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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

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。。。。

☆☆☆☆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・・・・４４４４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

☆☆☆☆第第第第7777回駒剣回駒剣回駒剣回駒剣OBOBOBOB合同稽古会合同稽古会合同稽古会合同稽古会・・・・・・・・・・・・今年今年今年今年もももも多数多数多数多数ごごごご参加参加参加参加にににに感謝感謝感謝感謝！！！！

☆☆☆☆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大西大西大西大西さんですさんですさんですさんです♪♪♪♪

☆☆☆☆おおおお知知知知らせらせらせらせ・・・・・・・・・・・・５５５５、、、、６６６６月月月月のののの予定予定予定予定　　　　そのそのそのその他他他他

第７回　駒場剣友会OB合同稽古会　　　　平成２１年４月４日（土）　駒場体育館メインアリーナ
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　新緑が目に眩しい季節となりました。一か月前の満開の桜の花は、春を感じ明るい気持ちにしてくれます
が、この季節の木々は生命力のような力強さを感じます。ともに力強く進んでいきましょう。

　さて、４月もいろいろなことがありました。まずは４日のOB合同稽古会です。たくさんのOB、OGが集まって
くれて懐かしい顔が見られました。特に高校生以上は、何かと忙しい時期でしょうが、時間をやりくりして顔
を出してくれたことに感謝です。試合においても、久しぶりに見る剣さばき、懐かしくうれしい時間でした。
OB杯は、中学２年生の西聖仁先輩の連覇！剣道で連覇は難しいと言われていますが、堂々とした試合ぶ
り、立派でした。決勝戦、昨年今年と中学生にハンディ一本でしたが、来年からは”なし”にしましょう。連戦
でお疲れの高校生以上の方に一本あげてもいいくらいに見えました。(^_^;)
　小学生杯は、６年生の有田楽選手の優勝でした。激戦の「６年生の部」を勝ち上がり、「５年生以下の部」
を４年生ながら征した松本駿平選手から二本連取、こちらも見事な戦いぶりでした。みんなが力をつけてき
ています。誰が上位に出てきても不思議ではない感じがしています。今回負けてしまった者も、次こそは、
と思って稽古に励みましょう。
　稽古後、文集「剣は心なり第４号」が配られました。年を重ねるごとに内容が充実し厚くなっています。卒
業生のしっかりした文に感心し、下級生の愛らしい内容に人柄を感じました。そして、卒業生の保護者の方
の文章に心打たれました。親の気持ちが良く表れていて、何度も読み返しちゃいました。それぞれ書いた
方の温かさがよく出ていました。欲をいえば、OB、OGの作品がもう少しあるとよかったです。（公夫君ありが
とう！）今回のOB会で恵介編集長から早々と依頼がありましたが、第５号はたくさんのOB、OGの寄稿をお
願いします。また、卒業生の保護者の皆様からも、お子様＆ご自身の近況報告等、引き続きいただけると
ありがたいです。

　１８日は１級審査があり、中１の本多君と平島さん、６年生の木村君、山崎君、高橋君、有田君、平田君、
真砂君、受審した８人全員が合格。見ていた駒剣関係者が口をそろえて、「まったく危なげなし」とのこと。
おめでとう。新しい代になったこの時期は、毎年少し心配します。特に今年は１８人もの先輩が抜けました
ので。しかし、木村キャプテンを中心として、大きな声でしっかりやっています。粒ぞろいの６年生、試合も
強いメンバーです。今の調子で、５年生以下をぐいぐいと引っ張っていってください。

　翌１９日は、駒剣総会が行われました。多くの参加者があり、無事終了。お世話になりました。お願いです
が、ご家庭で眠っている、小さくなった防具や短くなった竹刀など、これから剣道をやる方のために会に寄
贈願います。多少壊れていてもけっこうです。リサイクルして多くの剣道愛好家を増やしていきましょう。

　それから、２９日に風人の通う原山中の剣道部に稽古に行きました。１年生もすでに入部していて、神嵜
さん、小林君、本多君、細谷君と４人もの駒剣の卒業生に会えました。掛かり稽古のとき、一番元気よくダッ
シュで掛かってきてくれたのがこのメンバー、「さすが・・・」とうれしくなりました。このまま伸びていって欲し
いなあと感じました。
　今後、原山中学校の剣道場を学校施設開放してもらい、稽古会を行っていこうと思っています。部活動と
は別に、地域で中学生や小学生を見ていこうという趣旨です。会の名称を『青嵐会（せいらんかい）』としま
した。青嵐とは、「初夏の青葉を揺すって吹き渡るやや強い風」（yahoo大辞泉より）とのこと。あおあらしとも
言うようですが、新緑のように爽やかに、そしてややでも強くなれるよう稽古していこうと思っています。剣道
をする人の地域の拠点となるよう、少しずつ（月２回くらいのペースで）積み重ねていけたらと考えていま
す。１０日（日）に第１回の稽古会を予定しています。何とぞご理解いただきますようお願い申し上げます。

　この原中での稽古を入れても４月は５回しか稽古ができませんでした。毎年、年度初めのこの時期は忙し
く、あまり稽古ができません。今月は少し挽回すべく力を入れて稽古に励む所存です。９日からは、剣道教
室も始まります。いい季節、お互いにいい汗を流しましょう！！

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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４月２日（木）　　　渡邊（順）先生・石井先生
　　　　　　　　　・今日から新学期が始まり、大きな声も出ていたと思います。が、もっと声を出しましょう！
　　　　　　　　　・渡邊先生から、最初に各々が目標を持つようにと言われました。毎回目標を持つことが
　　　　　　　　　　大切なんだと思いました。
　　　　　　　　　・ＯＢの近藤誠也先輩が大学入学のあいさつにみえました。（新社会人並みの貫禄アリ！）
　　　　　　　　　・千葉智佳先輩、田中裕一郎先輩が来てくださいました。

４月４日（土）　　　本荘先生・尾島先生・菅原先生
　　　　　　　　　・２１年度ＯＢ合同稽古会がメインアリーナをお借りして開催されました。
　　　　　　　　　・３３名ものＯＢに参加していただき、大変活気あふれるＯＢ会となりました。試合でも小学生
　　　　　　　　　　ＯＢともに気合いが入り、激しい戦いとなりました。このＯＢ会をバネに新しい学年でも
　　　　　　　　　　頑張ってください。（参加人数合計１０８名！）

４月９日（木）　　　木村（由）先生・大本先生
　　　　　　　　　・今日から北嶋くん（３年生）が入会、稽古に参加しました。
　　　　　　　　　・錬成部石井さんから、女性の稽古会（上尾）で教わったこと「剣道形の基本をゆっくり
　　　　　　　　　　ていねいにきちんと稽古することが、剣道の上達につながる。」の報告がありました。
　　　　　　　　　・尾島先生から、礼式の姿勢は試合のときと同じ、まっすぐ、緊張感を持った姿勢を保つよう
　　　　　　　　　　注意されました。以後、毎回、全員ができるまで姿勢の注意は続く～～～！！

４月１１日（土）　　菅原先生・本荘先生・木村先生・尾島先生
　　　　　　　　　・今日は剣道教室の申込み受付で沢山の見学の方がいらっしゃいました。
　　　　　　　　　・田上先輩、石田陸人先輩、加藤先輩、平島先輩、稲森華乃子先輩、細谷先輩、田中先輩
　　　　　　　　　　が、稽古に来てくれて、とても活気ある稽古になりました。
　　　　　　　　　・木村先生が御指導くださいました。

４月１６日（木）　　尾島先生・杉山先生
　　　　　　　　　・ＯＢの田上先輩、松尾先輩、加藤先輩が中学校入学のあいさつに来てくれました。素敵な
　　　　　　　　　　制服姿でした！！　ありがとう。
　　　　　　　　　・本太小６年の加藤くんが、体験に来てくれました。杉山先生が指導してくださいました。
　　　　　　　　　・見取りの有田好さん、松本君、お手伝いありがとう。
　　　　　　　　　・土曜日の６年生の一級審査に向けての稽古がありました。頑張ってください！

４月１９日（日）　　菅原先生
　　　　　　　　　・日曜日でしたが、出席者が多く、ＯＢの田上先輩、松尾先輩、千葉智佳先輩、松浦先輩、
　　　　　　　　　　加藤先輩、細谷先輩も来てくれました。
　　　　　　　　　・基本打ちは低学年のうちは大きく正しくゆっくりと竹刀を振るように。
　　　　　　　　　・技の稽古では、ＯＢの方にお手本を見せてもらいました。まだまだ難しい・・・・という様子
　　　　　　　　　　でしたが、それぞれが一生懸命頑張っていました。
　　　　　　　　　・昨日、一級審査があり、駒剣６名とＯＢの平島さん、本多くんが合格しました。おめでとう！！

４月２３日（木）　　尾島先生
　　　　　　　　　・返事も大きく、気合いの入った稽古ができました。
　　　　　　　　　・見取りの真砂（歩）くんが積極的にお手伝いをしてくれました。

４月２５日（土）　　菅原先生・木村先生
　　　　　　　　　・ＯＢ会のとき個人戦をしたので、月例試合は団体戦（７人）をしました。
　　　　　　　　　・いつも試合は見に来るなと言われていて見れないので、今日はみんなの試合が見られて
　　　　　　　　　　よかったです。

４月３０日（木）　　尾島先生
　　　　　　　　　・今日はキャプテン木村君が見取り稽古なので、副キャプテン山崎くんが号令をかけて
　　　　　　　　　　くれました。
　　　　　　　　　・木村君は低学年の子の面つけを手伝ってくれたりしてよく動いてくれました。
　　　　　　　　　　ありがとうございました。

４４４４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



　先月４月４日、駒場体育館メインアリーナにおいて、駒場剣友会OB合同稽古会が開催されました。
平成１５年の山﨑先生のお別れ稽古会から数えて、７回目となりました。
満開の桜吹雪の中、今年も時間の都合をつけて集まってくださったOBOGの先輩方に、額縁の中の丸山先生もにっこり。
剣道から離れていたのに、防具を持って稽古や試合に参加してくれた先輩や、あいさつだけでもとお忙しい中駆けつけて
くれた先輩も・・・。当日はめでたく完成した文集「剣は心なり」も配布され、おいしいドーナツのお土産もあり、家に帰っても
楽しく美味しい一日でしたね。
参加してくださった先輩方、先生方をはじめ役員の皆さん、どうもありがとうございました。m(_ _)m

何人何人何人何人かのかのかのかの先輩方先輩方先輩方先輩方からからからから感想感想感想感想とととと近況報告近況報告近況報告近況報告をいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきました！！！！

千葉千葉千葉千葉　　　　和甫和甫和甫和甫　　　　先輩先輩先輩先輩　（　（　（　（大東文化大学大東文化大学大東文化大学大東文化大学１１１１年年年年））））
　「久々に駒剣に顔を出させていただきましたが、　自分たちがやっていたころよりも人数が多く、
　　驚きました！　さらに親子で参加される方や婦人部の方が多いことにも驚きました（笑）
　　久しぶりに来て一番うれしかったことは、先生方の教えを守りつつ、低学年～高学年の子どもたちが
　　一生懸命に切磋琢磨し、楽しんで剣道に取り組んでいる姿が見られたことだと思います。
　　（同じ世代の仲間に会えたことと同じ・・・くらい嬉しいかな（笑））
　　これからも、剣道を楽しんで頑張ってください！！
　　近況報告としては、未だに履修登録は完全に終わりをつげてないので、サークルや部活もなかなか
　　見に行けません！大学で剣道をやるかどうかは分かりません。駒剣には剣道をやりに行くと思うので
　　その時は何とぞよろしくお願いします。
　　大学は、いろいろなところから人が来ていて、様々な友達ができたので面白いです！！
　　まだ、大学生活は始まったばかりなので、悔いのないように頑張って過ごしたいと思います！！」

野口野口野口野口　　　　順平順平順平順平　　　　先輩先輩先輩先輩　（　（　（　（東洋大学東洋大学東洋大学東洋大学１１１１年年年年））））
　「久しぶりに剣道をやって疲れ果てました。受験から全く体を動かしていなくて、今回参加して体力が
　　かなり落ちてることを思い知らされました。
　　駒剣は私達の代とは全然違い、かなり大人数で充実しているなと感じました。みんな楽しそうに剣道を

第第第第７７７７回駒剣回駒剣回駒剣回駒剣OBOBOBOB合同稽古会合同稽古会合同稽古会合同稽古会のごのごのごのご報告報告報告報告

小学生杯争奪試合小学生杯争奪試合小学生杯争奪試合小学生杯争奪試合のののの結果結果結果結果

小学生杯決勝小学生杯決勝小学生杯決勝小学生杯決勝

６６６６年年年年のののの部部部部　　　　　　　　　　　　　　　　有田有田有田有田　　　　楽楽楽楽
　　　　

６６６６年以下年以下年以下年以下のののの部部部部　　　　松本松本松本松本　　　　駿平駿平駿平駿平
Ｈ

　　　　　　　　優勝優勝優勝優勝
有田有田有田有田　　　　　　　　楽楽楽楽

ＯＢＯＢＯＢＯＢ杯争奪試合杯争奪試合杯争奪試合杯争奪試合のののの結果結果結果結果

ＯＢＯＢＯＢＯＢ杯決勝杯決勝杯決勝杯決勝

中学中学中学中学のののの部部部部　　　　　　　　　　　　　　　　西西西西　　 　　 　　 　　 聖仁聖仁聖仁聖仁
　　　　

高校以上高校以上高校以上高校以上のののの部部部部　　　　本荘  勇志本荘  勇志本荘  勇志本荘  勇志

Ｈ メ

　　　　　　　　優勝優勝優勝優勝
西西西西　　 　　 　　 　　 聖仁聖仁聖仁聖仁

小学生杯おめでとうございます！！

OB杯連覇！おめでとうございます！！

コ メ
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　　しているのを見て、勝手に１人で和んでました。
　　今は、大学では履修登録も済み、毎日授業に勤しんでいます。
　　剣道部にも入り、早速試合にも出させてもらって、非常に充実しています。
　　これからも駒剣のご活躍を期待しています。ありがとうございました。」

西西西西　　　　智仁智仁智仁智仁　　　　先輩先輩先輩先輩　　　　
　「今回は用事があり、地稽古から参加させていただきました。剣道をするのは久々でしたが、一年ぶりに
　　あった友達と楽しく稽古することができました。」

西西西西　　　　聖仁聖仁聖仁聖仁　　　　先輩先輩先輩先輩　　　　
　「いろいろな人と稽古できてとても楽しかったです。来年も頑張ります。」

星野星野星野星野　　　　史成史成史成史成　　　　先輩先輩先輩先輩　　　　
　「先日は、ＯＢ会に参加させていただきありがとうございました。
　　同年代のみんなには会えなくてさみしかったけど、先輩や後輩に久しぶりに会えたので良かったです。
　　久々の練習試合に出て、『動けないかな』と思っていましたけど、信じられないほど動けました。
　　稽古はきつかったけれど、久しぶりに先生方、先輩後輩と楽しく稽古ができたのでよい思い出に
　　なりました。またいつか、稽古に行きたいと思います。」

本荘本荘本荘本荘　　　　勇志勇志勇志勇志　　　　先輩先輩先輩先輩
　　「今回は飛び入りという形で参加させていただきましたが、駒場剣友会の皆さんや同期の人たちと
　　　久しぶりに稽古できてとても楽しかったです。昔は剣道場や第一体育室でやっていたOB会が、
　　　メインアリーナで行われていたのにはビックリしました。今、剣道はやっていませんが、また
　　　駒場剣友会や修道館で稽古させていただきたいと思いますので、その時にはよろしくお願いします。
　　　ありがとうございました。」

本荘本荘本荘本荘　　　　風人風人風人風人　　　　先輩先輩先輩先輩
　　「ドーナツが美味しかったです。久しぶりに駒剣のみんなと会えて良かったです。中学校の部活が
　　　もう少しで引退なので、それまで頑張っていきたいです。」　　　

山口山口山口山口　　　　聡美聡美聡美聡美　　　　先輩先輩先輩先輩
　　「今回OB会に参加させていただき、ありがとうございました。後輩が増えたこと、活動が盛んになっている
　　　ことをとても嬉しく思いました。駒場剣友会を卒業して約１０年になります。今もこうして剣友会の稽古に
　　　参加できることをとても幸せに感じています。今回のOB会では今まで剣を交えたことのない後輩とも
　　　稽古することができました。最後に、盛大なOB会を企画・実行してくださった先生方、ご父兄の方々に
　　　感謝申し上げます。後輩の皆さん、稽古を頑張ってください。応援しています。」

星野星野星野星野　　　　裕美裕美裕美裕美　　　　先輩先輩先輩先輩
　　「先日は途中参加ですが、OB稽古会に参加させていただきありがとうございました。久しぶりの駒剣で
　　　緊張しました。でも“駒剣”という場所はそんな久しぶり過ぎるにも関わらず、いつも温かく優しく迎えて
　　　くれる場所なのです。私はそれが本当に大好きで、やっぱり今日駒剣に稽古に来て良かった(*^_^*)
　　　と思うのです。
　　　私が小学生だったら、いくらOBとはいえ、大学生の先輩なんて自分から見たらすごく大人の先輩の
　　　ところに稽古をお願いしに行くのは、怖くてできなかったと思います。ですから今回、私のところに
　　　小学生が来てくれたときには驚きましたが、嬉しかったです。
　　　私が駒剣に温かく迎えてもらったように、今度は私が稽古を通して温かく返そうと思いました。
　　　駒剣での稽古、あの場所を通してこのような素敵な関係は素晴らしいものだと思います。これからの
　　　剣道人生？において、この場所で育ったことを自信にして、大きくてまっすぐな剣道を貫きたいと思って
　　　います。
　　　また機会があれば、稽古に参加したいと思いますので、その時はまたよろしくお願いします。
　　　今回は本当にありがとうございました。」

お忙しいところ感想をくださった先輩方、ありがとうございましたm(_ _)m
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駒剣駒剣駒剣駒剣アルバムアルバムアルバムアルバムよりよりよりより　　ＯＢ　　ＯＢ　　ＯＢ　　ＯＢ稽古会稽古会稽古会稽古会のののの思思思思いいいい出出出出

今年も丸山先生にっこり正面が先生方、向かって左が小学生、右が先輩方、
手前が成人会員と保護者のみなさん♪

賞状をかいてくれた星やん堂のご主人♪
いつもお世話になってますm(_ _)m

ていねいにアドバイスしてくれる先輩は大人気！

構えて～　始め！
左から、尾島先生、本荘先生、菅原先生

先輩、後輩、大人も子どももみんなで稽古♪ 思いっきりメ～ン！

6



皆様、お疲れ様でした。先輩方！また来年お会いしましょう！！

捕まえた！　一緒に写真とりましょ♪　おお～っ！！
こ、これは～！？

ねぇ～　見てみて～♪
え～♪　どれどれ～？

見ごたえありますね～。そうですね～。

ＯＢ杯決勝戦

小学生杯決勝戦
いい試合だなあ～

かっこいい～！ 各部で熱戦が繰り広げられました！
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　数日後には義理の姉と合流してマドリード近郊を散策。バスや電車も慣れて一週間楽しく過ごし、
義姉は帰国しました。それからはバルセロナ一人旅。
ガウディの聖家族教会（サグラダファミリア）、グエル公園などを見て回り、お腹が空けばバル
（食堂）に入り、レモネード（残念ながらお酒が苦手なので）を頼み、地元の人が
美味しそうに食べているものを見つけては、持参した「地球の●●方」
番外編の６カ国語会話を棒読みしながら、注文して食べる日々！
バルセロナ一人旅はヨーロッパ最初の楽しい思い出となりました。

バブルバブルバブルバブル期期期期ののののOLOLOLOL時代時代時代時代、、、、某金融会社を退職し、当時姉夫婦が駐在していたスペインを拠点に
鉄道の旅を計画しました。　　が、なかなか思うようにはいかず・・・

　当初の計画は横浜から船でロシア（旧ソビエト連邦）のナホトカに入港し、そこからバイカル湖を
通るシベリア鉄道に乗り込んで、モスクワまで。その後フランス～スペインへ渡ろうという、私にしては
壮大な計画を考えていました。
　しかし、その当時数年前に起こったチェルノブイリ原発事故のせいで、ビザをとるのが困難なことがわかり、
シベリア鉄道は断念。わずかな予算の中、結局６０日間の飛行機と４０日間の鉄道のオープンチケットを
今のH.I.Sで購入しました。（当時は今ほど大きな会社ではなく、格安航空券を販売していた）
アエロフロート航空モスクワ経由スペイン行きチケット（１６万円也）と
ヨーロッパ鉄道旅の友トーマスクックの時刻表を手に心を躍らせて出発しました。

　まず、最初の経由地モスクワで一泊。
着いた途端、重々しい警備で拘束されている圧迫感があり、同じ飛行機に乗り合わせた人たちも驚きを
隠せない厳戒態勢でした。スーツケースの中身を全部出し、係の人に見慣れない物があればカタコトの
英語とジェスチャーで説明しなければならず私の荷物には姉から頼まれた日本食の乾燥揚げ餅、梅干し、
海苔、台所用品のお玉や生ごみ入れ三角コーナーなどなどが入っていたため・・・、検査だけで３０分
近くかかり、終わったらまた一から荷造りをしなければなりませんでした。

　その後、全員バスで護送され、決められたホテルへ振り分けられて外出禁止となりました。
トランジット（乗り換え）の外国人は１００人近くいたと思うのですが、その中から抽選で３０人だけがバスの
中から『赤の広場』だけ観られるという強烈な社会主義国家！？を目の当たりにしました。
６月のロシアは白夜で、ホテルから見えるのは白樺林のみ。寂しく不安な一夜を過ごし、翌日の便で
到着したマドリッド（スペイン）に出迎えてくれた姉や甥姪と会った時はホッとしました。

ハイハイハイハイ！　！　！　！　本田本田本田本田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いただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきました大西大西大西大西でございますでございますでございますでございますmmmm((((_ __ __ __ _))))mmmm
何を書こうかしらといろいろ考えましたが・・・新井母の文を読み、２０年前の愛読書「地球の●●方」
（１０冊以上持ってました～）を思い出しました。

そこでそこでそこでそこで、、、、今回今回今回今回はははは「「「「地球地球地球地球のののの●●●●●●●●方方方方」」」」ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ編編編編のおのおのおのお話話話話をさせていただきますをさせていただきますをさせていただきますをさせていただきます(*(*(*(*^_^^_^^_^^_^*)*)*)*)

さて、先月は本田家特製チャーハンを作ったご家庭も多かったと思いますが、（美味しかったですよね(^o^)）
そのレシピを紹介してくれた本田さんからバトンを引き継ぎ新緑の５月を走ってくださるのは大西さんです。
独身OL時代のトンデル大西さんのヨーロッパ旅行記初公開！？　って、大西さん！けっこうすごい冒険家かも～
(*^_^*)
それでは大西さん、よろしくお願いいたしま～すm(_ _)m
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　これを皮切りにポルトガルへ入国。
坂と公園が多く、１０年前まで内戦があったという地で城壁や
街のあちこちに内戦の傷跡を見ました。と同時に情緒溢れる街と
人の温かさにも触れることができました。ポルトガル最西端のロカ
岬へ行った時、地元の漁師の人たちから獲れたての鰯（サルディ
ーニャ）の塩焼きを頂戴し、その美味しかったこと！！

  バスの中には日本人らしき人はいなく、ところどころガラスのない窓と一晩揺られるには、とても固いイス、
そしてアフリカ系の独特のにおいが立ち込めていました。街灯ひとつない細くて真っ暗な山道を、バスは
ひたすら走ります。身の危険を感じ、もう日本に戻れない気がしました。

　夜中になって突然、誰かがギターと太鼓？で歌い始めました。
歌い出したら踊り出す。さすがアフリカ系の人はリズミカルで陽気に踊ります。
夜行バスはたちまちコンサート会場に早変わりし、いつしか恐怖心も消えて、
朝を迎えスペインに着きました。バスを降りるときには、みんな友達と別れるように
それぞれの母国語であいさつをし、私も日本語でさよならを言っていました。

　

また、こんな事もありました。
　リスボンからマドリード行きの列車に乗ろうとしたのですが、何とストライキでいつ運転が再開するのか
分からず、臨時の夜行バスがあることを教えてもらいました。バスのチケット売り場に行くと、そこには
長蛇の列で、朝から並んでやっとチケットが買えたのはお昼過ぎ！　お腹が鳴る鳴る。
　しかし視界に入る限りお店はひとつもなく、「地球の●●方」を命の次に大切、頼りにしていたのに、
今いる場所は全く載っていな～い！！まわりにいる人たちは、ヨーロッパ系のバッグパッカー
（リュックを背負った軽装の旅行者）かモロッコ方面からの出稼ぎ風アフリカンの人々・・・。
　
　その時、私がしなければいけなかったことは、トイレの場所を確認することと、夜になるまでに
夜行バスの出発場所を確認すること。それから食べ物を調達して、バスに乗る準備をすることでした。
夜行バスはキケンなので荷物を一つにまとめて、抱きかかえて座席に座れるようにしなければなりませ
ん。
１人で楽しく気軽だった旅が、急に不安と緊張いっぱいの旅に変わりました。

　そのとき、ふと気がつくとあの鰯の塩焼きのいいにおいが・・・。私、鼻が利くんです。
　　　　　　　　　　　　　まるで動物のようににおいを頼りに歩き、着いたところは小さなバル。
　　　　　　　　　　　　　屋根もテーブルもない屋台のような店でしたが、立ったまま鰯の塩焼きと
　　　　　　　　　　　　　蒸かしただけのジャガイモとミネラルウォーターで空腹を満たし、さらに
　　　　　　　　　　　　　雑貨屋を教えてもらってバス旅用のパンと飲み物を購入。
　　　　　　　　　　　　　その後、高台の眺めの良い公園（旧城跡）で一息ついてから荷造りし
　　　　　　　　　　　　　直して、いざ夜行バスへ！！

  　その後も、フランス、スイス、イタリアを回りました。
イタリア人の男性は本当に優しくて、イタリアへ入った途端にやたらとモテました。驚いたのは、
混み合っている長距離列車の中でも、立っている女性がいると自分の一等座席をゆずり、
目的地まで変わりゆく風景を数時間、じっと立ったまま見つめていた男性がいたこと。
さぞかし足が痛かったのではないかと心配しました。
でも、まわりのイタリア人には日常の光景らしく、みんな当たり前の様子。
その過剰ともいえる優しさに、日本の女性は慣れていないためか、
自分は魅力的なのじゃないかしらと勘違いしやすく・・・、（私もその１人でしたが・・・）
いっぱいの誘惑と危険をはねのけて前進あるのみ！でした。
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　　　　おおおお　　　　知知知知　　　　らららら　　　　せせせせ

　ミラノからローマ間が、またストライキで急きょミラノに一泊するはめになったときのこと。
夕方だったのであわててホテルをさがしてもどこも満室。　駅周辺では、全身白ずくめの
スーツ姿のイタリア人が、言葉巧みに声をかけてきます。
辺りを見ると、宿を見つけることができなかった人が、何となく同じ方向へ移動しているのに
気づきました。尋ねてみると、教会に泊まれないか頼みに行くところのようでした。
そこで私も同行させてもらい、有り難いことに毛布まで貸していただいて、天使のいる
美しいステンドグラスを眺めながら、礼拝堂の木椅子で一夜を過ごしました。
朝起きた時は、体中痛かったけど、心まで洗われたような気がしたものです。

　
　ローマで三泊の予定が、再びストライキのせいで足止めをくらい、予定していたベネチアへ
行くことはできませんでした。でもお陰で一週間のローマ生活。ほとんどの交通機関がマヒして
いたので、歩きづめの毎日で、足のマメの皮も剥げたけど、素敵なローマの休日でした。
　スペイン階段からほど近いホテルがとれて、朝市で果物や野菜を買い込み、毎日大好きな
ジェラートをスペイン階段で食べました。街散策をして公園で日本から持参した単行本を読み、
映画に出てきた道を歩き、トレビの泉にも何度も通い（行くたびにコインを投げ入れ･･･投げすぎ？
未だ二度目のヨーロッパ旅行はならず・・・）、天気にも恵まれてのんびり自由旅行を満喫できました。

　

　危険な通りや場所は「地球の●●方」が教えてくれて、慣れてくると危ないところは直感で
感じるようになりました。　が、今思うと、ほんとに危ない場面に幾度となくあっていたんです。
若さの勢い。こんな無謀な旅行は我が娘にさせられないわ～！！
平和で穏やかな日本に感謝です・・・(*^_^*)

  それではそれではそれではそれでは、、、、次次次次はははは新井新井新井新井パパパパパパパパさんにおさんにおさんにおさんにお願願願願いしまいしまいしまいしま～～～～すすすす！！！！

平成平成平成平成２１２１２１２１年度定例総会年度定例総会年度定例総会年度定例総会よりよりよりより

　先月１９日（日）に開催された定例総会にはみなさまお忙しいところ多数ご出席頂き、ありがとうございました。
議事であった平成２０年度の事業や会計報告の後、平成２１年度の事業計画案や予算案などが審議、承認されました。
新しい役員さんも決まり、いよいよ新年度の始まりです。その他としてもいくつかのお話がありましたのでお知らせします。

うわ～、まるで世界ウル●●旅行記みたい！ハプニング連続の旅をされたんですね～(^o^)
夜行バスのところは読んでいてドキドキしちゃいました(>_<)
怖さ知らずのチャレンジ精神！　でもだからこそ、そこで体験したものは何ものにも変えられない
自分だけの宝物になるんですよね～！！
大西さん、そのチャレンジ精神で剣道の世界にも飛び込まれたのでしょうか！？
私も見習わなきゃ～！と思いました(*^_^*)
素敵なお話をありがとうございました～m(_ _)m

というわけで・・・新井新井新井新井パパパパパパパパさんさんさんさん！！！！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～！～！～！～！来月号来月号来月号来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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　　＜　　＜　　＜　　＜保険保険保険保険についてについてについてについて＞＞＞＞

スポーツ安全協会のスポーツ安全保険に加入しています。
駒剣の稽古中はもちろん、行き帰りのケガも一日目の通院（日額１５００円）から補償されます。
何よりケガのないことが一番ですが、万が一事故にあったときには保険の申請手続をしますので
会計（大野さん）までご連絡ください。

　　＜　　＜　　＜　　＜おおおお当番当番当番当番についてについてについてについて＞＞＞＞

６年生が１８人卒業した関係で、前期のお当番（特に木曜日）は回転が速くなっています。
何とぞご了承くださいませ。また、都合が悪くなった時は、必ず代理の方をお願いして交替するように
してください。役員さんなどに負担が掛からないように、みなさまのご協力をよろしくお願いいたします。

毎月末の土曜日は月例試合をする予定になっています。呼び出し、記録つけなどのお手伝いを
よろしくお願いいたします。
試合の日に限らず、お時間のあるときはなるべく稽古を見学していただき、お子さんの様子や稽古の
やり方などをご覧いただいて、ご家庭の話題としていただければ幸いです。
故丸山先生曰く「稽古を見たら、何でもいいから（礼ができた、最後まで稽古に参加できたなど何でも
　　　　　　　　よいから）良かったところを一つほめてあげてください。（けなしてはだめです。）」

　　＜　　＜　　＜　　＜防具防具防具防具・・・・竹刀竹刀竹刀竹刀・・・・稽古着等稽古着等稽古着等稽古着等ののののリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルについてについてについてについて＞＞＞＞

随時受付中です。剣道教室も始まりますので、みなさんのご協力よろしくお願いいたします。

　今年は５月になってもまだチラホラとインフルエンザにかかる人がいるようです。
また、新型のインフルエンザも世界中に広まりつつあります。
学校からもお手紙がありましたが、外から帰ったらうがい、手洗いをしっかりとしましょう！
人混みの中に行く時やバス・電車に乗る時はなるべくマスクをつけましょう。

　　＜　　＜　　＜　　＜平成平成平成平成２１２１２１２１年度後援部年度後援部年度後援部年度後援部のののの役員役員役員役員のみなさんのみなさんのみなさんのみなさん＞＞＞＞

相談役　　　　　　　　　　　菅原　慶一先生　　　　　　　　　　　　　　後援部書記　　　　　　新井　美鈴さん
会　長　　　　　　　　　　　　本荘　真　主席師範　　　　　　　　　　　　　　〃　　 　 　　　　　清水　美千乃さん
副会長（指導部部長）　　木村　裕之次席師範　　　　　　　　　　　後援部監事　　　　　　真砂　幸子さん
　 〃 　（錬成部部長）　　山田　節男さん　　　　　　　　　　　　　　 　　　〃　　　　　　　　　高橋　清美さん
　 〃　 （後援部部長）　　渡辺　良平さん　　　　　　　　　　　　　　 合宿委員　　　　　　　 中牟田　英明さん
幹事（指導部副部長）　　尾島　寿子師範　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　本田　正則さん
　〃 （錬成部副部長）　　大本　郁子さん　　　　　　　　　　　　　　　　　 〃　　　　　　　　　本田　史子さん
　〃 （錬成部副部長）　　石井　美保さん　　　　　　　　　　　　　　　　　 〃　　　　　　　　　有田　明子さん
　〃 （後援部副部長）　　真砂　幸子さん　　　　　　　　　　　　　　　　　 〃　　　　　　　　　野口　順子さん
後援部会計　　　　　　　　大野　宏子さん　　　　　　　　　　　　　　　修道館担当　　　　　 奥山　恵子さん
　　　〃　　　　　　　　　　　大西　美映子さん　　　　　　　　　　　　　 浦和剣連担当　　　　木村　由枝さん

　　　　２０年度の役員さんたちには、大変お世話になりましてありがとうございましたm(_ _)m
　　　　　　２１年度新役員さんたち、一年間お世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。
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名刺サイズのカード
作りました♪
パソコンの横に
貼っておけばもう安心(*^_^*)

お当番さんのファイルに
ありますので、どうぞ！
（会員専用です(^_^;)）

　　　　　　　　　　　　　　※※※※本太中学校本太中学校本太中学校本太中学校『『『『修道館修道館修道館修道館』』』』使用使用使用使用のののの注意注意注意注意

　修道館は本太中学校さんのご厚意により駒場剣友会がお借りしています。
　剣道場の中のものに手を触れない、飲み物はペットボトルではなく水筒に入れてくる、
　などの約束を守って稽古してください。
　詳しくは「『「『「『「『修道館修道館修道館修道館』』』』使用使用使用使用についてのおについてのおについてのおについてのお願願願願いいいい」」」」のお手紙をよく読んできてくださいね！

６６６６月月月月のののの予定予定予定予定

　４日（木）　　通常どおり　5:00～7:00
　６日日日日（（（（土土土土）　　）　　）　　）　　剣道教室剣道教室剣道教室剣道教室５５５５回目回目回目回目　　　　1111::::00000000～～～～3333::::00000000　　　　　　　　稽古は通常どおり　3:00～5:00
１１日（木）　　通常どおり　5:00～7:00
１３１３１３１３日日日日（（（（土土土土）　　）　　）　　）　　剣道教室剣道教室剣道教室剣道教室６６６６回目回目回目回目　　　　1111::::00000000～～～～3333::::00000000　　　　　稽古は通常どおり　　3:00～5:00
１８日（木）　　通常どおり　　5:00～7:00
２０２０２０２０日日日日（（（（土土土土）　　）　　）　　）　　剣道教室剣道教室剣道教室剣道教室７７７７回目回目回目回目　　　　1111::::00000000～～～～3333::::00000000　　稽古は通常どおり　　3:00～5:00
２５日（木）　　通常どおり　　5:00～7:00
２７２７２７２７日日日日（（（（土土土土））））　　剣道教室最終日剣道教室最終日剣道教室最終日剣道教室最終日　　　　1111::::00000000～～～～3333::::00000000　　稽古は通常どおり　　3:00～5:00
　
２８２８２８２８日日日日（（（（日日日日）　　）　　）　　）　　浦和少年剣道大会浦和少年剣道大会浦和少年剣道大会浦和少年剣道大会さいたまさいたまさいたまさいたま市剣道大会市剣道大会市剣道大会市剣道大会（（（（大宮武道館大宮武道館大宮武道館大宮武道館））））
　　　　　　　　　　　　　　　３年生以上の個人戦、団体戦（大人もあり）。後日お手紙が出る予定です。

５５５５月月月月のののの予定予定予定予定 これから変更になる場合もありますので、お手紙などをよく見てご注意下さい。

　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

土曜の３時からの稽古が
３回だけ(5/9,23,30)
修道館になります。
間違えないでね！！

http://www.geocities.jp/komaba_ken_hp/index.html
   　　又は「駒場剣友会」をGoogleで検索

アルバム（写真）が見られる
会員専用ページへのパスワードは  XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

アルバムIDは   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
パスワードは　  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

残念ながら、今月の「良平の部屋」と
「星やん武芸帳」はお休みです(^_^;)
良平さん、星野さん、またどうぞよろしく
お願いいたしますm(_ _)m
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