
　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 
　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　
　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　

今月今月今月今月のめにゅのめにゅのめにゅのめにゅ～～～～
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。。。。

平成平成平成平成２２２２1111年年年年４４４４月号月号月号月号　　　　駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会平成平成平成平成２２２２1111年年年年４４４４月号月号月号月号　　　　駒塲剣友会駒塲剣友会駒塲剣友会駒塲剣友会

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
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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・・・・・・・・・・・・本荘先生本荘先生本荘先生本荘先生・・・・３３３３月月月月のおのおのおのお当番当番当番当番さんのさんのさんのさんの感想感想感想感想

☆☆☆☆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のののの結果報告結果報告結果報告結果報告

☆☆☆☆良平良平良平良平のののの部屋部屋部屋部屋・・・・・・・・・・・・「「「「特製鍔特製鍔特製鍔特製鍔のののの失敗編失敗編失敗編失敗編、、、、応用編応用編応用編応用編」」」」

☆☆☆☆駒剣勝手駒剣勝手駒剣勝手駒剣勝手にににに指名指名指名指名リレーリレーリレーリレー・・・・・・・・・・・・今月今月今月今月のののの走者走者走者走者はははは本田本田本田本田さんですさんですさんですさんです♪♪♪♪

☆☆☆☆新正副新正副新正副新正副キャプテンキャプテンキャプテンキャプテン決決決決まるまるまるまる！！！！・・・・・・・・・・・・ひとひとひとひと言言言言ずついただきましたずついただきましたずついただきましたずついただきました～！～！～！～！
　　　　
☆☆☆☆おおおお知知知知らせらせらせらせ・・・・・・・・・・・・新入会員新入会員新入会員新入会員のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ、、、、駒剣文集完成駒剣文集完成駒剣文集完成駒剣文集完成！、！、！、！、４４４４，，，，５５５５月月月月のののの予定予定予定予定

☆☆☆☆星星星星やんやんやんやん武芸帳武芸帳武芸帳武芸帳・・・・・・・・・・・・「「「「そのそのそのその４７４７４７４７　　　　竹刀竹刀竹刀竹刀のののの名前名前名前名前がががが汚汚汚汚れてれてれてれて見見見見えなくなっちゃうよえなくなっちゃうよえなくなっちゃうよえなくなっちゃうよ！」！」！」！」
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　桜の花が満開になろうとしています。新しい出会いの季節となりました。進学、進級おめでとう。
またひとつ階段を登り、成長しましたね。

　３月２１日の「６年生を送る会」は、たくさんの人の思いが溢れた盛大なイベントになりました。６年生対
下級生の勝ち抜き戦は、予想以上に下級生が健闘し、６年生があわてて面をつける一幕もありました。
６年生にとって厳しい判定もあったようですが、さすがに上級生、強かった！５年生をくだし、成人会員までをも
引きずり出しました。
　その後のセレモニーでは、６年生一人一人から立派なあいさつがありました。そして、年々豪華になる記念品
の数々。これらをずっと大切にして、これだけみんなから思われていたんだ、ということを忘れずにいてください。
　私がこの日一番印象に残ったのは、準備運動のときの声の大きさでした。６年生は「これで最後だ。」、５年生
以下は「６年生と今日でお別れだ。」という気持ち。そしてさらに、「このあとすぐに試合だ！」ということもあり、
ものすごい気迫あふれる声が出ました。声の大きさは、人の数だけではないんです。気持ちで声は出るのです。
１８人が卒業して人数は減りますが、あのときの気迫あふれる声は、気持ちの入れ方でこれからも出るはずです。
しっかり稽古していきましょう。

　その前日、２０日に行われた「さくら草旗争奪剣道大会」では、残念ながらＡ，Ｂチームともに予選リーグ
１勝１敗で、今年はトーナメントには進めませんでした。それでも参加した選手はもちろん、応援した子ども
たちにとっても得たものは多くありました。全国的な強豪チームの剣を直接感じたり、接戦の中で貴重な経験を
したりしました。田島剣友会と鳩ヶ谷市剣道連盟と行った練習試合も、良い機会をいただきました。
　まだ小さいのに、いろいろな技を使っている剣士も見られました。駒剣だけが剣道の世界ではありません。
試合ばかりをやる必要はありませんが、井の中の蛙にならないように、謙虚に己の剣を磨いていきましょう。

　さて、今日はＯＢ会です。今年もOB杯、小学生杯をかけて試合を行います。昨年は、中学生になった
ばかりの西聖仁選手が先輩方をなぎ倒しＯＢ杯をゲット。小学生杯は、５年生以下の決勝で、有賀選手対
有田選手のアリアリ対決がなかなか決着つかずで、ど根性の試合をしていたのが思い出されます。
今年はどんな好試合が見られるか楽しみです。また、試合だけでなく、実際に剣を交えてみると、強くなった
のが実感できてうれしくなります。久しぶりのOBたちと稽古できるのも楽しみです。
　『文集　剣は心なり　第４号』が配られます。時間をかけて、一つ一つの文章を読んで、写真を見て欲しいと
思います。剣からだけでなく、ペンからも、その人の人柄のようなものを感じられるはずです。
写真からは、撮った人の愛情が感じられるはずです。この文集には、たくさんの　“ありがとう”　がつまっています。

　新しいキャプテン、副キャプテンが決まりました。３人のコメントからも、強い決意が感じられます。みんなが
選んだ３人です。みんなで盛り上げていってください。新しい仲間も増え、新６年生も１２人いて粒ぞろいです。
切磋琢磨してこの一年でどんどん強くなってください。
　新５年生と新４年生の人数が少ないので、今年の剣道教室にたくさんの友だちを誘い、仲間をふやしましょう。

　今年度も駒剣での新たな出会いに期待します。みんなのがんばりを楽しみにしています(*^_^*)。。。。

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
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３３３３月月月月のおのおのおのお当番当番当番当番さんさんさんさんノートノートノートノートのののの感想感想感想感想よりよりよりより

本荘先生、お当番さん、ありがとうございました。M(_ _)m

３月５日（木）　　大本先生・石井先生
　　　　　　　　・級審査に向けて、６年生の協力のもと稽古。
　　　　　　　　　寒い中、みんな真剣にがんばっていました。
　　　　　　　　・６年生がとても上手に元立ちをしていて、打ちやすそうでした。
　　　　　　　　・土曜の昇級審査を受けるみんな、がんばってください。

３月７日（土）　　菅原先生・本荘先生・尾島先生
　　　　　　　　・本荘先生より　「しっかりした立ち会いができました。相手のことを考えて元立ちが
　　　　　　　　　できるようになるとよいと思います。声の出ている人と出ていない人がいます。
　　　　　　　　　緊張しますが、稽古をして力を出せるようにしたいですね。
　　　　　　　　・菅原先生より　「打たせるのが上手になると応じ技が上手になれます。間合いがよくわかる
　　　　　　　　　ようになります。上手な人をよくみて稽古していきましょう。
　　　　　　　　・みんな、しっかりとした審査を受けることができました。

３月１２日（木）　　尾島先生・近藤先生・渡邊先生
　　　　　　　　・本太小６年生が学校行事で遅れてきたので、始めは少ない人数でした。
　　　　　　　　・近藤先生をはじめ、先生方のていねいな御指導のもと、後半はいつもの盛り上がりで
　　　　　　　　　寒い中、みんな頑張っていました。

３月１４日（土）　　菅原先生・本荘先生・尾島先生
　　　　　　　　・体調の悪い人が多いので気をつけましょう。
　　　　　　　　・全員で声を出して頑張りましょう。
　　　　　　　　・中学生の先輩も来てくれました。練習試合は気合いが入っていて素晴らしかったです。
　　　　　　　　　応援している人も真剣でとても良かったです。
　　　　　　　　・見学をしている人たちがお手伝いをしてくれました。

３月１９日（木）　　尾島先生・杉山先生
　　　　　　　　・前半・・・稽古　　　後半・・・試合稽古
　　　　　　　　・６年生は木曜は最後の稽古でした。今日は体調のすぐれない人が多かったです。
　　　　　　　　・礼式での道場訓は、とても大きな声で気合いが感じられました。
　　　　　　　　・試合稽古では、応援がもう少し元気があればよかったです。
　　　　　　　　・明日の大会は、試合に出人も出ない人も心をひとつに頑張ってください。

３月２１日（土）　　本荘先生・木村先生・尾島先生
　　　　　　　　・「下級生に１本ハンデ有り」で始まった試合。かなりの接戦で、見ごたえがありました。
　　　　　　　　　でも、さすがは６年生。成人会員４名まで勝ち進みました。
　　　　　　　　　６６６６年生卒業年生卒業年生卒業年生卒業おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう！！！！！！！！

３月２６日（木）　　尾島先生
　　　　　　　　・新体制での道場訓。今までどおり大きな声で立派でした。
　　　　　　　　・指導のたびに「返事！」といわれ残念です。もっと意識することが大切かと。誰かが声を
　　　　　　　　　出してくれればでなくて、自分一人でも大きな声を出せばもっともっと活気がある練習に
　　　　　　　　　なると思います。
　　　　　　　　・先生より　「高学年の見取り者は、ひもがほどけていたら結んであげるなど、もっとまわりに
　　　　　　　　　気を配ってください。」

３月２８日（土）　　菅原先生・本荘先生
　　　　　　　　・菅原先生より新体制に向けてのお願い
　　　　　　　　　「姿勢を正して」のかけ声をぜひ大きな声で、気合いを込めてして欲しい。その一言で、全体の
　　　　　　　　　　雰囲気が引き締まります。」
　　　　　　　　・今日は恒例の月例試合はせず、通常練習を行いました。基礎練習に重点を置いて、本荘先生
　　　　　　　　　からいろいろ御指導いただきました。

3



【【【【AAAAチームチームチームチーム　　　　予選予選予選予選　　　　１１１１試合目試合目試合目試合目】】】】
先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将

駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会　　　　AAAA 野口（亮） 木村 真砂（裕） 石田 田上 松下 中牟田

メ　　メ メ　メ

メ　メ メ　メ メ メ　メ

総和剣道総和剣道総和剣道総和剣道クラブクラブクラブクラブ 落合 初見 野沢（弥） 石川 藤本 戸村 野沢（岳）

コメントコメントコメントコメント

【【【【AAAAチームチームチームチーム　　　　予選予選予選予選　　　　２２２２試合目試合目試合目試合目】】】】
先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将 代表戦 勝数（本数）

駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会　　　　AAAA 野口（亮） 木村 真砂（裕） 石田 田上 松下 中牟田 石田 ２２２２（（（（３３３３））））

△ メ　メ コ コ 代表戦勝

メ コ　メ

妻沼剣道教室妻沼剣道教室妻沼剣道教室妻沼剣道教室 大谷 清水 石田 青木（芳）青木（亮）金子（侑）金子（拓） 青木（芳） ２２２２（（（（３３３３））））

コメントコメントコメントコメント

※最初に引き分けた者同士が代表戦を戦うルール

ド

メ

　　　

よく粘った！
長い延長の
末の見事な
小手。気持ち
で勝っ
た！！

スピードの
ある攻めで
相手を圧
倒。さすが
キャプテン
と思わせる
素晴らしい
試合でし
た。

相手は力と
スピードの
ある選手。
遠間からの
面、２本決
められてし
まう。

長身の選
手にひけを
とることのな
い試合。相
手の面にす
ばやく胴を
決める。し
かし、試合
後半に面を
決められ、
残念ながら
引き分け。

出だし思い
切っての面
に行ったと
ころを出ば
な小手を入
れられる。
積極的に
攻めたが残
念。

相面など
出していく
が、なかな
か決まら
ず。我慢の
剣道で引
き分けに持
ち込んだ。

開始すぐに
相手の思い
きった面を
受けた。そ
の後攻めて
いくが、相
手の勢いが
上であっ
た。

積極的に
胴や面を
攻めて有
利に試合
を進める。
いいところ
で飛び込
み面が決
まる。良い
試合でし
た。

最初は出
ばな小手
にも一本
上がるが、
相手の面
が優勢。惜
しい。その
後良く攻め
たが、相手
の出ばな
面が決まっ
た。

互角の勝
負。追い
かけ面な
ど惜しい
攻めで
あったが、
相手の出
ばな面が
決まり一本
負け。

よく攻めたも
のの、引き
技を出した
ところを追い
込まれて面
を決められ
る。間合い
が近かった
か。

下がる相
手でやり
にくかった
と思うが、
よく相手を
見て攻め
ていた。
一本目は
胴抜き面
二本目は
相手の足
が止まっ
たところを
面。

引き技を出
したところ
を追い込ま
れるところ
もあった
が、相手を
良く攻めて
の出ばな
小手で　見
事一本勝。

お互い
まっすぐな
面で全くゆ
ずらない
試合。最
後まで決
定打なく
引き分け。

出ばな小手
や連続技を
出していく
ものの、一
本までには
いたらず、
勝負を決め
られなかっ
た。

　

勝数（本数）

２２２２（（（（５５５５））））

４４４４（（（（８８８８））））

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のののの報告報告報告報告

　　　　　日　時　：　平成2１年３月２０日（金・祝）
　　　　　場　所　：　さいたま市記念総合体育館
　　　　　Aチーム　野口亮くん、木村くん、真砂裕くん、石田くん、田上くん、松下先輩、中牟田先輩、
　　　　　Bチーム　清水くん、山崎くん、高橋くん、小林くん、松尾くん、西先輩、本荘先輩
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【【【【BBBBチームチームチームチーム　　　　予選予選予選予選　　　　１１１１試合目試合目試合目試合目】】】】
先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将

駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会　　　　BBBB 清水 山崎 高橋 小林 松尾 西 本荘

メ　メ コ　メ コ　メ

メ　メ

一一一一ノノノノ割割割割 山内 西脇 石井 奥山 石嶋 白幡 石井

コメントコメントコメントコメント

【【【【BBBBチームチームチームチーム　　　　予選予選予選予選　　　　２２２２試合目試合目試合目試合目】】】】
先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将

駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会　　　　BBBB 清水 山崎 高橋 小林 松尾 西 本荘

メ　メ コ　コ コ　メ メ　メ メ　メ メ　メ メ

東松館東松館東松館東松館 吉村 中嶋 野稲 阿部 了戒 長谷川 小林

コメントコメントコメントコメント

前に出てい
ましたが、も
う少し多くの
技を出した
かったところ
です。

積極的に
攻めまし
たが、惜し
かった試
合でした。

間合いとタ
イミングの
よい面でし
た。

自分の有
利な体勢
まで待って
打てて見
事な一本
でした。

互いにゆず
らない息詰
まる試合で
した。

常に優位
に試合を
運べた内
容でした。

やりにくい
相手でし
た。もう一
つ手数を出
せば、崩せ
た相手だっ
たと思いま
す。次は一
本！

もっと前に
出ること。自
分が打つ間
を考えてい
るうちに打た
れてしまい
ました。

動きの速
い相手で
した。打と
うとしたと
ころにうま
く小手を
入れられ
てしまいま
した。

積極的に
攻めてい
た試合でし
た。内容的
に負けて
はいませ
んでした
が、２本とも
わずかに
相手の剣
に遅れて
いました。

足が止まっ
てしまいま
した。打数
の多い相手
に翻弄され
てしまいま
した。

相手の間
合いで打
たれてしま
いました

惜しい小手
がありまし
た。

相手にうま
く体勢を崩
されたとこ
ろを打た
れました。
もう少し足
を使いた
かったとこ
ろです。

勝数（本数）

７７７７（（（（１３１３１３１３））））

３３３３（（（（３３３３））））

１１１１（（（（１１１１））））

勝数（本数）

００００（（（（００００））））

Ａ，Ｂチームとも予選リーグで１勝１敗。
残念ながら決勝トーナメントには上がることができませんでしたが、一人一人の頑張りは
応援席からもよく分かりました。公式戦初出場の選手も、この試合を最後に駒剣を引退する
選手も、それぞれの思いがぎっしりと詰まった試合でした。

だから、応援席も　「○○くんファイト～！！」　「○○先輩ファイト～！！」
「こまけんファイト～！！！！」
とすごく盛り上がりましたよね(*^_^*)

選手のみなさんも応援のみなさんもお疲れさまでした。
みなさんが書いてくれた感想を紹介します。
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選手選手選手選手のののの感想感想感想感想

先鋒先鋒先鋒先鋒　　　　野口亮野口亮野口亮野口亮くんくんくんくん
「チームが一回でも勝てたのでよかったです。来年も出られたらいいです。」

次鋒次鋒次鋒次鋒　　　　木村木村木村木村くんくんくんくん
「今日は調子が良くて二試合とも二本勝ちすることができたけど、試合中にフラフラしてしまったり、
　相手が押してきたので下がってしまったりしたので、次のときはそれに気をつけてもっと良い試合が
　できるようになりたいです。」

五将五将五将五将　　　　真砂裕真砂裕真砂裕真砂裕くんくんくんくん
「遠間の面が入らなかったけど・・・小手が決まってよかった！！　最後の代表戦の陸人くんは
　すごい！！と思った。」

中堅中堅中堅中堅　　　　石田石田石田石田くんくんくんくん
「一試合目はなかなか自分のペースを保てず、相手のペースになってしまった。二試合目は
　やりにくい相手だったが、代表戦で勝ててよかった。」

三将三将三将三将　　　　田上田上田上田上くんくんくんくん
「今回のさくら草旗は、チーム全体的にあまり体が動いていなく、一試合目から負けてしまった。
　二試合目も技が冴えず、少し押されていた。最後の大会、勝つことはできなかったが、
　くいはないです。」

副将副将副将副将　　　　松下先輩松下先輩松下先輩松下先輩
「今回の大会で副将で出させていただき、本当にありがとうございました。
　この大会は６年生は最後の大会と聞いていたので、私なりに頑張らせてもらいました。
　しかし、１回戦では副将としての役割は果たすことができず、満足のできる試合ができませんでした。
　それがなぜなのかをよく考え、次の大会や日々の稽古で意識していきたいです。
　ありがとうございました！」

大将大将大将大将　　　　中牟田先輩中牟田先輩中牟田先輩中牟田先輩
「今回の大会では、大将を務めさせていただきましたが、役割をあまり果たすことができず残念でした。
　これからは今回の反省の出ばな技をしっかり打てるよう練習していきたいです。」

次鋒次鋒次鋒次鋒　　　　山崎山崎山崎山崎くんくんくんくん
「今日の試合では力をはっきできませんでした。次の大会までに、いつでも力をはっきできるように
　たくさん稽古をしたいです。」

五将五将五将五将　　　　高橋高橋高橋高橋くんくんくんくん
「一回戦は勝てて、二回戦目は負けてしまいました。負けてしまったということは、自分に何か足りない
　ところがあると思います。なので、その足りないところをしっかりと見つめ直して、それと努力して
　次はがんばりたいです。」

先鋒先鋒先鋒先鋒　　　　清水清水清水清水くんくんくんくん
「ぼくははじめて代表でしあいに出ました。ぼくは二試合とも二本取られて負けてしまいました。
　二試合目にあたった東松館の選手の竹刀がとても速かったのでびっくりしました。今度のしあいは
　勝てるように練習したいです。」

BBBBチームチームチームチーム

AAAAチームチームチームチーム
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中堅中堅中堅中堅　　　　小林小林小林小林くんくんくんくん
「今回のさくら草旗では、一回戦目はみんな体が動いていてよかった。二回戦目は優勝こうほの
　東松館とあたり、負けてしまいました。この大会で失敗した点をがんばっていきたいです。」

三将三将三将三将　　　　松尾松尾松尾松尾くんくんくんくん
「今回、小学校最後の試合でした。１回戦、一ノ割と戦いました。自分は引き分けてしまったけど、
　みんなが勝ってくれてよかったです。２回戦、東松館との試合では、みんな全力で戦ったけど、
　相手の素速い小手、面でＢチームは負けてしまいました。最後の試合だったので、もっと勝ち
　残りたかったです。」

副将副将副将副将　　　　西先輩西先輩西先輩西先輩
「結果は東松館に負けたが、練習試合では全力を出せた。小室君に勝てたのでこれからも気を
　抜かないで頑張ります。」

大将大将大将大将　　　　本荘本荘本荘本荘くんくんくんくん
「今回の大会では、東松館との試合でボロ負けし、まだまだ稽古が足りないと思った。
　また、大会の中での中２の選手は、みんなじぶんよりも背が高かったので、早く自分も背が
　伸びないかなと思った。今日は強い選手と試合ができたので良かった。」
。」

２２２２年年年年　　　　新井新井新井新井くんくんくんくん
「みんなよくがんばっていた。おうえんもいっぱいした。」

２２２２年年年年　　　　大西大西大西大西くんくんくんくん
「みんなおうえんをして、けんどうをやっている人もおうえんをしている人も、心が一つになっていました。
　よかったです。」

６６６６年年年年　　　　野口慶太野口慶太野口慶太野口慶太くんくんくんくん
「Ｂチームは東松館に全敗してしまって残念でした。６年生は最後の試合でした。とても強いチームも
　あったので、参考にしたいと思います。」

応援応援応援応援のみんなののみんなののみんなののみんなの感想感想感想感想

６６６６年年年年　　　　松浦松浦松浦松浦くんくんくんくん
「さくら草旗には色々な道場から選手が来ていて、見ていると勉強になった。特に足の使い方が勉強に
　なった。駒剣の応援もしっかりできた。」

６６６６年年年年　　　　本多本多本多本多くんくんくんくん
「全敗しているところもあって少し残念でした。ほとんど面で取られていたので、これからは相手より先に
　一本をとれるようにしていけたらいいと思いました。」

６６６６年年年年　　　　田中田中田中田中くんくんくんくん
「今回、試合には出られませんでした。しかし様々な場所から剣友会などが来ていて、とても勉強に
　なりました。」

３３３３年年年年　　　　森森森森くんくんくんくん
「Ａ，Ｂチームは負けたけど、いっぱいおうえんできてよかったです。」

５５５５年年年年　　　　大野大野大野大野くんくんくんくん
「いろいろな人の試合をみて勉強になりました。」

５５５５年年年年　　　　有田楽有田楽有田楽有田楽くんくんくんくん
「見てて思ったことは、みんな体が思い通りに動いていないと思った。一試合、二試合と負けていたので
　次はガンバッテホシイと思った。次回はぼくも出たい。」
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みんな、たくさん書いてくれてありがとうございました。先生方、審判や記録、応援してくださった成人会員の皆さん、
役員さんや保護者の皆さん、大変お世話になりまして、ありがとうございました。M(_ _)m

２２２２年年年年　　　　真砂智真砂智真砂智真砂智くんくんくんくん
「今日は１回せんでまけたしあいはなかったから、いいと思いました。だけどさいしゅうてきには、まけて
　しまったのでざんねんでした。ぼくもいっぱいれんしゅうして、し合に出てかちたいです。」

５５５５年年年年　　　　吉田吉田吉田吉田くんくんくんくん
「駒剣Ａも駒剣Ｂも１勝１敗でした。他のチームも強かったです。今回の団体戦を参考に
　稽古をしたいです。」

３３３３年年年年　　　　松本松本松本松本くんくんくんくん
「今日ぼくはおうえんをしていました。でもこまけんはまけちゃったので、こんどはもっとおうえんを
　したいです。」
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　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３３３３

おおおお詫詫詫詫びびびび
　　先月号の良平の部屋は全３ページ構成でしたが、編集ミスから２ページ目が抜けてしまいました。　ホームページでは
　３ページご覧いただけるように管理人さんに追加訂正していただきました。　良平さんをはじめ、みなさまに大変ご迷惑を
　おかけしましたことを謹んでお詫びし、今月号にて　改めて全３ページを掲載させていただきます。大変申し訳ありませんで
　したm(_ _)m　以後このようなことがないように気をつけていきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたしますm(_ _)m

渡辺渡辺渡辺渡辺　　　　良平良平良平良平
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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。

絶対絶対絶対絶対にににに！ ！ ！ ！ 24242424時間時間時間時間はははは触触触触ったらあかんでったらあかんでったらあかんでったらあかんで～～！～～！～～！～～！

（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。

（（（（８８８８））））完成完成完成完成～～！～～！～～！～～！
パチパチパチパチパチパチパチパチ！！！！

　

来月来月来月来月はははは、、、、失敗編失敗編失敗編失敗編？ ？ ？ ？ 応用編応用編応用編応用編！！！！でっせでっせでっせでっせ！！！！

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。

６年生を送る会で、６年生がもらっていた特製鍔止めはこんなに時間をかけて
じっくりていねいに作られたものだったんですね～(T_T)　改めてすご～い！！
でも・・・何か水飴細工みたいにおいしそうに見えるのは私だけかな～？
中に缶詰みかんとかパイナップルとか入れたら美味しそう？！
いやいや、きれいなビーズとか入れてキラキラのデコ鍔止め～♡なんていうのもいいかも～♪(*^_^*)
・・・・ダメですか？(^_^;)

次のページからが４月号の良平さんの部屋です！　引き続きお楽しみください！
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　先月まで『6年生を送る会』の時に記念品としてﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄしている良平さんの『特製鍔』の作り方特集

でした。ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄを始めて今年で3回目で見た目にも綺麗な鍔に仕上がっていますが、実はいきなり

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄできるような綺麗なものが作れた訳ではありません。

　何度も何度も失敗して、その都度何が問題であったかを考え「こんな物を飾りに入れたら綺麗かな？」

と試行錯誤、試作を繰りかえしながら現在に至っています。

　今月は、それらの失敗談と、この「特製鍔」の技術の応用編をご紹介します。

　失敗談～その①　『型』　

　現在の『型』の素材は1月号でご紹介の「シリコンｺﾞﾑ」を使用していますが、「型｣の第一号の素材は

「石膏（ｾｯｺｳ）」でした、石膏とは刑事ﾄﾞﾗﾏなんかでお巡りさんが犯人の足跡の形を採っているのを

テレビで観た事があると思いますが、あの白いドロドロしたやつです。

 なぜ？石膏を試したかと言うと、お巡りさんが犯人の「足跡」と採るのに石膏を使用するのと同じ

理由です、それは「簡単に、綺麗にｺﾋﾟｰが取れるからです。」

 この石膏型は、型は上手にできたのですが樹脂を流し込むまでは順調でしたが成形品が石膏に

引っ付いて取り出せませんでした。

　失敗談～その②　『割れる』

　型を作る素材は石膏が駄目でしたので、直ぐにシリコンゴムに切替えました。そして、樹脂を流し込ん

でも綺麗に鍔を取り出す事が出来ました。

　黒色に染めて、表面に金粉を少し塗ってカッチョ良い『鍔』が出来上がりましたが強度に問題があり

剣道形の5本目で、打ち太刀の木刀がかすっただけでパキット見事に真っ二つ！に割れました。

　割れないようにするために、マイカと言う石の粉を入れたり、針金を入れたりしましたがどれも割れ

てしまいました。　

　失敗談～その③　『ベトベトする』

　2月号で主剤と硬化剤を完全に混ぜないと樹脂が固まらないと説明しましたが、ちゃんと混ぜない

で型に流し込んでしまった結果、樹脂がなかなか固まらなかったり、固まっても表面がベトベトした

ものが出来上がってしまいました。

　失敗談～その④　『中で腐った！』

　今年の卒業生へのﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄは紅葉を入れましたが、初期の頃は中に入れる『押し花』を十分に乾燥

させていなかったため、完成した鍔の中で数日たってから押し花が腐って変な色になってしまった。

　貴重な『四葉のクローバー』も何枚かパーにしました。

　その他、失敗談はたくさんありますが、随分と意地になって満足の行くものを追求してきました。

良平良平良平良平さんのさんのさんのさんの特製特製特製特製『『『『鍔鍔鍔鍔』』』』失敗編失敗編失敗編失敗編、、、、応用編応用編応用編応用編

渡辺渡辺渡辺渡辺　　　　良平良平良平良平
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残念ながら、失敗した石膏型や割れた鍔は全て捨ててしまいましたので写真でお見せすることは
出来ません。しかし、この鍔作成の技術を生かして面白い物も作りましたので２点紹介します。

　上の２枚の写真は、あこ先輩が小学校４年生の時に飼っていたカブトムシをクリスタルレジンに入れて

文鎮みたいな標本を作ったものです。型はおもちゃのお弁当箱を使いました。

チョッと分かり難いですが、一番下は砂が入っています。カブトムシが砂の上を歩いている場面を再現
しました。

　現物を見たい人は言ってください。あこ先輩に借りてきます。

　＊もし、作ってみようと思う人がいればカブトムシの亡骸をカラカラになるまで乾燥してください。

　　乾燥が不十分だと、後で腐ってしまいます。

左の写真は新５年生の渡辺周平君の
鍔です。

＊強度が足りませんので、稽古には
　　使えません。飾りです。

この鍔は周平君が幼稚園の時に作りました。

そして小学校に入学して、剣道教室でチョッと剣道やってみて

『ど～しようかな～？剣道はじめようかな～？やめようかな？』

と迷っている時に、ずる賢いお父さんに

『『『『しゅうへいしゅうへいしゅうへいしゅうへい？？？？このこのこのこの鍔鍔鍔鍔ほしいかほしいかほしいかほしいか？』、？』、？』、？』、
  『  『  『  『うんうんうんうん、、、、ほしいほしいほしいほしい～、～、～、～、ほしいほしいほしいほしい～！』、～！』、～！』、～！』、
『『『『このこのこのこの鍔鍔鍔鍔あげるからあげるからあげるからあげるから剣道剣道剣道剣道はじめるかはじめるかはじめるかはじめるか？』？』？』？』
  『  『  『  『うんうんうんうん、、、、剣道剣道剣道剣道やるやるやるやるやるやるやるやる！』！』！』！』
と言われて（だました訳ではないです。。。。。）

もらった鍔です。

　　　　手先が器用だと、こういう応用もできますよ～～

周平君、お父さん特製の鍔がもらえて良かったね～(^o^)
一度や二度の失敗にめげず、どんどん改良を重ねてあんなにきれいな鍔ができるように
なったんですね。カブトムシの文鎮はすごいですね～。
良平さん、ありがとうございましたm(_ _)m
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　　　さて、一昨年の１０月からスタートした勝手に指名リレーも順調にバトンが渡って、早一年半！　　　
　　　今までだれが書いたんだっけ？というあなたは、このコーナーの最後を見てね♪
　　　というわけで、平成２１年度の幕開け、満開の桜を背にフライパン、じゃなかった、バトンを持って
　　　駆け抜けてくださるのは本田安葵子さん、青一郞くんのお父さん、

　　　　本田正則本田正則本田正則本田正則さんでさんでさんでさんで～～～～すすすす！！！！！！！！！！！！
　　　それでは、本田さん、よろしくお願い致しますm(_ _)m

【【【【１１１１】】】】ベーコンベーコンベーコンベーコン・・・・チーズチーズチーズチーズ・・・・玉子玉子玉子玉子チャーハンチャーハンチャーハンチャーハン    

  [材料] １名分です。 ご飯１膳分、玉子１個、ベーコン１枚、スライスチーズ１枚 

             バター(有塩)、塩コショー、ケチャップ 

  [準備]  ・ベーコン１枚を約１cm幅にきざみます。 

・スライスチーズを８枚に細かくカットする。（大体ベーコンと同じ位の大きさ） 

       ・溶き玉子の中にご飯を入れて混ぜます。 

チーズはこんな感じでカット

沢山レパートリーがある訳ではなく、大体この２つです。 

この２つをベースに少しづつ入れる材料をその日の残りものの具合を見てアレンジしております。 

（「アレンジ」というと格好いいですが、実際は、残り物の間に合せです。） 

【１】ベーコン・チーズ・玉子チャーハン 

家では、面倒な名前なので子供達が「スーパー(？)チャーハン」と名前を短くしております。

【２】中華風？おかかチャーハン 

とても簡単です。（放り込んで炒めるだけ） 

では早速、作り方をご紹介。 

レッツ男の料理♪

片付けもしっかり♪

ハイハイハイハイ！！！！    新井新井新井新井さんからさんからさんからさんからバトンバトンバトンバトンをををを頂頂頂頂きましたきましたきましたきました本田本田本田本田ですですですです。。。。    

 週末に何を書こうかな……・と考えていました。おなかが空いてきて、フライパンを握りながら

「あ！これだ！清水さんのハンドメイドに続いて…・・」 

テーマは、 

  【「【「【「【「子供達子供達子供達子供達もももも大好大好大好大好きききき！！！！超簡単超簡単超簡単超簡単チャーハンチャーハンチャーハンチャーハン！」！」！」！」のののの作作作作りりりり方方方方】】】】    

   注)子供達とは本田家だけかもしれません。ご注意。 

です。私、フライパンが好きで、時間のあるの～んびりした週末の朝食など、「今日は何が食べたい

かな～」と自分のおなか(からだ)に聞き、「あ～今日は、こんな感じのものが食べたいなあ～」とイ

メージして「てきとうに」好きなものをフライパンに放り込んで炒めております。イメージしたも

のは、人につたえるのが難しい（面倒臭い）ので、かみさんに「何食べる？」と聞かれても「自分

で勝手にするからいい」と言って毎週、勝手に台所を汚しております。 
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 [作り方] (と言っても炒めるだけですが。。。) 

        

 

[コツ]     ・ベーコンは、少し焦げた方が、カリカリで美味しい。またベーコンの油で 

        ご飯に味がつき、チャーハンも美味しくなる。 

・半熟が好きな方は、どろっとしたところで火をとめる。玉子の匂いが苦手な方はご飯が 

「パラッパラ」になるまで火を通すと匂いが消えます。 

・お皿に盛ってケチャップをつけると更に玉子の匂いが消え食べやすくなります。 

・なぜが飲み物は牛乳が良く合う。(不思議と合うんです、本当に) 

・バターは、有塩バターの方がおいしい。(無塩の場合は、塩コショーを 

 強めにします。 

※尚、シュレッダーチーズ(ピザとかにのってる細かいチーズ)がある場合は、 

先に溶き玉子の中にチーズを入れてしまいます。 

この時、ベーコンだけを炒めることになります。その際、ベーコンはカリカリになり、 

飛び跳ねる寸前まで焼くと更に美味しくなります。 

 [ご注意]   ・ベーコン、チーズ、玉子、バターとかなり「ハイカロリー」と思われます。 

       ・大人の方で「メタボ」が気になる方は、ご注意を。 

       (「余計なお世話だ！！」という声が聞こえてきそうだ～。) 

熱したフライパンにバターをひきます。
細かく刻んだベーコンを片面焼き、
ちょと焦げたらベーコンの上に細かく
カットしたスライスチーズをのせます。

（ちょっとチーズが溶けて、焦げ始めたところに)、
玉子ご飯を入れ、塩コショーで好みの味に整える。

後は、かき混ぜながら炒めて
出来上がり。

お皿に盛ってケチャップをつけて　「いっただきまーす！」

昔、ご飯を入れず「炒り玉子」でよく食べてました。ある朝、余ったご飯を見つけ「ついでに 

入れてしまおう」と思いつきで入れたところ、「おっと、思ったより美味しいぞ」と炒り玉子から 

派生したものです。よく考えたら、「オムライスのチャーハン」みたいですね。 

 家の子供達は、これが大好きで子供達をみていると軽く２膳分のご飯を平らげております。 

ご飯が余った時は、一気に消化できます。 
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さて、今まで誰が書いたっけ？というあなたのために復習すると・・・（ ）内は変酋長(・o・)ρの独断と偏見による記憶の限りです。
①稲森さん（九州男児よかにせどん）→②大本さん（レッツ創作料理ごぼうカレー）→③山田さん（落語への誘い）→④近藤さん
（ちょいシブおやじの七福神めぐり）→⑤冨田さん（ボーイスカウトリーダー）→⑥奥山さん（不思議ハンドパワ～）→⑦古澤さん
（ヘタこいちゃった～）→⑧石井さん（書道香道覆面座談会）→⑨山崎さん（激白！剣道オタク）→⑩木村さん（故郷沼田自慢）→
⑪近藤ママさん（映画鑑賞のススメ）→⑫石田昭男さん（サバゲー体験記）→⑬渡邊順迎さん（癒しロボットパロ）→⑭神田さん
（沼田旅行珍道中）→⑮中牟田さん（全国鍋奉行）→⑯有賀さん（函館の思い出イカ踊り♪）→⑰清水さん（超実用的日曜大工術）
→⑱新井ママさん（自分磨き海外旅行のススメ）→　となってます。・・・う～ん、スゴイ！　皆さん、実に意外で多才な一面を
披露してくださいましたよね～♪　まだお読みでない方や、もう一度！という方はぜひホームページのバックナンバーをチェック
してくださいね。

【【【【２２２２】】】】中華風中華風中華風中華風？？？？おかかおかかおかかおかかチャーハンチャーハンチャーハンチャーハン    

  [材料] ご飯１膳分 しょうゆ、かつお節、ごま油 

  [作り方] (これこそ、もっと簡単) 

・フライパンにごま油をひきます。 

・フライパンにご飯を入れ、かつお節を全体にふりかけ、更にその上から 

しょうゆでお好みの味に整えます。少し焦がし気味になるまで炒めて、できあがり。 

もし、「だし醤油」があると、最高です。かつお節との相性バツグン！ 

       （炒りゴマを更に入れてもＯＫ！） 

  これは、ごま油を使うことで「おっ！中華風だ～」となります。 

  ごま油は、チャーハンだけではなく、炒り玉子、玉子焼きにも使うといつもと違った玉子料理に 

なります。 

  私は、ラーメンなど、いろんなものに入れて「おっと中華風」を満喫しております。 

 
といった具合で、朝、冷蔵庫の中に残っているものを漁りつつ、自分の体と相談しながら、 

好き勝手にフライパンの中に色々放り込んで、楽しんでおります。 

あまったキムチでキムチ・チャーハンなど。 

たまに家族から「そりゃ合わないでしょう」ってなものもありますが、、、、 

しかし、鍋料理は全くできません。カレーも作れません。インスタントラーメン位です。 

「適当に」材料を放り込んで、「ガー！」と炒めれば、できるフライパンが大好きです。 

じっくり煮込んでことこと、、というのがどうも面倒です。。。 

簡単なチャーハンですが、その日の炒め具合、材料の温度(冷蔵庫から出した経過時間)、フライパンの

熱し方で毎回、出来栄えが変わります。 

自分の剣道の素振りと一緒だなぁ～。。。。。。(いきなり、話が、ぶっ飛びました。) 

チャーハンも剣道も「一期一会」？。ん～、ちょっと故事付けっぽいなぁ。まぁ、いいや。 

 

よーし、今日も稽古するぞ！ 

でも、おなか空いたなぁ～。「腹が減っては戦はできぬ！」まずは朝ごはん、朝ごはん。 

今日は何を食べようかな～…・・。  

 

ではではではでは、、、、次回次回次回次回はははは、、、、新入会員新入会員新入会員新入会員シリーズシリーズシリーズシリーズでででで大西大西大西大西さんさんさんさん、、、、おおおお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。。。。    

休日は、パパが作った朝ご飯～♪　いいな～(*^_^*)　駒剣のパパさんたち！ぜひお試しを(^o^)
個人的には、「卵ご飯を作ってから炒める･･･」というのがへぇ～！でした。黄金チャーハンと言うんでしたっけ？
本田さん、美味しそうなオリジナルレシピをありがとうございました～！！

というわけでというわけでというわけでというわけで、、、、大西大西大西大西ささささ～～～～んんんん　　　　バトンバトンバトンバトン渡渡渡渡りましたりましたりましたりました！！！！
次回次回次回次回５５５５月号月号月号月号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いたしまいいたしまいいたしまいいたしま～～～～すすすす！！！！！！！！
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新正副新正副新正副新正副キャプテンキャプテンキャプテンキャプテン決決決決まるまるまるまる！！！！

先月、６年生を送る会の前に、平成21年度の新しい正副キャプテンを決める投票がありました。
その結果、キャプテンには木村啓人くん、副キャプテンには高橋慧くんと山崎直人くんが決まりました。
みんな、新しいキャプテン、副キャプテンに協力して、今年も駒剣を盛り上げていきましょうね♪

新新新新しいしいしいしいキャプテンキャプテンキャプテンキャプテン、、、、副副副副キャプテンキャプテンキャプテンキャプテンよりよりよりより一言一言一言一言

☆☆☆☆副副副副キャプテンキャプテンキャプテンキャプテン　　　　高橋慧高橋慧高橋慧高橋慧（（（（たかはしたかはしたかはしたかはし　　　　さとるさとるさとるさとる））））くんくんくんくん　　　　新新新新６６６６年年年年
　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　「「「「駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会のののの副副副副キャプテンキャプテンキャプテンキャプテンとしてとしてとしてとして責任感責任感責任感責任感をををを持持持持ちちちち、、、、副副副副キャプテンキャプテンキャプテンキャプテンとしてとしてとしてとして自分自分自分自分にできるにできるにできるにできる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ことをことをことをことを考考考考えてがんばっていきますえてがんばっていきますえてがんばっていきますえてがんばっていきます。。。。下級生下級生下級生下級生のののの良良良良いおいおいおいお手本手本手本手本になるようにしてになるようにしてになるようにしてになるようにして、、、、駒剣駒剣駒剣駒剣にににに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全力全力全力全力をつくしていきますをつくしていきますをつくしていきますをつくしていきます。。。。一年間一年間一年間一年間めいわくをかけることもあるとめいわくをかけることもあるとめいわくをかけることもあるとめいわくをかけることもあると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、よろしくよろしくよろしくよろしく
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。」。」。」。」

☆☆☆☆キャプテンキャプテンキャプテンキャプテン　　　　木村啓人木村啓人木村啓人木村啓人（（（（きむらきむらきむらきむら　　　　ひろとひろとひろとひろと））））くんくんくんくん　　　　新新新新６６６６年年年年
　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　「「「「これからこれからこれからこれから一年間一年間一年間一年間、、、、キャプテンキャプテンキャプテンキャプテンとしてとしてとしてとして、、、、副副副副キャプテンキャプテンキャプテンキャプテンとととと協力協力協力協力しししし駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会をををを
　　　　  　　　　  　　　　  　　　　  引引引引っっっっ張張張張っていきますっていきますっていきますっていきます。。。。迷惑迷惑迷惑迷惑をかけることもあるかとをかけることもあるかとをかけることもあるかとをかけることもあるかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、頑張頑張頑張頑張っていくのでっていくのでっていくのでっていくので
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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。」。」。」。」

☆☆☆☆副副副副キャプテンキャプテンキャプテンキャプテン　　　　山崎直人山崎直人山崎直人山崎直人（（（（やまざきやまざきやまざきやまざき　　　　なおとなおとなおとなおと））））くんくんくんくん　　　　新新新新６６６６年年年年
　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　「「「「副副副副キャプテンキャプテンキャプテンキャプテンとしてのとしてのとしてのとしての役割役割役割役割がはたせるようがんばりたいとがはたせるようがんばりたいとがはたせるようがんばりたいとがはたせるようがんばりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。キャプテンキャプテンキャプテンキャプテンとととと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　協力協力協力協力しあってしあってしあってしあって強強強強いいいい駒剣駒剣駒剣駒剣にしたいですにしたいですにしたいですにしたいです。。。。一年間一年間一年間一年間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。」。」。」。」

　　　　おおおお　　　　知知知知　　　　らららら　　　　せせせせ

※　２年生の加藤天真くんが、九州にお引っ越しとなり、残念ながら退会されました。
　　　天真くん、今までありがとう！元気でね！新しい学校でもがんばれ～！！

本日本日本日本日（（（（４４４４月月月月４４４４日日日日））））OBOBOBOB合同稽古会合同稽古会合同稽古会合同稽古会にてにてにてにて配布予定配布予定配布予定配布予定。　。　。　。　今年今年今年今年はまたはまたはまたはまたページページページページ数数数数がががが大幅増大幅増大幅増大幅増！！！！
読読読読みみみみ応応応応ええええ、、、、見見見見ごたえごたえごたえごたえ十分十分十分十分ですですですです！　　！　　！　　！　　石田恵介編集長石田恵介編集長石田恵介編集長石田恵介編集長　　　　今年今年今年今年もありがとうございましたもありがとうございましたもありがとうございましたもありがとうございました！！！！mmmm((((_ __ __ __ _))))mmmm

平成平成平成平成20202020年度駒剣文集年度駒剣文集年度駒剣文集年度駒剣文集

「「「「剣剣剣剣はははは心心心心なりなりなりなり　　　　第第第第４４４４集集集集」」」」堂堂堂堂々々々々完成完成完成完成！！！！
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　２日（土）　　　　通常どおり　3:00～5:00
　　　　７日（木）　　    通常どおり　5:00～7:00
　９９９９日日日日（（（（土土土土）　　　）　　　）　　　）　　　平成平成平成平成２１２１２１２１年度剣道教室初日年度剣道教室初日年度剣道教室初日年度剣道教室初日　　　　１１１１：：：：００００００００～～～～３３３３：：：：００００００００
　　　　　　　　　　 稽古稽古稽古稽古はははは本太中修道館本太中修道館本太中修道館本太中修道館にてにてにてにて　　3:00～5:00
１４日（木）　　　　通常どおり　5:00～7:00
１６１６１６１６日日日日（（（（土土土土）　　　）　　　）　　　）　　　剣道教室剣道教室剣道教室剣道教室２２２２回目回目回目回目　　　　1111::::00000000～～～～3333::::00000000
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 稽古は通常どおり　　　　3:00～5:00
２２日（木）　　　  通常どおり　5:00～7:00
２３２３２３２３日日日日（（（（土土土土）　　　）　　　）　　　）　　　剣道教室剣道教室剣道教室剣道教室３３３３回目回目回目回目　　　　　　　　1111::::00000000～～～～3333::::00000000
　　　　　　　　　　 稽古稽古稽古稽古はははは本太中修道館本太中修道館本太中修道館本太中修道館にてにてにてにて　　3:00～5:00
２８日（木）　　　　通常どおり　5:00～7:00
３０３０３０３０日日日日（（（（土土土土）　　　）　　　）　　　）　　　剣道教室剣道教室剣道教室剣道教室４４４４回目回目回目回目　　　　1111::::00000000～～～～3333::::00000000
　　　　　　　　　　 稽古稽古稽古稽古はははは本太中修道館本太中修道館本太中修道館本太中修道館にてにてにてにて　　　　　　3:00～5:00

　２日（木）　 通常どおり　5:00～7:00
　４日日日日（（（（土土土土）　）　）　）　駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会OBOBOBOB合同稽古会合同稽古会合同稽古会合同稽古会　　　　1111：：：：00000000～～～～5555：：：：00000000　　　　　　　　駒場体育館駒場体育館駒場体育館駒場体育館メインアリーナメインアリーナメインアリーナメインアリーナにてにてにてにて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年に一度の合同稽古会です。先輩方、お待ちしてま～す！！！！（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　（（（（剣道教室申込受付剣道教室申込受付剣道教室申込受付剣道教室申込受付　　　　２２２２：：：：３０３０３０３０～）～）～）～）
１６日（木）　 通常どおり　5:00～7:00
１８日（土）　 浦和剣連一級審査会浦和剣連一級審査会浦和剣連一級審査会浦和剣連一級審査会　（　（　（　（大宮武道館大宮武道館大宮武道館大宮武道館））））・・・６年生の対象者のみ
　　　　　　　　駒剣の稽古はお休みです
１９１９１９１９日日日日（（（（日日日日）　）　）　）　駒場剣友会定期総会駒場剣友会定期総会駒場剣友会定期総会駒場剣友会定期総会　　　　午後午後午後午後３３３３：：：：００００００００～～～～５５５５：：：：００００００００（（（（体育館体育館体育館体育館２２２２ＦＦＦＦ会議室会議室会議室会議室））））
　　　　　　　 　　　　年に１回の大切な会です。皆様、万障お繰り合わせの上、ご出席くださいますよう、
　　　　　　　　 　　　よろしくお願い致します。
　　　　　　　   稽古稽古稽古稽古もももも３３３３：：：：００００００００～～～～５５５５：：：：００００００００でありますでありますでありますであります！！！！
２３日（木）　 通常どおり　5:00～7:00
２５日（土）　 通常どおり　3:00～5:00
３０日（木） 　通常どおり　5:00～7:00

４４４４月月月月のののの予定予定予定予定

５５５５月月月月のののの予定予定予定予定

最後最後最後最後はおはおはおはお楽楽楽楽しみしみしみしみ、、、、星星星星やんやんやんやん武芸帳武芸帳武芸帳武芸帳ですですですです。。。。
今月のお話は卒業生がもらった判この使い方や竹刀の選び方、ササクレの直し方まで盛りだくさん！
星野さん、いつもありがとうございます！！

お父さん、お母さん、どうぞお子さんたちと一緒に読んであげてくださいね♪
そのとき、全部分からなくてもいいんです。後からじわじわ～っと分かってくることもあるかもです・・・
どうぞよろしくお願いしますm(_ _)m　　　　　　　　　（こまけんだより編集係　本荘母）

新入会員新入会員新入会員新入会員のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ

加藤加藤加藤加藤さんさんさんさん

小松田小松田小松田小松田くんくんくんくん

北嶋北嶋北嶋北嶋くんくんくんくん

小林小林小林小林くんくんくんくん

野村野村野村野村くんくんくんくん

新入会のみなさん、わからないことがあったら、何でも近くの人に聞いてくださいね。
みんなも、早く仲よくなれるように声をかけて、いろいろ教えてあげてね！

入学おめでとう！

ドキドキのクラス替え

土曜の稽古が
３回だけ　修道館になります。
間違えないでね！！
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