
平成21年３月号　駒場剣友会

いろいろあったニャ
６年生のみなさん、卒業おめでとうございます！
とってもおめでたくて、とってもびしいニャー・・・
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本荘先生より

　春が着実に近づいてきているはずなのに、このところ雪や雨。別れの季節の寂しさを感じます。
もうすぐ１８人もの６年生が駒剣を卒業してしまいます。
　
　素直で優しくて、みんな後輩の面倒をよく見てくれました。でも、とても個性的な１８人でした。
　田上君、松尾君、千葉さん、３人のキャプテン、副キャプテンは、大所帯をよくまとめ引っ張ってく
れました。休まず稽古に出て、まず自らが激しい稽古を率先して行い範を示してくれました。大変
だったことが多かったと思いますが、養われた責任感や全体を見る目などが、それぞれの大きな力
になっています。ごくろうさまでした。中学校でも輝いてください。石田君は営業部長？として、会員
の拡大に大きく貢献してくれました。ＯＢとなっても引き続きよろしくです。剣道も立派です。稲森さ
んはがんばりやで、穏やかな雰囲気の中に芯の強さがありました。神嵜さんはお姉さんらしさを発揮
し、後輩の世話をよくしていました。小林君はやる時はやる、集中力と男らしさがありました。田中君
は持っている技、面も胴も一級品です。これからますます磨いていって欲しいです。中嶋君は黙々
と積み上げていく努力家です。これから試合に勝てる時がきます。ぜひ続けてください。野口君は
派手ではないけど確実な力がすでに身についています。中学校での活躍が楽しみです。細谷君
は５年生の後半から力強い打ちになりました。動きがすばやく試合も上手、今後が楽しみです。本
多君は土曜日に来られないので、あまり稽古を見る機会がなかった分、見るたびに強くなっていて
ビックリさせられました。どんどん強くなってください。松浦君は基本がしっかりしていてきれいな剣
道をします。中学校でさらに磨きをかけてください。渡辺さんは気迫あるかけ声と鋭い技が印象的で
した。部活はなくともぜひ剣道を続けて欲しいと願っています。平島さんはたった一年間でよくここま
で上達したと感心しています。きっと確かな目標を持って稽古に参加していたのだと思います。椙
田君は真面目でがんばり屋です。気をつかいすぎるところがあるのかもしれません。我が道を進ん
でください。加藤君は味のある剣道をします。いつもニコニコしていますがとても負けず嫌いで強い
精神力を感じます。ガンバレ！といつも応援しています。神田君はいつも一生懸命で、剣道で強く
なるために必要な「やる気」に満ちています。すぐに経験の差は埋まりますよ。

　人数が多かったから、みんなをたくさんの試合には出してあげられませんでした。でも、これからど
こへ行っても恥ずかしくない剣道ができる土台は、全員に作ってあげられたと思っています。間違
いなく言えることは、小学校を卒業するときの私より、みんなははるかに剣道が上手です。しっかりし
た稽古をします。
１８人のこれからに期待しています。
　毎年、同じような贈る言葉になってしまいますが・・・。君たちはいつまでも駒剣の会員です。ＯＢ
稽古会や合宿への参加をお願いします。いつでも稽古に顔を出してください。できるだけ長く剣道
を続けて、剣道の魅力を存分に味わってください。もし少しの間、剣道と離れることがあってもまた
駒剣で再開できますよ。あわただしい中学校生活になりますが、駒剣との繋がりを大切にしてくださ
い。お願いします。

　
　３月１日に、村岡杯がありました。６年生と３，４年生の２チームが参加しました。６年生の女子チー
ムは、試合に敗れはしましたがみんなでまとまって強い気持ちで試合に臨む姿が見られました。強
い相手であっても気迫で負けることなく勇気を持って戦えたように見えました。最後の試合であった
ためか、終わったあとには悔し涙する姿も見られました。がんばりました。今回の試合のこと、ずっと
覚えていてくださいね。
　３，４年生チームは、試合までの時間はお菓子をポリポリ、あっけらかんとしているようでいて、いざ
試合直前になると「キンチョー・・・」。負けた試合の後は元気がなくシュンとしているけど、勝った試
合の後は当然のような顔をしてワーワーキャーキャー。面白いメンバーでした。

　今度は２０日、さくら草旗争奪剣道大会ですね。今年度最後の試合です。選手諸君は悔いのない
試合をしてください。そして翌２１日は、晴れ晴れとした顔で駒剣を巣立っていってください。あと残
り少ない小学生会員としての駒剣での稽古を大事にしていきましょう。
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２月のお当番さんノートの感想より

２月５日（木）　　尾島先生・木村先生・大本先生
　　　　　・インフルエンザが流行っています。気をつけましょう。

２月７日（土）　　本荘先生
　　　　　・尾島先生より　返事は元気にしましょうとのことでした。

２月１２日（木）　　神田先生・近藤先生
　　　　　・清水さん、本田さん、新井さん、初段合格おめでとうございます。
　　　　　・新井さんより合格のご報告と感想をいただきました。
　　　　　・細やかな御指導ありがとうございました。
　　　　　・久しぶりに聞いた道場訓、大きな声でぴたっとそろっていて気合いを感じました。

２月１４日（土）　　本荘先生
　　　　　・寒稽古を皆勤した子どもたち、大人の方々、本当におめでとうございます。
　　　　　　（皆勤賞の手ぬぐいが渡されました）
　　　　　・今日は２月とは思えないほど暖かな陽気で、体もスムーズに動いていたようです。
　　　　　・６年生が下級生を指導しました。ていねいに教えている姿をとても頼もしく感じました。

２月１９日（木）　　尾島先生・木村先生
　　　　　・新田道場の皆さん（男子１０名、女子１名）が体験、見取りに参加されました。
　　　　　・高校３年生の千葉先輩が稽古に参加してくださいました。
　　　　　・新田道場の皆さんは、慣れない場所でいつもと違う稽古も一生懸命ついてきてくれました。
　　　　　　駒剣のお友達も面付けを手伝ったり、気づいたことを進んでやってくれました。

２月２１日（土）　　本荘先生・尾島先生
　　　　　・試合のときの応援している姿勢が真剣で、とても素晴らしいと思いました。
　　　　　・今日は寒さのせいか、ケガをする人が多かったです。気をつけましょう。

２月２６日（木）　　尾島先生・杉山先生
　　　　　・今日は、杉山先生、石井先輩、山口先輩が来てくださいました。
　　　　　・とても寒い日でしたが、みんながんばって稽古をしていました。
　　　　　・何度か、声を出すようにと尾島先生からの注意がありましたので、気をつけてほしいと
　　　　　　思います。試合が近いぞ、ガンバレ～！！

２月２８日（土）　　本荘先生
　　　　　・級審査に向けての稽古が中心に行われました。
　　　　　・明日は試合（村岡杯）があります。地稽古、掛かり稽古を特に真剣に取り組むよう、また
　　　　　　無理をしすぎないように指導がありました。
　　　　　・ＯＢの近藤誠也先輩が大学進学の報告に来てくれました。おめでとうございます！！
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とうとう、このときが来てしまいましたよ～(T_T)
６年生の皆さん、ご卒業おめでとうございますm(_ _)m

卒業する６年生に送る言葉を木村先生、尾島先生、大本先生に、
卒業する６年生を代表してキャプテン田上くん、保護者を代表して田上さんに
一言ずついただきました。
皆さん、すてきな一言をありがとうございましたm(_ _)m

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６年生に贈る言葉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木村　裕之

　田上君、松尾君、千葉さん、石田君、稲森さん、神嵜さん、小林君、田中君、中嶋君、野口君、
平島さん、細谷君、本多君、松浦君、渡辺さん、椙田君、加藤君、神田君、卒業おめでとう。
心身共に大きく成長した君達の姿が、とても頼もしく、元気に卒業の日が迎えられたことを、
たいへん嬉しく思います。

　中学に進み、もう一段も二段も大きく成長する時です。新しい生活のスタートに期待と希望に
一杯かと思います。それぞれがスタートラインに経ち、新しい第一歩を踏み出して行きます。
今、ひととき立ち止まって、自分が剣道を通じて学んだことを振返って思い浮かべてください。
そして、剣道教室に通って鍛えられたことを、先生やご両親への感謝の気持ちを忘れないでください。

　私はこの一年間、体調を崩して、剣道から離れていました。健康がいかに大切で、ありがたいことか、
何度も思いました。みなさんと一年間、稽古ができなかったことが、申し訳なく、心残りです。
みなさんが卒業して、稽古に来てくれた時、一緒に剣道ができるように、私も早く、元気になります。

これからも成長した姿を駒剣に見せに来てください。その時は元気な顔でみなさんを迎えます。

１８名の素晴らしい君達の活躍を心から期待しています。
おめでとうございます。

　　　　　　　　　　　志高き　１８名の駒剣士たちへ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尾島　寿子

　時は流れて、人の姿・心も変化して・・・６年生の成長ぶりがまぶしく、頼もしくあります。
旅立ちを喜び、会う機会が少なくなることに寂しさを感じています。成長変化の度合いは
測る定規があるわけではありません。各々、自分に打ち勝つ努力をしてきたことがすばらしく、
１８名全員の変化を感じ取れます。人と比べる必要はありません。

　
　剣道を続ける君たちへ
　楽しいだけの剣道から、厳しさや先輩・後輩としての役割を学ぶ剣道に発展させていって
ください。難しい話ですが、社会性・協調性（役割・責任・義務）を身につける勉強を剣道から
知ろうとしてください。心強く、優しい大人への階段を一歩ずつ昇ってください。
志を同じく稽古する仲間は、一生の友となるでしょう。
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　新たな生活を試みる君たちへ
　駒剣で学んだことは、剣道のみならずこれから生きていくヒントになるはずです。
立ち止まった時、駒剣を思い出してください。剣道を続けていなくても、君たちは家族です。
帰る場所（ホーム）があることを忘れないでくださいね。

　６年生を育ててくださった先生方・成人会員・錬成会員・保護者・ＯＢ＆ＯＧの皆様
　１８名が立派に卒業できることを幸せに感じています。それは当たり前のことでなく、大変すばらしく
特別なことだと思います。平成２１年春の文集にも書きましたが、駒剣全員の思いやりの連鎖が
子どもを育てるのだと思います。卒業する剣士の保護者の方々も、これからずっとファミリーです。

　　立派に育った６年生が卒業すると、５年生の新チームがスタートします。
毎年この時期は、これからどうなるのかな？と不安と期待が入り交じります。生まれたての雛が成長し
巣立つ頃には立派な成鳥となり、羽ばたく姿は輝かしい。同じ時を過ごした子どもたちは、自分の
子どものような思いがあります。みんなが、我が子です。良き指導者・良き母・良き姉？となるよう、
私も精進、精進！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６年生の皆さんへ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　錬成部長　大本　郁子

　　卒業おめでとうございます。
毎年やってくるこの季節、嬉しさと、寂しさを感じる季節です。
一緒に剣を交え、立派になった仲間を誇りに思って送り出す喜びと、あの頑張る姿に！あの笑顔に！
毎週会えなくなる寂しさがやってきます。

　　剣道を続ける人も、違うことで頑張る人も、駒剣で経験した事をこれからの生活に大いに役立てて
下さい。使い方は皆さん次第、きっと色々な場面で使いこなされ更に素敵な経験となることと思います。
そして沢山出来た友達、駒剣で知り合えたのも何かの縁ずっと大切にして下さい。

　　最後になりましたが、今！自分にとって何が必要なのが、何が大切なのか、無理をせず、
身体や心と相談しながら楽しい中学生生活を送って下さい。

今まで駒剣を支えてきてくれてありがとう。
そしてこれからも宜しく。
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田上さんには３年間後援部の副部長さんとして大変お世話になりました。
本当にありがとうございました。お疲れさまでしたm(_ _)m

田上キャプテン、お疲れさまでしたm(_ _)m

駒剣のみんなへ 
 

平成２０年度キャプテン 田上 征哉 
 

新６年生へ、キャプテン、副キャプテンを問わず、みんなで協力し合いながら頑張って下さい。 
特に、キャプテン 副キャプテンは、低学年のめんどうを見て、「自分たちがみんなを引っ張って 

行く」ということ、「いつも自分たちから動く」ということ、「自分たちが声を出す」ということ、大変だけど 
そうすれば、自然とみんなはついてくると思います。 
６年生どうしで協力しながら、駒剣を引っ張って行って下さい。 

 
新５年生も、低学年のめんどうをみて、６年生について行けるように、今のうちに６年生の動きをよく 

見て、「来年は自分たちがやるんだ」と考えながら６年生について行って下さい。 
 
３年生４年生は、新しく入って来る初心者に、色々なことを教えてあげて下さい。また、 

自分たちもせんぱいをよく見て、初心者の子に追いぬかれないように頑張って下さい。 
 

１年間キャプテンをやって来て、キャプテンとしての責任感もあり 
大変な事もありましたが、楽しく過ごせました。今年は６年生が１８人もいて、 
一度にいなくなると少しさみしくなるかもしれませんが、いつものように、 
大きな声で駒場剣友会 剣士として頑張って下さい。 

「駒剣士のみんなへ」            
田上 美由紀 

 
駒剣でみんなと出会えたことに感謝しています。「ありがとう」 

みんな入会したばかりの時は、ドキドキしながら稽古に来ていたのでしょうね。 
少しづつ慣れてきて、話をするお友達が出来て、面紐を早く結べるようになり、声もだんだん 
大きく出せるようになって、竹刀が真っ直ぐ振れるようになって、、、そんな 一人一人の 
ささいな一つ一つの小さな成長を、３年間もいっしょに体験してこられた事は、私にとって 
とても貴重な体験であり、大切な１ページになりました。 
みんなから たくさん たくさん 元気をもらったよ。 
  

駒剣に集まってくるみんなは とても素直で優しい良い子ばかり、せんぱい達が優しく接して 
くれたから、みんなも 自然に同じことが出来るようになったんだよ、優しくしてもらったら、 
だれだって気持ちいいから、だれかに優しくしてあげたくなるよね、駒剣にはいつでも優しい心が 
あふれている、とっても居心地の良い場所でした。この心地良い駒剣を守って行って下さいね。 
 

剣道が強くなるには 心を素直に！ 先生、せんぱいのお話を聞くこと。話の意味が今はむず 
かしくて分からなくてもいいから、ちゃんと話を聞いておいてね、何回も聞いているうちに いつか 
「ああ！そうか そうなんだ！」って分かる時が来るから。 
 

征哉がキャプテンになり、４４人の大人数を まとめられるのかしら？と心配でしたが、みんなが 
手をかしてくれて とても仲の良い代になりました。みんな ありがとう。 
征哉と一緒に卒業になるけれど いつでもみんなを応援しています。 フレーフレー駒剣士！ 
みんな みんな 大好き 駒剣士！  
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３月１日（日）春日部ウィングハット（という体育館）で村岡杯剣道大会がありました。
駒剣からは、３，４年生と６年生女子が参加。
３チーム一組の予選リーグで、１位になったチームだけが決勝リーグに勝ち進めます。
他県からの強豪チームの参加もあり、駒剣の２チームは惜しくも決勝リーグには
勝ち進めませんでしたが、気持ちでは決して負けない正々堂々とした戦いぶりでした。
試合結果とコメント、みんなからもらった感想を紹介します。

【小学校低学年】

先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 勝ち（本数）

駒剣 松本駿平 本荘日向 中牟田莉奈 森　渉 渡辺周平 ３（５）

うぐいす
剣志会

石田 増山 朝日 江澤 奥原 ０（０）

コメント

頑張ってい
ろいろな技
をだしまし
た。

開始してす
ぐの面が
良かったで
す

お互い譲ら
ず、接戦で
した。良い
試合でし
た。

最初から
積極的に
出てまし
た。

力強い相
手でした
が、がん
ばって前に
出て面をと
りにいって
ました。

コメ メ メ メ

先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 勝ち（本数）

駒剣 松本駿平 本荘日向 中牟田莉奈 森　渉 渡辺周平 ０（１）

川口武道館
少年剣道ク

ラブ
渡辺 山本 青木 渡辺 宮村 ４（７）

コメント

惜しい面
がたくさん
ありまし
た。竹刀を
落としてお
しい試合で
した。

どんどん前
に出てまし
た。

２本取られ
ましたが、
大きい相手
に負けずに
前に出てい
ました。

積極的に
面を取りに
いってまし
た。

どんどん押
してくる相
手のスキ
を狙っての
面でした。
気持ちは
どんどん前
に出ていま
した。

△

コメ メ メ メメ メ

7



【小学校高学年】

先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 勝ち（本数）

駒剣 神嵜恵 平島結花 稲森華乃子 渡辺かこ 千葉智佳 ０（１）

春風館
道場

豊田 堤 白石 愛川 堤 ４（８）

よく声が出
ていまし
た。足もよ
く出て良い
試合でし
た。

体も大きく
強い相手
でした。

コメント

力強い相
手に負け
ずに向
かって行っ
てました。

お互いゆ
ずらず、面
の取り合
いでした。

背も高く、
すばやい相
手でした。

ココメ メ メ

メ

メ メ メ

先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 勝ち（本数）

駒剣 神嵜恵 平島結花 稲森華乃子 渡辺かこ 千葉智佳 ０（０）

萌木剣道
教室

伊藤 丸山 村井 北井 畑 ５（１０）

どんどん出
てくる相手
に負けず
に向かって
行ってまし
た。気迫は
負けてい
ませんでし
た。

力強い相
手でした
が、面にく
らいついて
行ってまし
た。

すばしっこ
い相手です
が、ねばっ
て向かって
いってまし
た。

どんどん押
してくる相
手でした
が、声を出
してがん
ばって前に
出てまし
た。

動きの速
い相手でし
たが、がん
ばって食ら
いついて
行ってまし
た。

コメント

コメ メ メ メ メ メメ メ メ

選手と応援してくれた人の感想

３年　松本くん
　「初めの試合で負けちゃったけど、こんどの試合でかちたいです。」

３年　本荘くん
　「さいごに二本勝ちしてうれしかったです。」

４年　中牟田さん
　「私はぜんぜんいい試合ができませんでした。
　　今度、試合に出る時は、今回のことを
　　バネにしてのぞみたいです。」

３年　森くん
　「一回せんめはまけちゃったけど、二回せんめは
　　かってうれしかったです。」

４年　渡辺くん
　「いい面を打ててよかったです。」
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審判員の先生方、コメントを書いてくださったり応援してくださった成人会員さん、
小学生会員のみなさん、ありがとうございましたm(_ _)m
選手のみなさん、お疲れさまでした～

６年　神嵜さん
　「私は、相手に小手を何回もうたれてまけてしまいました。なので、小手の出ばな技を身につけて
　いきたいです。それと、自分の得意な技をみがいていきたいです。」

６年　平島さん
　「今日のしあいは駒場剣友会で出る最後の団体戦でした。私は次ほうで出て、あまり納得のいく
　結果ではありませんでした。ですが、だせる力はすべてだしたので、中学生でも頑張りたいです。」

６年　稲森さん
　「今日は、一回戦目はしゅんそくで負けて、とってもくやしかったです。２回戦目も２本とられて
　負けてしまい残念でした。相手の春風と萌木は、スピードがあってとても強かったです。
　結局負けてしまったけれど、この経験を生かしてがんばっていきたいです。」

６年　渡辺さん
　「今日の私達のチームは、だれ１人勝つことができませんでした。とくに２回目の試合は、
　みんなが面を２本とられ、１本もとれずに負けてしまって残念でした。でも、みんな気合いを
　入れて試合ができたと思うので、くいは残りませんでした。でも、負けたのにかわりはないので
　反省点を考え、次の試合のときには勝ちたいです。(>_<)

６年　千葉さん
　「私は２回とも２本負けしてしまいました。また、自分の剣道もできず終わってしまいました。
　相手がふり返ってすぐ打つことと、かえし面がうまかったので、気をつけて試合がしたいです。
　これが、これからの試合につながっていけばいいなと思いました。」

５年　真砂くん（応援）
　「レベルの高い剣道を見ることができて、勉強になった。」

２年　本田青一郎くん（応援）
　「みんな、剣道をいっしょうけんめいにやってて、いろいろなわざをれんしゅうして、しあいをして
　がんばってて、動きがすばやくてすごかったです。」

５年　本田安葵子さん（応援）
　「みんな、よくがんばっていた。勝てなかったけど、よかった！！」
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渡辺　良平

良平の部屋
犬が西向きゃ、尾は東　かな？

　良平さんの特製『鍔』も今月は、いよいよ型へ樹脂を流し込んで『鍔』を作る成形工程になります。

　先月は『クリスタル樹脂』を混ぜるところまででしたが、続きになる今月は『鍔』中に入れる材料に関する部分

からにしたいと思います。

（１）　材料を『型に合わせる』

　先月の「クリスタル樹脂」を混ぜ合わせる工程が終わったら

鍔の中に入れる材料を、『型』に合わせて切ります。

今年は、『紅葉』を材料としていますが、この紅葉が結構厄介です。

昨年も紅葉入りの鍔を数個作りましたが、紅葉の『葉』は同じものが

二つとしてありません。従って全く同じ鍔も作れないのですが、

大きい紅葉、小さい紅葉、尖った部分の数も様々ですが、型は

一定ですので型に合わせて紅葉を切らなければなりません。

切り取り方は単純で、好みに合わせて右の写真のように切ればＯＫ！

紅葉は『押し花』と同じように、雑誌等で挟んで重量を掛けて

平らになるようにして下さい。また、完全に乾燥するまで『押し葉』

して下さい。完全に乾燥していないと、成形後に水分が樹脂の中で

蒸発～発泡して外観不良の原因になります。

（２）『型』へ樹脂を流し込みます。

先月号で『型』に『グラスファイバー』を敷く事を説明しましたが、その

グラスファイバーを敷いた（2層に敷いて下さい。）型に先月号の

（５）で混ぜたクリスタル樹脂を流し込みます。

流し込む手順として、写真のようにスプーンで少しずつ流し込みます。

一度に大量に流し込むと、グラスファイバーがずれてしまいます。

『型の深さ』は5ｍｍ程度ですので、２～３ｍｍ程度流し込みます。

グラスファイバーば『ガラスで出来た布』ですので、繊維の隙間にまで

十分に樹脂が馴染むように、樹脂の中に細い棒を入れてグラスファイバー

を押さえて行くと早く馴染んで行きます。

ドライヤー等で樹脂を暖めると、樹脂の流動性が上がりますので更に

馴染み易くなります。

＊型に樹脂を流し込んだ後に、約24時間静置しますので、新聞紙の

　上にベニヤ板等を敷いておくと移動し易いです。

良平さん特製の『鍔』（つば）の作り方教えますよ！その３
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（３）飾りを入れる。

（２）で型に2～3ｍｍクリスタル樹脂を流し込ん

だら（１）で切ったおいた紅葉をセットします。

この時、紅葉はﾋﾟﾝｾｯﾄで摘んで入れる

と手が汚れません。

クリスタル樹脂は1時間程度経ってから硬化が

始まりますので、飾り（ここでは紅葉）の位置を

その間なら動かすことは可能です。

飾りをｾｯﾄしたら、今度は飾りの上に再度

ｸﾞﾗｽﾌｧｰﾊﾞｰを2層に敷いて下さい。

そして、最後に型枠一杯になるまで樹脂を

流し込んで下さい。

そして、必ず『水平な場所で』最低24時間静置して下さい。

当然ですが、水平な場所に置かないと、薄い部分と分厚い部分が出来ます。

100円ｼｮｯﾌﾟでﾒｼﾞｬｰと水平ﾚﾍﾞﾙ系がｾｯﾄになったものがありますので、お勧めです。

（４）型抜き。

右の写真は、約24時間経ってから型から『鍔』を

取り出した時のものです。

静置時間は室温によって数時間は差があります。

すなわち、夏季と冬季では4時間程度は変わります。

気温が高い方が早く硬化しますが、季節、室温に

関係なく24時間以上経ってから型抜きした方が

無難です。

途中で触ると、指紋や爪の後が残ります。

絶対に！ 24時間は触ったらあかんで～～！

（５）養生工程

型に樹脂を流し込んで、24時間経てば樹脂は硬化して触っても

後は残りませんが、まだ十分に主剤と硬化剤が化学反応し終わって

いません。

冬季の室温では型抜きをしてから一週間程度は完全に反応し

終えるのに時間が掛かります。そこで我が家ではオイルヒーターを

使用していますので、銅版（熱伝導が良く、保温性が高い）の上に

20時間程度置いて反応を促進させ時間を短縮しています。

型抜きした『成形品』はｶﾁｶﾁになっていますが、加温すると

少し柔らかくなりますが、心配はありません。

反応が完了する目安は、加温しても柔らかくならないようになった

時点です。

加温しなくとも、前述のように一週間程度放置しておけば自然に

反応は終了します。
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（６）仕上げ工程

型抜きした成形品には少なからず『バリ』という

「はみ出し部分」が出来てしまいます。

その「バリ」を切り取り、やすり掛けをして

縁の部分を整えます。

（５）の養生工程中に加温して養生する場合は

成形品が少し柔らかくなりますので、その間に

鋏で切り取るのが楽です。

完全に反応が終わってからでも鋏で切り取ることも

やすりを掛けることも可能です。

（７）寸法合わせ

（６）でバリを切り取った後に、実際に木刀に

はめてみますが、数種類の『本物の鍔』を元に

「型」を作った都合上、ピタッと木刀にはまらない

物があります。

その場合は、鍔の内側をやすりを掛けたり

ナイフで削ったりします。

（８）完成～～！
パチパチ！

　

来月は、失敗編？ 応用編！でっせ！

所要時間は約50時間です。時間は掛かりますが、気に入った物が出来たら「ヤッター」って感じです。

おお～！！ついに完成ですね。１個に５０時間もかかるんですね～。
６年生のみなさん、良平さんの『愛情いっぱい特製つば』大切に使ってくださいね♪
良平さん、写真いっぱいで楽しく分かりやすい鍔作り紹介をありがとうございましたm(_ _)m　来月も何だか面白そうですね♪
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　清水さんからバトン受け取りました。「新井です。」大きな熊さんではない・・・女子のほうです。

私が若かった頃（え～２０代を中心に）にしてきた数々の珍事件を公開しま～す。

駒剣のみんなも行ってくれば？・・・もう少し大きくなったら

オーストラリアと日本は交流がいろいろあり、オーストラリア（日本）を知ってもらうため、
観光もでき、語学も勉強でき、しかも働くことができるワーキングホリデービザというのがあります。
たぶん、今もあると思う。オーストラリアの人も日本に同じビザを使って来ることができます。
そのビザは、当時は数カ国に限られていたんだけど、今はイギリスとかだいぶ増えていると思うので
駒剣のみんなもこういうビザを有効に使って、日本以外の国を見たらすごく面白いと思います～。
その時に、日本の武道である剣道ができるというのは素晴らしいことで、日本の美しい礼儀や心を
自信を持って伝えられるよ～。私は若い頃、日本をあまり旅行していなかったし、日本のよいところって
何だろうと考えることがなかったけど、他の国の人は実によく自分の国のことを知っています。だから、
海外に行く時は日本のこととか、日本人とは、と考えたりしたらいいかも～。
でも、海外に行くと、日本って、日本人っていいなあと実感するのも確かです～。

またどこかの国へ行こう（案）・・・と考えています

お金も時間もないのに、私の頭の中には「いつかまた海外に長期滞在したいな～」という願望が。
「優しい４５歳の主人とかわいい８歳の息子をおいて、いけるのか？」と、あまり深くは考えていない
のですが、お金と時間とタイミングさえあえば、「行ってもいいですか～？」。
駒剣のみんなも、これから小学校を卒業して中学校に行く人、働く人！？（いやいや、まだ義務
教育が続く・・・）、何かをやろうと思ったらあきらめないでやってみてね。
ちなみに、私の主人の孝哉さんは、日本国内は県でいうとほとんど行っているそうです。それらの
場所には彼の好きなあるものがあり、それがあるすべてのところに行くのが夢らしい。いってらっしゃ～い。

日本以外の国を見た～い、とオーストラリアへ行きました

花のOLとして働いて４年ほどしたとき、ん～「オーストラリアに行こう！」と、ある日思いつき、
会社のお昼休みに、向かい側にあったオーストラリアの観光局に行っては情報を集め、
とうとう誰にも相談せずにほぼ決断したところで、「会社を辞めてオーストラリアに１年行きます
（本当はそのまま３年位はいたい、と企んでいた）」と親と会社の上司に行ったところ、親からは
しばらく話をしてもらえなかった。あっ、今は仲良しだし、きちんと和解してからいきました～。
ちなみに持参金は３０万円くらいしかなかったと思う。

わーお！いきなり話がインターナショナルです！

そうですね！テレビやビデオで見てわかっているつもりでも
実際に行ってみること・・・って大事ですよね。

話は変わって　写真

写真の仕事をしていた時期があるのですが、今ではその仕事はしていなく、持っているカメラは
錆び付いているのではないかと思うくらい使ってません。でも、剣道をしている姿って美しいなあ～と、
久々に写真を撮りたくなり、さいたま記念総合体育館で行われた市民体育大会剣道大会（初めて
剣道の試合を見ました）にカメラを持っていったのに、接触不良で壊れていた～、ショック。
デジカメではないので、新しいカメラが欲しいんだけど、お金がない。剣道している人の気持ちと、
私がシャッターを押す瞬間のその気持ちが一緒になったときの写真が撮れたら最高だなあと
思ってるんだけど。剣道も写真もコツコツやりま～す。

写真のお仕事をしていたなんてすご～い！！
ぜひ、駒剣専属カメラマンになっていただきたいです！！

もう、行けないなあ～じゃなくて行こうと考えているのがすごいです！！
ちなみにパパさんの「ある場所めぐり全国制覇の夢」は・・・●ー●ー●ー●のある●●場！だそうです。へえ～意外！！

今月の走者は平成２０年度（去年の５月）の剣道教室をきっかけにご家族で入会された
新井ファミリーの母！いつもにこやかで若々しい新井美鈴さんのお話はどんなお話かなあ・・・？
では新井さん、よろしくお願いしま～す！
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“一泊３００円のゲストハウス”から“数万円の高級ホテル”まで

「地球の●●●」という、ややマニアックで貧乏旅行向きの人におもしろい、海外旅行用のガイドブック
のお仕事で、ベトナムや香港、シンガポールに行ったことがあるんですが、泊まる宿はピンからキリまで。
一帖位の広さのところや相部屋とか、かと思えば夜景の見える広～いスイートルームとか。
今は少し歳をとりましたので（といってもまだ４●歳だから若いぞ！）、今行くならちょっと豪華な
ホテルがいいわ～と贅沢になっちゃったかも。

駒剣のみんなも
ガイドブック持って旅に出てみれば？・・・とまた誘っている～

さて、バックパッカーって駒剣のみんなは知ってるかな？よくバックパックという大きなリュックを
背負って歩く欧米人を連想してもらうとわかると思うのですが、たいてい彼らは安いゲストハウスや
ユースホステルに泊まることが多いです。それも旅の期間は数泊ではなく、長期間じっくりと。
相部屋が主流だから、意気投合して次の目的地に一緒に行ったり、すでに行ったことのある人から
その土地の情報を聞いたりと交流があって面白い。欧米人は「ロンリープラネット」というほとんど文字
ばかりのガイドブックを持っている人が多い。このガイドブックは、ありきたりの情報だけでなく、たとえば
“この宿はせまくてエアコンもないけど、食事が安くておいしくてボリュームがあるので有名。だから
世界中のバックパッカーの口コミでいつも満室だけど、早めに予約を取れば大丈夫。”とか、お宝情報
満載。彼らが他人にお土産を買っているのはみたことがなく、自分へのお土産もポストカードとか
その土地で見つけた葉っぱだとか貝殻だとか。で、ガイドブックの話に戻りますが、日本人のバック
パッカーで持ている人が多いのが「地球の●●●」。昔は本のペラペラめくるところに青い色がついて
いてよく目立ち、それを持っていると遠くからでも“あっ日本人だ～”とすぐにわかったらしい。
話は変わりますが、欧米人の前で折り紙を披露すると、エライ感激するので、春休みに折り紙のレパー
トリーを増やしておけばいいかもよ～。

最後に美しいお辞儀の話を
私が今いる職場では、毎朝朝礼があり、その最後に「ありがとうございます」など８つの用語を言います。
１００人以上いるフロアなのですが、とっても美しい心のこもったあいさつをする人がいます。
その人は一緒に働いている駒剣の保護者の１人です。特に「申し訳ありません」という用語を言うときは
他の人が頭をすぐにあげてしまうのに、１，２，３と深くゆっくりお辞儀をしてから頭をあげ、それをしている
のはその方だけです。いつもそれが視界に入っているのですが、尊敬しちゃいます。心の入っている礼
って美しい！！と感じるんですよ～。

６年生の皆さん、もう少しで卒業してしまうの、本当に本当に寂しいです。
もうちょっと、一緒に稽古したかったです～。なんか、私にとって６年生の皆さんは、前からいる人も、
新しく入った人も、頼りがいのある人ばかりでした。駒剣にちょくちょく顔を出してくださいね。

　それから、もう一つ。これからいろんなことで、喜んだり落ち込んだりする
　ことがあると思うんだけど、悩んだりしたとき、私はこんなイメージをしています。

　「さいたま市の地図の上にいる自分を想像して、次に埼玉県全体からみた
　自分、日本の地図からみた自分、世界地図からみた自分をイメージする」

　と、“ な～んだ、私の悩んでいること、失敗して怒られたことってちっちゃ～い、　こんなこともあるさっ ”
て思えるので試してみてね！

次回４月号は本田さんにバトンタッチです。お願いしま～す。

ワンポイントレッスン

『地球の●●●」！面白いガイドですよね～
新井さんが作っていたなんてビックリ！？

まだまだお聞きしたら、ほかにもいっぱい面白いこと聞けそうですね～♪新井さん、次から次へといろいろな楽しい

お話ありがとうございました。本田さん！バトン渡りました～！よろしくお願いいたしま～すm(_ _)m

なるほど～確かにそうですね～
うん、今度やってみよう(*^_^*)
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※　剣道教室は５月９日（土）～６月２７日（土）（全８回）！

   申込み受付は４月１１日（土）　2：００～　　道場前にて

みんな、お友達をさそって仲間をふやそう！！
3/31（火）朝日新聞（原山・東浦和地域）にチラシが入る予定です。

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しま～す！！

・・・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

　１日（日）　村岡杯剣道大会（春日部ウイングハット）
　５日（木）　通常どおり　５：００～７：００
　７日（土）　駒剣　後期級審査会　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 さくら草旗出場選手結団式
１９日（木）　通常どおり　５：００～７：００
２０日（金・祝）　さくら草旗争奪剣道大会　　（さいたま市記念総合体育館）
２１日（土）　６年生を送る会　１：００～５：００
　　　　　　　　特別ゲストとしてＮＹ特派員Ｉファミリー一時帰国予定！
          　（夜は大人の６年生保護者を送る会があります）
２６日（木）　通常どおり　５：００～７：００
２８日（土）　通常どおり　３：００～５：００

　２日（木）　通常どおり　５：００～７：００
　４日（土）　駒剣　OB合同稽古会　１：００～５：００
             駒場体育館メインアリーナにて
　　　　　　　　 先輩方をお迎えして、合同稽古ならびに試合を行います。
　　　　　　　　　　先輩方！新中学１年生のみなさんもお待ちしてますので、よろしく～(^^)/

　　　　　　　　　　修道館はお休みです。

　９日（木）　通常どおり　５：００～７：００
１１日（土）　通常どおり　３：００～５：００　剣道教室申込み受付2:00～
１６日（木）　通常どおり　５：００～７：００
１８日（土）　駒剣稽古休み（翌日曜日に稽古をするので、お休みです）
              修道館はあります。
１９日（日） 稽古＆定例総会　３：００～５：００（総会は２F会議室にて）
　　　　　　　稽古は通常どおりあります。
　　　　　　　      保護者の方は、年に一度の大切な総会ですので、万障お繰り合わせの上、

　　　　　　　      ご出席のほどよろしくお願い致しますm(_ _)m

２３日（木）　通常どおり　５：００～７：００
２５日（土）　通常どおり　３：００～５：００

４月の予定

３月の予定

お知らせ
５年生の有賀くんが２月から１年間休会になりました。寂しいけど来年の２月からは
また一緒に稽古しようね！　待ってるよ～！！

せんぱい方！
よろしくお願い
します！！
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