間イケメン男性陣が続いたので、女性の方へ！バトンはしばらくの間イケメン男性陣が続いたので、女性の方へ！バトンはしばらくの間イケメン男性陣が続いたので、女性の方へ！    
新井美鈴さんへ渡します。それいけ同年代っ。新井美鈴さんへ渡します。それいけ同年代っ。新井美鈴さんへ渡します。それいけ同年代っ。新井美鈴さんへ渡します。それいけ同年代っ。    

4444 作目は下駄箱。作目は下駄箱。作目は下駄箱。作目は下駄箱。    

元々、玄関には下駄箱は備え付けられていたのですが収納量が乏しくて玄関には季節外れの靴までが散乱していました。 

従来の下駄箱に乗せるのではなく、天井から吊るす棚のタイプにしました。その方が壁が生きて玄関が広く感じるからです。 

棚の部分ができてそれを天井と壁に固定するのに、めちゃめちゃ骨が折れました。棚は重いし、壁は釘を打てる場所が限定

されていて、しかも壁には厚い石膏ボードが貼ってあるのでかなり長いねじり釘が必要でした。奥さんと 2 人掛かりでなんとか

固定。棚には扉を付けて中の物が見えないようにしました。 
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※※※※　　　　　　　　駒剣駒剣駒剣駒剣OBOBOBOB合同稽古会合同稽古会合同稽古会合同稽古会はははは　　　　４４４４月月月月４４４４日日日日（（（（土土土土））））ですですですです！！！！

１：００～５：００　（駒場体育館メインアリーナにて）　　１：００～５：００　（駒場体育館メインアリーナにて）　　１：００～５：００　（駒場体育館メインアリーナにて）　　１：００～５：００　（駒場体育館メインアリーナにて）　　

先輩たちに会うチャンスがあったら、お知らせしてくださいね。

今月の星やん武芸帳はお休みですm(_ _)m

・・・いつもご協力ありがとうございますm(_ _)m　こまけんだよりは　本荘母（変酋長）が編集させて頂いております。
みなさまのご意見、ご希望、ご感想などお気軽にお声掛けいただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。ｍ(_ _)m

５日（木） 通常どおり ５：００～７：００

７日（土） 通常どおり ３：００～５：００

８８８８日（日）日（日）日（日）日（日） 埼玉大学埼玉大学埼玉大学埼玉大学 おおおお礼稽古礼稽古礼稽古礼稽古 埼玉大学体育館埼玉大学体育館埼玉大学体育館埼玉大学体育館 １０１０１０１０：：：：００００００００～～～～１２１２１２１２：：：：００００００００

１２日（木） 通常どおり ５：００～７：００

１４日（土） 通常どおり ３：００～５：００

審判講習会 ５：３０～６：３０（修道館）

１９日（木） 通常どおり ５：００～７：００

２１日（土） 通常どおり ３：００～５：００

２６日（木） 通常どおり ５：００～７：００

２８日（土） 通常どおり ３：００～５：００

２月の予定

３月の予定

今後今後今後今後のののの予定予定予定予定

１１１１日（日）日（日）日（日）日（日） 村岡杯剣道大会（春日部村岡杯剣道大会（春日部村岡杯剣道大会（春日部村岡杯剣道大会（春日部ウイングハットウイングハットウイングハットウイングハット））））

５日（木） 通常どおり ５：００～７：００

７日（土） 通常どおり ３：００～５：００

１２日（木） 通常どおり ５：００～７：００

１４日（土） 通常どおり ３：００～５：００

１９日（木） 通常どおり ５：００～７：００

２０２０２０２０日（金日（金日（金日（金・・・・祝）祝）祝）祝） さくらさくらさくらさくら草旗争奪剣道大会草旗争奪剣道大会草旗争奪剣道大会草旗争奪剣道大会 （（（（さいたまさいたまさいたまさいたま市記念総合体育館）市記念総合体育館）市記念総合体育館）市記念総合体育館）

２１２１２１２１日（土）日（土）日（土）日（土） ６６６６年生年生年生年生をををを送送送送るるるる会会会会 （夜（夜（夜（夜はははは大人大人大人大人のののの６６６６年生保護者年生保護者年生保護者年生保護者をををを送送送送るるるる会会会会がありますがありますがありますがあります））））

２６日（木） 通常どおり ５：００～７：００

２８日（土） 通常どおり ３：００～５：００

おおおお知知知知らせらせらせらせ

お仕事の都合で休会されていた成人会員の須山勉さんが、再入会されました。

須山さん、お帰りなさい！！ また、どうぞよろしくお願いしま～す
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