
　　　　　　　　　　　　

                            

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年７７７７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２１２１２１２１年年年年７７７７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

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・・・・６６６６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
　　　　☆☆☆☆さいたまさいたまさいたまさいたま市浦和剣道大会市浦和剣道大会市浦和剣道大会市浦和剣道大会のののの報告報告報告報告
　　　　☆☆☆☆寄稿寄稿寄稿寄稿・・・・・・・・・・・・「「「「社会体育指導員養成講習会社会体育指導員養成講習会社会体育指導員養成講習会社会体育指導員養成講習会」」」」にににに参加参加参加参加してしてしてして
　　　　☆☆☆☆良平良平良平良平のののの部屋部屋部屋部屋・・・・・・・・・・・・「「「「マスクマスクマスクマスクありますありますありますあります！」！」！」！」
　　　　☆☆☆☆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須山須山須山須山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・・・・・・・・・・・・新入会員新入会員新入会員新入会員のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介、、、、７７７７、、、、８８８８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
　　　　☆☆☆☆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四十八四十八四十八四十八・・・・・・・・「「「「剣道大会剣道大会剣道大会剣道大会のののの舞台裏舞台裏舞台裏舞台裏！」！」！」！」

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。。。。

さいたまさいたまさいたまさいたま市浦和剣道大会市浦和剣道大会市浦和剣道大会市浦和剣道大会　　　　　　　　平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年６６６６月月月月２８２８２８２８日日日日

３年真砂智くん　３位入賞　　４年松本駿平くん　３位入賞
小学生団体Ａチーム　準優勝　　　　おめでとうございます！！
他のみんなも、堂々としていて本当にカッコよかったよ！
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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

　ジメジメした蒸し暑い日が続きます。梅雨明けが待たれますが、本格的な暑さが来るのも
稽古する身にはつらいところです。強い気持ちを持っていい汗を流していきましょう。

　さて、先月号で、「７月号でたくさんの良い報告ができそうで楽しみです。」と結びました。期待通り良い知らせが
たくさんあります。
　まずは、６月２８日に行われた「さいたま市浦和剣道大会」での大活躍！団体戦でAチーム（先鋒：松本駿平、次
鋒：本荘日向、中堅：高橋慧、副将：山崎直人、大将：木村啓人）が準優勝しました。首にかけた銀メダルが輝い
ていました。
　１回戦は美園剣友会Aに５対０で相手に１本も取らせず完勝。２回戦は埼玉田島剣友会A、昨年うちが敗れて準
優勝したチームとの雪辱戦になりました。先鋒戦引き分けた後、次鋒、中堅と勝ち王手、副将が分けて勝利。大
将も一本とられた後うまく取り返して分け、次にいい形でつなぎました。３回戦は、いつも競り負けてしまう中尾少
年剣士会。先鋒が時間ぎりぎりで一本とってくれたので勢いがつき、次鋒から大将まですべて二本勝ち、５対０で
再び一本も許さずの圧勝でした。チームとしての流れが良く、力の差以上の結果となりました。ここまで誰一人負
けなし、個人戦の疲れもあったでしょうが、みんな試合に集中していました。決勝戦は、天馬少年剣友会A。先
鋒、次鋒と分け、そこから相手側の試合運びがうまく、結果は０対３。しかし、中堅戦での１対１からの一本が勝負
の分かれ目、チャンスはあったように思われました。
　大会のプログラムのうしろに、大会の記録が載っています。これを見ると、駒剣小学生チーム、３位は何度かあり
ますが、準優勝は初めてです。新たな歴史を刻みました。選手のがんばりはもちろん立派でしたが、その他の会
員のまとまった応援が好結果をもたらしてくれたと思っています。監督をしていて、応援席からの強く熱い気持ち
が伝わってきました。選手も間違いなく心強かったはずです。
　駒剣Bチーム（先鋒：森渉、次鋒：清水宗一郎、中堅：小林孟史、副将：真砂裕、大将：有田楽）もAチームに遜
色ない力がありました。２回戦で優勝した天馬少年剣友会Aと対戦し敗れましたが、もう少し試合をやらせたかった
です。駒剣はCやDチームが作れるほど、いいメンバーが揃っています。これからまたみんなで切磋琢磨して、残
り一つの違う色のメダルをとるべくがんばっていきましょう。
　個人戦でも活躍しました。昨年に引き続き４年生の松本駿平選手が３位。そして、初出場の３年生組から真砂智
選手が３位となりました。他の選手も１回、２回と勝つ者が多く、日頃の稽古の成果が出ていたようです。
　一般の部でもお父さん剣士ががんばりました。その中でもリバイバル歴１年の清水聡選手が、約２０年ぶりの試
合で見事逆転勝ち。高校時代を思い出したのではないでしょうか。とてもうれしい１勝でした。
　そして、いつもそうですが、裏方さんの支えあっての大会で、感謝感謝です。接待係のお母さん方、剣連事務
局のお手伝い、子どもたちのお世話、記録つけｅｔｃ　本当にありがとうございました。また、早朝から熱心に応援し
てくださったお父さん、お母さん、選手の兄弟姉妹、ありがとうございました。皆さんの応援は間違いなく金メダル
でした。

　６月６，７，８日に行われた、学校総合体育大会さいたま市予選でも、駒剣ＯＢ、ＯＧが健闘してくれました。団体
では、本太中男女、木崎中男子、岸中女子が県大会出場。個人では、中牟田侑紀先輩（木崎中）がベスト８、本
荘風人先輩（原山中）がベスト１６、河野貴大先輩（埼大附中）、松下茉由先輩（木崎中）、古澤由奈先輩（岸中）
がいずれもベスト３２となり県大会出場です。県大会は、団体戦が２４日、個人戦が２７日です。
　中学校の個人戦は学年の壁があり、下級生がなかなか上位になれません。ＯＢ杯を連覇している西先輩でさ
え、個人で県大会に出られません。そんな中、１年生ながらがんばったのが前キャプテン田上先輩です。３回戦ま
で勝ち上がり、ある学校のキャプテンから一本奪いあわや、というところまでいきました。先輩方もみんな続けてい
ます。がんばっています。励みになりますね。

　もうひとつ。大本先生と石井先生のお二人が、剣道社会体育指導員（初級）に見事合格！「基本実技」「剣道
形」「審判実技」「理論テスト」「論文」など、いくつもの試験のすべてをクリアしないと合格できないそうです。すご
いですね。おめでとうございます。今回のご経験を糧に、ますますのご精進を！

　今月１９日（日）には、第６回の塚越剣友会との交流会が予定されています。試合の勝ち負けだけでなく、塚剣
の良いところを見つけてみてください。そうすることによって駒剣の良さも見えてくるはずです。
　
　新しい仲間も増えます。
みんなで仲良く、そして刺激しあいながらがんばっていきましょう！！
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６月４日（木）　　古澤先生・近藤先生
・木村先生もお見えで、気合が入った稽古になりました。

６月６日（土）　　菅原先生・木村裕之先生
・木村先生から、美しい正座についてお話がありました。木村君の腰からまっすぐ背筋をのばした
　正座をお手本に、それぞれの座り方を見直してみました。
・菅原先生より、「季節がら、健康管理に気をつけましょう」

６月１１日（木）　渡邊先生・神田先生
　 ・成人会員の藤野さんが復帰されました。おかえりなさ～い！！

・「苦しいときこそ声を出せば、自分も力がわいてくるし、他の仲間を元気付けることもできる。
　そうしてみんなで気合の入ったいい稽古をしていきましょう」尾島先生からのお話でした。

６月１３日（土）　本荘先生・木村裕之先生・尾島先生
・久々の全員出席で活気に満ちていました。うれしい限りです。
・試合も近いので、怪我のないよう体調管理にも気をつけていきましょう。
・石田涼先輩がいらして、学校総合体育大会の報告をしてくれました。県大会も頑張ってください。

６月１８日（木）　尾島先生
・試合を前に尾島先生の丁寧な指導と迫真迫る試合をやりました。森君、早くケガを治して
　試合に臨んでくださいね。

６月２０日（土）　本荘先生
・本荘先生より、礼をしっかりとのお言葉がありました。
・本日はケガで見学の子が数人いました。ケガのないように、またこれから暑くなるので
　体調にも気をつけて頑張ってください。

６月２５日（木）　尾島先生
・元立ちの先生方があかないように、すばやく行動しましょう。
・「返事をしましょう」と先生に言われない稽古ができるようにしましょう。
・初のお当番体験でした。大会前の緊張感が伝わってくる稽古でした。

６月２７日（土）　本荘先生
・剣道教室が最終日でした。駒剣に新しく入会してきた子がいたら、自分が入ったばかりのころの
　ことを思い出して、やさしく声をかけたり教えてあげたりしましょう、とのお話がありました。
・今日の月例試合は、３チームに分かれてそれぞれトーナメント戦で行われました。明日の
　さいたま市剣道大会に出場する団体戦チーム同士の試合も行われ、小学生チーム、成人チーム
　それぞれ気合の入った真剣勝負、すばらしかったです。明日の大会、頑張ってください！！

６６６６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

平成２１年度剣道教室全８回終了！　先生方、ありがとうございました<m(__)m>
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６月２８日（日）大宮武道館でさいたま市浦和少年剣道大会が開催されました。
今回も大勢のお父さん、お母さん、兄弟姉妹がみんなの応援に来てくれましたね！

成人会員さんがコメントを書いてくださってますから、参考にしてさらに稽古に励みましょうね！

真砂真砂真砂真砂智智智智くんくんくんくん    　　　　　　　須貝（秋本）・・・・・丁度いい間合いを取って打ちを繰り出した。見事な小手、抜き面がきれいに決まった。
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森（西浦和）・・・・・出だし２本目の打ちでまっすぐな面が力強く決まった。技が多い。
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天野（三室）・・・・・うまく攻めてから積極的に打っていた。見事な面で２本勝ち。
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉野（緑ノ風）・・・・・いい声が出た。お互いによく攻めて良い試合。延長戦で惜しい試合でした。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山田（天空）・・・・・立会いも立派。序盤から激しい打ち合い。２本とも振り返り際の面を取られおしかった。

コ メ

メ コ

コ

＜＜＜＜３３３３位決定戦位決定戦位決定戦位決定戦＞＞＞＞

メ メ

メ メ

メ メ

小学小学小学小学３３３３年生個人戦年生個人戦年生個人戦年生個人戦

小学小学小学小学４４４４年生個人戦年生個人戦年生個人戦年生個人戦

清水清水清水清水くんくんくんくん    　　　　　　　　竹内（田島団地）・・・・・延長での勝利。積極的に前に出ました。連続技をもっと使おう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　椎野（中尾）・・・・・１本とられたあとの反撃は良かったです。１本確実に取れる練習をしよう。
　

メ

メ

本田本田本田本田くんくんくんくん    　　　　　　　　高橋（原山）・・・・・積極的な攻めできれいに面が決まった。胴の抜けもよかった。
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉野（緑ノ風）・・・・・どんどん攻めてくる相手に負けずによく対戦した。惜しかった。

メ ド

メ メ

松本松本松本松本くんくんくんくん    　　　　　　　　宮本（田島）・・・・・面抜き面を狙っていましたが、１本にはなりませんでした。連続技をもっと出そう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関（天馬）・・・・・エンジンがかかってきて、本調子になってきました。落ち着いた良い面でした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桑原（一心館）・・・・・打ち数の多い相手でしたが、動きを良く見て１本とりました。
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　赤萩（天馬）・・・・・下がることが多くなってしまいました。連続技もなく、単調な攻めになってしまった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　椎野（中尾）・・・・・延長の末の勝利でした。疲れて苦しかったけれども前へ出ました。お見事！！
コ

メ メ

コ メ

メ

判
定

＜＜＜＜３３３３位決定戦位決定戦位決定戦位決定戦＞＞＞＞

北嶋北嶋北嶋北嶋くんくんくんくん    　　　　　　　　今（埼玉田島）・・・・・一生懸命前に出ていた。技もたくさん出していた。
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山田（天空）・・・・・お互いに前に出る勝負。得意の小手がなかなか決まらず。

メ

メ

新井新井新井新井くんくんくんくん    　　　　　　　　 榊（一心館）・・・・・出だしから積極的に前に出て、見事な面でした。
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 町田（西浦和）・・・・・まっすぐできれいな面だった。気持ちが前面に出ていて良い。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山崎（天空）・・・・・相手に近づきすぎて、近間からの打ちが多かった。１本取り返したのは立派だった。メ コメ

メ メ

メ
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小学小学小学小学５５５５年生個人戦年生個人戦年生個人戦年生個人戦

本荘本荘本荘本荘くんくんくんくん    　　　　　　　　 安村（緑ノ風）・・・・・応じ技を狙いすぎました。もっと連続技を出そう。
　

ド

森森森森くんくんくんくん    　　　　　　　　　　軽部（三室）・・・・・延長での勝利。止まっている時間が長いので、もっと間合いを測り、連続技を出そう。
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山田（西浦和）・・・・・エンジンがかかってきました！という感じでタイミングのよい面でした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤（一心館）・・・・・相手は背が低いけど動きの早い相手でした。引き面をとられたのはちょっと油断して

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たかもしれません。

メ メ

小学小学小学小学６６６６年生個人戦年生個人戦年生個人戦年生個人戦

メ

メ

渡辺渡辺渡辺渡辺くんくんくんくん    　　　　　　　 奥田（一心館）・・・・・抜き面がきれいに決まった。その後もよく攻めていた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嶋田（美園）・・・・・攻めが効いてきれいな面が決まった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関根（天馬）・・・・・相面２本決められたが、前に出て積極的に攻めていたのでよかった。

メ

メ メ

メ メ

佐佐佐佐々々々々木木木木くんくんくんくん    　　　　　　堀部（原山）・・・・・攻められてつい下がってしまう点に注意。いつものような面が出なかったのが残念でした。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次回、がんばれ！！

メ メ

野口野口野口野口くんくんくんくん    　　　　　　　 荒木（やどかり）・・・・・引き面を決められたが、前に出いてた。連続技がほしい。メ

中牟田中牟田中牟田中牟田さんさんさんさん    　　　　　　小倉（美園）・・・・・よく前に前に攻めていた。見事に２本勝ち。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北岡（田島）・・・・・大きい男子相手に一歩も引かず、がんばりました。打ち合いの相手の面が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　偶然入ったような感じ。惜しい！！

メ

メ メ

山崎山崎山崎山崎くんくんくんくん    　　　　　　　 井上（埼玉田島）・・・・・体ごとぶつかってくる強い相手だった。ちょっと居ついたところの出ばな面が決まった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（負けた相手が大泣きしていた。それをなぐさめる山崎もカッコよかった）
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金子（浦和警察署）・・・・・積極的に仕掛けたので、相手が下がって出てくるところを打てた。リズムのある
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　試合内容だった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中村（原山）・・・・・上下上下と積極的に攻めたので相手が下がって前にでたところに面を打ち、決まる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（つば競り合いで初めての指導が入る。今後の課題。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　樺沢（天馬）・・・・・相手がリズムを作って打ってくるタイプだったので、攻めてはいたが攻め切れなかった。

　

メ

メ メ

メ

メ メ

木村木村木村木村くんくんくんくん    　　　　　　　　 飛田（浦和警察署）・・・・・最初から積極的なリズムでいけてる。相手を引き出した出ばな面が２本決まる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 寺尾（天馬）・・・・・大きな相手に攻め方が変わってしまう。小手にいくが攻めが足らず、２本とも抜かれた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　悔いが残った試合内容（２３秒）であった。２試合とも悪いクセ（よけてばかり）が出ず、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基本に忠実でキレイな剣道でした。

メ メ

メ コ

メコ有田有田有田有田くんくんくんくん    　　　　　　　 細矢（原山）・・・・・相手を見切った大技２発。まるで八段戦のような風格。素晴らしい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤（一心館）・・・・・慎重に相手の技に応じたり返したりするが、こちらから攻めての技が少なかった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 延長２回目の試合終了際の相い面でしとめた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安河（天馬）・・・・・小学生には珍しいかつぎ技の面を打たれた。体をよじってにげるクセが出てしまい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　応じ、返し技にはいたらなかった。

メ メ

メ メ

メコ
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先鋒 次鋒 中堅 副将 大将

松本松本松本松本 本荘本荘本荘本荘 高橋高橋高橋高橋 山崎山崎山崎山崎 木村木村木村木村

５５５５（（（（１０１０１０１０））））

0000

斉藤斉藤斉藤斉藤 阿部阿部阿部阿部（（（（耕耕耕耕）））） 阿部阿部阿部阿部（（（（大大大大）））） 花田花田花田花田 小倉小倉小倉小倉

ココココ
メメメメ
ンンンン
トトトト

リズムもよく面
が決まって動き
もとても機敏
だった。

きれいに引き面
が決まり、次に
つないでくれ
た。

自信を持って
技を出してい
た。常に気持ち
を前に出して今
日のようにがん
ばってほしい。

相手の動きを
よく見て、先に
打てていてとて
もよかった。

鋭い面がよ
かった。常に前
に出ていて、大
将として堂々と
していた。

先鋒 次鋒 中堅 副将 大将

松本松本松本松本 本荘本荘本荘本荘 高橋高橋高橋高橋 山崎山崎山崎山崎 木村木村木村木村

２２２２（（（（４４４４））））

００００（（（（１１１１））））

宮本宮本宮本宮本 小島小島小島小島 佐藤佐藤佐藤佐藤 北岡北岡北岡北岡 合田合田合田合田

ココココ
メメメメ
ンンンン
トトトト

動きが相手も
松本君も単調
になり、有効打
がなかった。メ
リハリをつけよ
う。

前に出ていて、
出ばな小手が
２本決まった。
いつもこの気持
ちでがんばって
ほしい。

相面が何本も
入っていた。
もっともっと
堂々と面を打っ
てもよいと思
う。

相手の子が動
きがよく、体も
大きかったが、
よく引き分けに
抑えてくれた。
団体戦はつな
ぐことも必要だ
からね。

面を相手にとら
れて、すぐに鋭
い小手を取り返
した。さすが
キャプテン！

先鋒 次鋒 中堅 副将 大将

松本松本松本松本 本荘本荘本荘本荘 高橋高橋高橋高橋 山崎山崎山崎山崎 木村木村木村木村

５５５５（（（（９９９９））））

００００（（（（００００））））

椎野椎野椎野椎野 甲斐甲斐甲斐甲斐 石川石川石川石川 門平門平門平門平 中村中村中村中村

ココココ
メメメメ
ンンンン
トトトト

疲れている様
子だったが、最
後まであきらめ
ず、ぎりぎりに
小手を決めた。
ナイスファイ
ト！

２回戦同様、リ
ズムに乗ってい
て、技がよく決
まっていた。

得意な面が２
本決まった。気
持ちが前に向
いていてよい試
合だった。

相手の引いた
ところを休まず
よくうちに出ら
れていた。

相手の動きを
よく見ていて、
出小手がみご
とに決まった。

駒駒駒駒
剣剣剣剣
AAAA

美美美美
園園園園
AAAA

勝ち（本数）

駒駒駒駒
剣剣剣剣
AAAA

田田田田
島島島島
AAAA

勝ち（本数）

勝ち（本数）
駒駒駒駒
剣剣剣剣
AAAA

中中中中
少少少少
剣剣剣剣

小学生小学生小学生小学生　　　　団体戦団体戦団体戦団体戦

メ 反

メ

【【【【AAAAチームチームチームチーム　　　　１１１１回戦回戦回戦回戦】】】】

【【【【AAAAチームチームチームチーム　　　　２２２２回戦回戦回戦回戦】】】】

コ メコ

高橋高橋高橋高橋くんくんくんくん    　　　　　　　 　小林（一心館）・・・・・積極的に得意技の面でいったので、相手が次も面で来るだろうと手元を上げたところに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小手が入る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 赤萩（天馬）・・・・・自分からは打ちにいっているが、なぜか体が途中で止まる。ここだと決めたら打ち切る技を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 打ってほしかった。２試合とも得意技から入るリズムのある試合だった。得意技が入らなくなっても
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自信を失わずにもっと打ち続けてほしい。

コ

メ メ

メ メ メ メ メ メ メ メ

コ

【【【【AAAAチームチームチームチーム　　　　準決勝準決勝準決勝準決勝】】】】

コメ メコ ココ メ メ メ
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先鋒 次鋒 中堅 副将 大将

松本松本松本松本 本荘本荘本荘本荘 高橋高橋高橋高橋 山崎山崎山崎山崎 木村木村木村木村

００００（（（（１１１１））））

３３３３（（（（５５５５））））

赤萩赤萩赤萩赤萩 越前谷越前谷越前谷越前谷 斉藤斉藤斉藤斉藤 寺尾寺尾寺尾寺尾 樺沢樺沢樺沢樺沢

ココココ
メメメメ
ンンンン
トトトト

疲れていたが、
よく引き分けに
おさえてくれ
た。さすが松本
君！

動きの早い相
手だったが、負
けずに動けて
いてよかった。

先に相手に取
られたが、見事
な面で１本取り
返してえらかっ
た。

相手の身長が
高く、気持ちで
負けてしまった
かな？強気だ
よ！

相手のリズム
に乗ってしま
い、自分の剣
道がやりきれな
かったかな。

先鋒 次鋒 中堅 副将 大将

森森森森 清水清水清水清水 小林小林小林小林 真砂真砂真砂真砂 有田有田有田有田

３３３３（（（（４４４４））））

１１１１（（（（１１１１））））

白石白石白石白石 桑原桑原桑原桑原 藤田藤田藤田藤田 小林小林小林小林 渡辺渡辺渡辺渡辺

ココココ
メメメメ
ンンンン
トトトト

初太刀の面が
力強く決まっ
た。小手、胴、
いろいろな技を
出す。

力で押してくる
ような相手によ
く応戦した。一
瞬のスキを打
たれ残念。

相手が打ってき
たところをうまく
はずして打ち返
した。

休まずよく攻め
たが、今一歩
決まらず惜し
い。良い引き胴
があった。

絶妙のタイミン
グで抜き面が
決まった。連続
うちも良く出て
いた。

先鋒 次鋒 中堅 副将 大将

森森森森 清水清水清水清水 小林小林小林小林 真砂真砂真砂真砂 有田有田有田有田

００００（（（（００００））））

４４４４（（（（７７７７））））

赤萩赤萩赤萩赤萩 越前谷越前谷越前谷越前谷 斉藤斉藤斉藤斉藤 寺尾寺尾寺尾寺尾 樺沢樺沢樺沢樺沢

ココココ
メメメメ
ンンンン
トトトト

良く前に出て面
を打っていた
が、お互いの間
合いが近く決め
手がなかった
のが残念。

積極的に動い
ていたが、もう
一息打ち切れ
たらチャンスが
あったのではな
いだろうか。

連続打ちを良く
出していたが、
相手の踏み込
みの強い面が
決まってしまっ
た。

気持ちは攻め
ていたが、引き
小手を打ったと
ころをすかさず
面に来るなど、
相手の出足が
速い。

２段、３段の技
を出していた
が、相手の出
ばな面が決まり
惜しい。

勝ち（本数）

勝ち（本数）

一一一一
心心心心
館館館館

勝ち（本数）

駒駒駒駒
剣剣剣剣
BBBB

天天天天
馬馬馬馬
AAAA

駒駒駒駒
剣剣剣剣
AAAA

天天天天
馬馬馬馬
AAAA

駒駒駒駒
剣剣剣剣
BBBB メ メ

【【【【BBBBチームチームチームチーム　　　　１１１１回戦回戦回戦回戦】】】】

メ

【【【【AAAAチームチームチームチーム　　　　決勝戦決勝戦決勝戦決勝戦】】】】

メ

メ

メ メ メ メ

メ メ

【【【【BBBBチームチームチームチーム　　　　２２２２回戦回戦回戦回戦】】】】

メ メ メメ メメ メ
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駒剣駒剣駒剣駒剣AAAA

剣清会剣清会剣清会剣清会

コメント

駒剣駒剣駒剣駒剣AAAA

緑緑緑緑ノノノノ風風風風

コメント

駒剣駒剣駒剣駒剣AAAA

天翔天翔天翔天翔

コメント

勝ち（本数）

先　　鋒 中　　堅 大　　将 勝ち（本数）

先　　鋒 中　　堅 大　　将

渡辺渡辺渡辺渡辺　　　　良平良平良平良平 近藤近藤近藤近藤　　　　英隆英隆英隆英隆

島田島田島田島田 磯山磯山磯山磯山 今村今村今村今村

中牟田中牟田中牟田中牟田　　　　英明英明英明英明

先鋒ということもあって、気
負いすぎていた様子。タイミ
ングが合わず面をとられる。
ファイト！！

何本が良い技が出ていたが
決めきれず、時間切れに
なってしまった。残心まで決
めよう。

すばやい小手－面が決ま
り、見事に逆転勝利。まず
は１回戦突破！

大　　将

２（２）

１（２）

勝ち（本数）

渡辺渡辺渡辺渡辺　　　　良平良平良平良平 近藤近藤近藤近藤　　　　英隆英隆英隆英隆 中牟田中牟田中牟田中牟田　　　　英明英明英明英明

１（２）

先　　鋒 中　　堅

２（３）

関口関口関口関口 山我山我山我山我 田代田代田代田代

１回戦目より動きが良く、あ
と一歩だった。残心まで決
め切れれば、一本になりそ
うな技が出ていた。力が
入ってしまっているように見
えた。

女性だが、動きの早い相手
だった。得意な面が２本見
事に決まった。１回戦から出
してほしい。

若い相手にひるまずがん
ばっていた。１本目の面は
中牟田さんの面に見えたの
だが・・・

山崎山崎山崎山崎　　　　利男利男利男利男 清水清水清水清水　　　　聡聡聡聡 稲森稲森稲森稲森　　　　久士久士久士久士

１（２）

１（３）
布施布施布施布施 伊藤伊藤伊藤伊藤 春日川春日川春日川春日川

気迫のある力強い剣道だっ
た。惜しい面があったが、小
手をとられてしまった。

タイミングを推し量ったよう
な抜き胴で一本とられた
が、面に対する小手２本が
見事だった。

攻防激しい戦いであった。
今ひとつ決め切れなかった
のが惜しい。１本が欲しかっ
た！

【【【【成人成人成人成人AAAAチームチームチームチーム　　　　１１１１回戦回戦回戦回戦】】】】

メ メ

メ

コ

ｺ ｺ

コ コ

【【【【成人成人成人成人AAAAチームチームチームチーム　　　　２２２２回戦回戦回戦回戦】】】】

【【【【成人成人成人成人ＢＢＢＢチームチームチームチーム　　　　１１１１回戦回戦回戦回戦】】】】

メ

メ メ

メ メ

ド
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３３３３年年年年　　　　真砂智真砂智真砂智真砂智くんくんくんくん　「ぼくは、はじめてのし合でした。でもベスト４になれたからよかったです。
　　　　　　　　　　　　　強いあい手にあたるまでは、全部2本がちでした。
　　　　　　　　　　　　　次のし合の時は、1位になりたいです。」

３３３３年年年年　　　　本田本田本田本田くんくんくんくん　　「はじめてのし合でした。見てる時よりずっときんちょうしました。今日は2回せん目でまけて
　　　　　　　　　　　　しまいました。今度は、もっとかちたいです。」

３３３３年年年年　　　　新井新井新井新井くんくんくんくん　　「はじめて大会にでてきんちょうしたけど、2回かててよかったです。」

３３３３年年年年　　　　北嶋北嶋北嶋北嶋くんくんくんくん　　　　　「1回せん目かったけど、２回せん目まけてくやしいです。」

　
４４４４年年年年　　　　清水清水清水清水くんくんくんくん　「個人では2回せん目で負けてしまった。団体も２回せん目で負けてしまったので
　　　　　　　　　　　これからもたくさんけいこしたいです。」

４４４４年年年年　　　　本荘本荘本荘本荘くんくんくんくん　「だんたいせんでじゅんゆうしょうでうれしかったです。次はだんたいでゆうしょうをねらいます。」

４４４４年年年年　　　　松本松本松本松本くんくんくんくん　「ぼくは、個人せんのじゅんけっしょうでまけてしまいました。3位けっていせんでは、えんちょうせんで
　　　　　　　　　　　かちました。でも去年と同じけっかだったのでくやしかったです。
　　　　　　　　　　　団体せんのけっしょうせんのしあいでは、駒剣はまけてしまいました。ぼくは引き分けました。
　　　　　　　　　　　なので、次はけいこをいっぱいして２本がちしたいです。」

４４４４年年年年　　　　森森森森くんくんくんくん　　「こじんはじゅんじゅんけっしょうでまけたけど、うれしかったです。
　　　　　　　　　　　だんたいは、２回せん目でまけました。でも２回せん目までいけたからよかったです。」

５５５５年年年年　　　　佐佐佐佐々々々々木木木木くんくんくんくん　「ぼくは試合を１回戦で負けてしまったのでくやしかったです。今度は自分の得意なわざを
　　　　　　　　　　　　　ふやして勝ちたいです。」

５５５５年年年年　　　　中牟田中牟田中牟田中牟田さんさんさんさん　「わたしは、１回戦目、小倉くんに２本勝ちでしたが、２回戦目は北岡君に負けてしまいました。
　　　　　　　　　　　　　わたしは、前にも北岡君に負けていて、今回も負けたのでざんねんでした。これからもっと
　　　　　　　　　　　　　力をつけて今度こそ北岡君にかちたいです。自分ではとってもいい試合だったと思います。」

５５５５年年年年　　　　野口野口野口野口くんくんくんくん　「喘息だったけど延長までもちこんだのでよかったです。」

５５５５年年年年　　　　渡辺渡辺渡辺渡辺くんくんくんくん　「２回かったのに前やった天馬の人とあたって、かちたかったけど負けてくやしかった。」

６６６６年年年年　　　　高橋高橋高橋高橋くんくんくんくん　「今日の試合は、個人戦２回戦敗退、団体戦準優勝でした。
　　　　　　　　　　　個人戦、ここではあまりうまく自分の力を発揮できませんでした。２回戦目の天馬戦のときは
　　　　　　　　　　　相手はあまり強そうではなかったが、うまくすきをつかれて負けてしまいました。ここでは相手の面に
　　　　　　　　　　　うまくのれなくて負けてしまいました。相手の面にのれなかったということは、まだまだ面のスピードが
　　　　　　　　　　　おそかったということなので、いっそうするどくして次にのぞみたいです。
　　　　　　　　　　　団体戦、こちらはじょばんから準決勝まで、調子がよく、ばんばん面が入りました。天馬との２回目は
　　　　　　　　　　　相手との相面にうまく負けてしまった。団体戦での準優勝はうれしいことだったが、そのうれしさが
　　　　　　　　　　　くやしさに勝ることはありません。県大へのキップを手にいれなかったことは残念に思っています。
　　　　　　　　　　　これからは、駒剣の副キャプテンとして、そして駒剣の一員として、みんなをまとめるのはもちろん、
　　　　　　　　　　　一人ひとりの気持ちや立場を考えて、駒場剣友会という一つの会を引っ張っていきたいです。」

出場出場出場出場したしたしたした選手選手選手選手のののの感想感想感想感想
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成人成人成人成人　　　　渡辺良平渡辺良平渡辺良平渡辺良平さんさんさんさん　「良いところなし！　反省します！」

６年　山崎くん　「今日の個人戦ではあと１試合勝てば入賞だったのに、準々決勝で天馬に負けてしまいました。
　　　　　　　　　　　ぼくは「この試合、絶対勝つぞ！」と気合を入れたのですが、相手のリズムに乗れず、勝つことが
　　　　　　　　　　　できませんでした。
　　　　　　　　　　　団体戦では、一試合一試合がいい調子で進み、決勝まで進むことができました。VS天馬戦では
　　　　　　　　　　　活躍があまりできず、負けてしまいました。でもこの結果が次につながるので、これからもがんばりたい
　　　　　　　　　　　と思います。」

６年　木村くん　「小学生で最後の浦和少年剣道大会だったので、準優勝することができてよかったです。本当は
　　　　　　　　　　　優勝して県大会に出たかったけど、出られませんでした。中学で絶対出ます。」

６６６６年年年年　　　　小林小林小林小林くんくんくんくん　「１試合目はギリで一本入って勝ててよかったけど、２試合目は負けてしまってくやしかった。
　　　　　　　　　　　次はがんばりたい。」

　
６６６６年年年年　　　　真砂裕真砂裕真砂裕真砂裕くんくんくんくん　「天馬Aに完敗してくやしかったです。」

６６６６年年年年　　　　有田有田有田有田くんくんくんくん　　　　「個人戦では３回戦で負けてしまったが、伊藤君に勝ててよかった。団体戦では天馬のキャプテン
　　　　　　　　　　　かばさわ君に負けてしまった。次の試合でがんばりたい。」

成人成人成人成人　　　　近藤英隆近藤英隆近藤英隆近藤英隆さんさんさんさん　「昨年は、試合前に足がつってしまい、太りすぎを痛感。
　　　　　　　　　　　　　　　今年は４月から５ｋｇ落とせたので、足もつらず、結果を残せ何よりでした。
　　　　　　　　　　　　　　　いつまでも父さん剣士達とチーム組んで試合にチャレンジしていきたい。」

成人成人成人成人　　　　清水聡清水聡清水聡清水聡さんさんさんさん　「小学生の試合は、４年生を担当させていただき、松本君が３位に入りよかったです。
　　　　　　　　　　　　　　団体戦では、Aチームの準優勝おめでとうございます。大人の団体では、Bチームに
　　　　　　　　　　　　　　出場させていただきました。コテ２本は納得した１本でしたのでうれしかったです。
　　　　　　　　　　　　　　チームとして勝ち進めなくて残念です。」
  

成人成人成人成人　　　　山崎利男山崎利男山崎利男山崎利男さんさんさんさん　「駒場Aチームおめでとう。
　　　　　　　　　　　　　　　いままで、苦しい稽古をやってきた事が実りましたね。大人チームも勢いをかりて
　　　　　　　　　　　　　　　頑張ったけれど、入賞できませんでした。私たち大人も掛かり稽古させていただきます。
　　　　　　　　　　　　　　　来年は優勝するぞ～。」

成人成人成人成人　　　　中牟田英明中牟田英明中牟田英明中牟田英明さんさんさんさん　「今回の大会では、小学生が大活躍し、OB・OGの中学生もがんばっていて、とにかく
　　　　　　　　　　　　　　　　　恥ずかしい試合だけはしたくない、子供たちに続けー！と思って試合に臨みました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　結果として、全力で相手にぶつかることができ、１戦目は声援におされて粘り勝ちで、
　　　　　　　　　　　　　　　　　２戦目で負けてしまいましたが、充実感のあるすがすがしい負けっぷりでした。
　　　　　　　　　　　　　　　　　やっぱり剣道は楽しいなあ。応援してくれた皆さん、ありがとう！！」

成人成人成人成人　　　　稲森久士稲森久士稲森久士稲森久士さんさんさんさん　「前に出ることを意識しすぎて、また力み過ぎました。
　　　　　　　　　　　　　　　毎回、同じことを反省しているようです。一本勝ちでよかったのに、その一本が
　　　　　　　　　　　　　　　全く打てませんでした。」
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先生方をはじめ、大会参加にあたり各方面でご協力頂きました皆様、誠にありがとうございましたm(_ _)m

応援応援応援応援してくれたみなさんのしてくれたみなさんのしてくれたみなさんのしてくれたみなさんの感想感想感想感想

６６６６年年年年　　　　吉田吉田吉田吉田くんくんくんくん　「団体戦で駒剣は２位でした。いつか自分も試合に出たいです。
　　　　　　　　　　　だから稽古をがんばります。」

　
６６６６年年年年　　　　大野大野大野大野くんくんくんくん　「キャプテンなどからいろいろなこと（コテやドウが一本になりやすいなど）を学びました。」

成人成人成人成人　　　　石井石井石井石井さんさんさんさん　　　　「前に出ようとする気持ちが見えて、実力を十分に発揮できた子が多かったと思う。
　　　　　　　　　　　　いい試合ができた自信を持って、稽古に励んでほしい。」

成人成人成人成人　　　　○○○○○○○○さんさんさんさん　「この大会は、駒剣の子供たちの応援はもちろんのこと、多くのOB・OGが参加しているので
　　　　　　　　　　　　毎年試合観戦がとてもたのしく、あちらこちらを見なければいけないので、目も忙しいです。
　　　　　　　　　　　　また、他の剣友会の子供たちの成長をかい間見れるので、そういう意味でも楽しみの多い大会
　　　　　　　　　　　　です。今年もたくさんのパワーあふれる試合の数々と、子供たちの元気な応援に活力をもらって
　　　　　　　　　　　　帰れます！！明日からまたガンバロウ！！　皆さま、お疲れさまでした。」

　
成人成人成人成人　　　　本田正則本田正則本田正則本田正則さんさんさんさん　「小学生、成人会員の皆さんの頑張りに感動しました。ありがとうございました。」

野口母野口母野口母野口母さんさんさんさん　　　　「団体戦、入賞おめでとうございます。日ごろの稽古の成果ですね。とても気合のはいったすばらしい
　　　　　　　　　　試合でした。個人戦も大健闘でした。これからも頑張ってください。」

成人成人成人成人　　　　PekoPekoPekoPekoさんさんさんさん　「個人戦では実力を出し切れずに負けてしまった人が多かったようで残念でした。
　　　　　　　　　　　　団体戦小学生Aチームはチームワークの良さが結果に出たのではと感じました。」

　
森母森母森母森母さんさんさんさん　「みんな、日ごろの練習の成果を発揮して素晴らしい試合でした。団体戦では、Aチームが準優勝という
　　　　　　　　見事な結果を出して感動しました。その他の個人戦、団体戦とも皆奮闘しており、とても良い大会に
　　　　　　　　なったと思います。」

大野母大野母大野母大野母さんさんさんさん　　　　「選手の皆さん、おつかれさまでした。個人戦も団体戦も気合のこもった素晴らしい試合を見せて
　　　　　　　　　いただきました。ありがとうございました。応援のお友達もアツイ声援でとても良かったです。」

高橋母高橋母高橋母高橋母さんさんさんさん　「個人戦、団体戦ともに素晴らしい試合でした。特に団体戦はチームワークもよく、勝ちに行こうという
　　　　　　　　　気持ちが応援席までにも伝わってきました。先生方をはじめ、お手伝いしてくださった成人会員さんの
　　　　　　　　　方々、本当にありがとうございました。」
　
松本母松本母松本母松本母さんさんさんさん　「選手の皆さん、お疲れ様でした。団体戦準優勝、駿平くん、智くん３位入賞、おめでとうございました。
　　　　　　　　　他の団体と比べて、駒剣の剣道はまっすぐで気持ちの良い剣道だと思いました。」

木村父木村父木村父木村父さんさんさんさん　　　　「今日一日見ていて、子供たちの成長ぶりに感心しました。駒剣のみんなは日ごろから仲もよく
　　　　　　　　　試合になったら共通の目標に向け互いに励ましあっている姿が印象的でした。
　　　　　　　　　これ以降のより励みになる一日だったと思います。親としてはドキドキハラハラ、また子供たちに
　　　　　　　　　教えてもらうことの多い一日でした。先生方、成人会員の皆さん、そして子供たちに感謝いたします。」

高橋父高橋父高橋父高橋父さんさんさんさん　「個人戦、団体戦とも各人の力を発揮していたと思う。今日の試合を通じて、相手との違い、自分に
　　　　　　　　　足らなかったこと、どうしたら克服して次に勝つことができるか、生かしてほしい。
　　　　　　　　　駒剣のきれい（正しい）な剣道を身に着けながらも、勝つために何が必要か、常に考えて練習していけば
　　　　　　　　　次は更に一つupできると思います。毎日練習できない分、個々に工夫することが大切ではと感じます。」
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社会体育指導員養成講習会社会体育指導員養成講習会社会体育指導員養成講習会社会体育指導員養成講習会にににに参加参加参加参加してしてしてして    

                                                                                      大本大本大本大本    郁子郁子郁子郁子    

                         

6月 12日～14日の 3日間、千葉県・日本武道館研修センターにて参加者 78名（内女性 7名）にて行われ

ました。 

実施 3週間前に教材テキストが手元に届き、課題の論文を作成、通信教育分テスト勉強というところから始

まりました。学生の頃に戻ったように、久しぶりに勉強したという思いのなか講習会を迎えました。 

講師の先生方のご指導は、大変魅力的なものでした。剣道という武道がどのようにして生まれてきたのか、

剣道を稽古する目的はなんなのか、指導方法、体力トレーニングのやり方、障害疾病の対処、応急処置、実技

指導、に至るまで沢山教えて頂きました。 

剣道の歴史に触れて、日本剣道形という稽古方法がいかに大切であるかが解り、形の稽古も精進しなくては

と改めて思いました。剣道を稽古する目的のところで、「どうしても目先の試合に勝ちたい、昇級、昇段した

いそのために稽古するという傾向にあるけれども試合等は、自分が精進してきたことを試す場であり、剣道を

稽古していく上での手段であり、剣道を稽古する目的ではない。そこを間違えないようにしなければならな

い。」というお言葉が印象的でした。 

剣道の安全・衛生管理等の講義の際、10人の講師の先生方の内 2人の先生が、相手（生徒）の竹刀の整備不

良によって、怪我をされたお話をしてくださいました。そのお話の中で、「怪我は大事には至らなかったけれ

ど、もしこれで失明などしていたら、自分も辛いけれど自分に怪我をさせてしまった生徒は、一生怪我をさせ

てしまったことに悩むそのほうがもっと辛い」というお話を伺って、道具を大事にする、きちんと手入れをす

る、ということは自分を守ってくれる道具に感謝するとともに、自分と稽古をともにしてくれる仲間への最低

限の礼儀なのではないかと思いました。 

審判については、「審判にたったら、競技者はどれくらいの技量があるのかを見取り、それに見合った判定

をするように。また、良いと思ったら旗を上げてみなさい、とにかく経験が大切」というご指導を頂戴しまし

た。 

親睦会の際に、先生とお話をさせていただく機会に恵まれ、「練習不足なのは解っているのですが、中々上

手になれなくて」とお話させていただくと、「全日本選手権にでも出るつもり？生涯剣道です。家庭、身体を

大切にして、出来るときに稽古をし、少しずつ上達していけばよいではないですか。と言っていただきました。

確かに、剣道をお稽古する目的からすれば、自分を成長させ、ひいては社会の役に立てるようになる。生涯を

通じて（先は長いぞ！？）。皆さんにご指導いただいて、ゆっくり成長、貢献してまいりたいと思います。ま

た、先生は「あなた方（石井さん、大本）のように、壮年になってから剣道を始めた方々の指導についても、

これから考えていかなくてはと思っている。」とおっしゃっていました。最近増えてきているらしいです、私

たちの仲間が！ 

応急処置ですが、経験させていただました、本当にどうしてよいか解らなくなるし、心臓マッサージは力をこ

めて 30回、人工呼吸これが 1セットで 5回やります。ちょっとした掛り稽古に匹敵するくらいの体力を使いま

す。皆さんも経験できたら是非お勧めです。実際に一生に一度も活躍する場がないことが一番ですけれどね。 

実技は、とにかく基本が大切、攻めてから打つ、元立ちは常に自分も反撃できる態勢を考え、開け方には十分

注意すること。本当に基本を何本もお稽古させていただきました。 

指導というところでは、やはり先生方は、説明が的確でわかりやすい、これはとても大切なことだなと思いま

した。指導する対象者の年齢、性別、体力、経験、国など色々考えなくてはいけないこと、特に初心者には、剣

道を続けていきたいと思ってくれるような指導をしなくてはいけない。かなりの技量と経験を積まないと出来な

いことだなと思いました。改めて、駒剣の先生方のすばらしさ、大変さに感謝・感動しました。 
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また、この講習会で素敵な方々と知り合えたことも財産となりました。大変でなかったといったら嘘になり

ますが、それ以上に得るものは大きかったと思います。皆さんも、ご都合が合えば是非参加してみてはいかが

でしょうか。 

余談 お布団を敷いて同室のみなさんと教科書を開いて、夜中まで勉強したのは何年ぶりでしょうか？実技

テストがだめなのだから、せめて筆記テストぐらいは合格点（7項目につての試験、5段階評価で各項目 3以上

で合格）を取らなくてはと頑張ってみたものの、朝 6：30～19：15の講義、お稽古、テスト。勉強しているつ

もりが・・・。おばさんには堪えたのでした。そして、帰宅後数日間燃え尽き症候群でした。 

社会体育指導員剣道社会体育指導員剣道社会体育指導員剣道社会体育指導員剣道（（（（初級初級初級初級））））養成講習会養成講習会養成講習会養成講習会    奮闘記奮闘記奮闘記奮闘記    

    

             石井石井石井石井    美保美保美保美保        

６月１２日から１４日、２泊３日の指導員養成講習会に大本さんと参加しました。 

 この講習会は何年も前に尾島先生（中級）や星野さんが受講されていらっしゃいますが、「きっと木曜日の指

導担当の時に役に立つに違いない。機会があればいつか私も行ってみたい」と、かねがね思っておりました。今

回、行ける時に行こうと思い、思い切って受講することにしました。 

 [講習会までの日々] 

１か月ほど前に、分厚い教本と、きついとわかってはいたものの、持病の腰痛が出たらどうしようと心配にな

るくらい過密なスケジュール表が送られてきました。１日目は７時間、２日目は９時間といった、理論と実技の

授業がびっしりのスケジュールでした。前は２日目にあった通信教育分のテストが１日目すぐにあり、何が出る

かわからないので、テスト範囲の勉強と論文作成に睡魔と闘う日々が始まりました。 

[前日] 

 当日行ったのでは受付時間ぎりぎりなので、前日夜から勝浦へ。本当は、研修センター近くに友人のリゾート

マンションがありそこに泊まるはずが、前日になって「水漏れ事故発生、泊まれない状態」と連絡があり、慌て

て研修センターに前泊をお願いしました。 

[１日目] 

受付をして受講者名簿を見てびっくり。７８人中半分は６，７段の高段者で３段は６人しかいませんでした。

でも反って「下手でもともと、一生懸命やるだけ」と気が楽になりました。女性は７人で私が最年長。海外に派

遣されて剣道を教えていたとか、新聞社勤務で海外から帰ったばかりという、眩しいようなバリバリキャリアウ

ーマンの若い女性達もいました。懸案のテストが終わると、午後からは「剣道形」と「木刀による基本技の稽古」。

剣道形は、千葉仁先生から今まで流れで何気なくやっていたことに息吹きを吹き込むような緊張感のある動作を

教えていただきました。「木刀による・・・」は、これから１級審査でも取り入れられるようになるとのことで、

すり足で行ってから、防具をつけて竹刀での指導を受けました。これが１８時２０分に終わり、１０分の休憩の

後、「次は先生方の元立ち稽古かな？」と楽観視していたら、延々と続く（ように思えた）回り稽古でした。前

列に並び、段々中央に移動して行ったので抜けるに抜けられず、７時過ぎに終わった時はヘトヘトになり階段を

上がる足がもつれそうでした。 
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 [２日目] 

朝６時半から「トレーニング実習」。慶応大学の吉田先生が準備体操だけでなく整理体操がいかに大切かスト

レッチを教えて下さり、前日の疲労が解されるようでした。子供たちが楽しめそうな瞬発力を高めるゲームを実

際にやってみて、いい大人達が大騒ぎでした。午前中の講義に国際武道大学の田中先生の「剣道の歴史」があり、

すでにテストは終わっていて教室はリラックスムード。教本を読んでいる時はちっとも覚えられなかった流派の

ことなど、例えを使って面白くお話くださり引き込まれる講義でした。「応急処置法」では、いつもは勝つ大本

さんがじゃんけんで負けて大当たり、人工呼吸や心臓マッサージをやることになりました。午後からは審判の実

習とテストがありました。段別に組んで順番に試合と審判をやり評定が決まります。終わるとそれぞれの組に先

生が講評をしてくださるのですが、「有効打突が取れていませんね」という厳しい講評を頂きました。外で少し

凹みながら水分補給していると、千葉先生が出てこられ「どうでしたか？」とお声を掛けてくださいました。有

効打突が取れないことを申し上げると、「良いかな？と思った時は迷わず挙げてみなさい。あとの二人が旗を振

れば一本にはならないんだから。失敗も勉強です」と温かくおっしゃってくださいました。千葉先生に限らず、

講師の先生方はどなたも穏やかで温かい感じの先生ばかりでした。２日目最後の実技は「また回り稽古？」と戦々

恐々としていましたが、１分交代で３回目に順番が回ってくる元立ち稽古でなかなか楽しく、元立ちの先生方の

方が大変そうでした。この日は夕食時間が懇親会となりました。目黒先生や埼玉から参加された方と隣り合わせ

で、埼玉の先生方のお名前が沢山出て懐かしい感じでした。 

[３日目] 

朝一の稽古はこの日の実技のテスト（剣道形、基本実技）の練習をして良いということで一緒に組む大本

さんとお互い遠慮なく注文を出し合いながら繰り返し練習しました。 

８時には「千葉先生のサイン会」の放送が流れ先着４０名に入るべく二人して駆け付けました。というの

も、前夜の、狭い部屋に入りきれない程ぎっしり詰まった２次会の折、私たち二人が誘導された席が千葉先

生のお隣で、何をお話したら良いものか・・・。勝浦に来る前に見つけた講習会経験者のブログに、Ｔシャ

ツに千葉先生のサインをいただいた話が載っていたので、そのことを申し上げると「あっ、明日もやります

よ！私ので良かったらどうぞどうぞ。」といった会話があったので、大本さんと「これは外せない」と駆け

付けたのでした。この日は午前に理論テスト、午後からは実技テストがありました。計７科目それぞれの合

否の結果は２，３週間後にわかります。５段階評定で一つでも「２」があると条件付き合格となり、地元の

講習会で補講を受けて正式合格となるそうです。今だからこそ書ける奮闘記です。 

[終わってみて] 

今回の講習で、理論的にも実技の上でも剣道の奥深さを改めて感じました。

何を大切にして剣道を続けていくのかを自分自身の中にしっかり持ちたいと思

います。沢山の先生方の教えを受けることができましたし、知り合った方達と

剣道のことのみならず、子育てや親の病気や婚活の話も出て、剣道の輪が広が

ったことは嬉しいことでした。木曜日に指導をするということがなければ受け

ようとは思わなかった講習会です。そういう機会を与えてくださった先生方と、

文句も言わずに素直に指導を受けてくれる駒剣士たちに感謝申し上げます。 

 

本当に充実した講習会だったんですね。
大本さん、石井さんお疲れ様でした。
ご寄稿ありがとうございました。
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渡辺良平

　先月は、豚ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞがはやりだして一斉に世の中からマスクが消えてしまった事を書きましたが

最近では、良平さんの会社の近くの薬局では『マスクあります。』って張り紙がしてあるのを見かけ

ます。　しかし～～？　だれも見向きもしません。

また、寒くなってきたら新、新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞが流行りだすかもしれないので今のうちに買っておいた

方がいいかもね！　　　　　おおおお母母母母さんさんさんさん！　！　！　！　一一一一ヶヶヶヶ月前月前月前月前よりよりよりより安安安安くなってますよくなってますよくなってますよくなってますよ！！！！

今今今今からからからから、、、、たっぷりたっぷりたっぷりたっぷり買買買買いだめしましょういだめしましょういだめしましょういだめしましょう！！！！

ところで、今月は先月に長さの単位でﾐｸﾛﾝの話しをしましたが今月はもう少し長さのことを書きます。

　まじめな話しでごめんね？

この表「粒子の大きさ（粒子；μm）」は、世の中で目には見えないけど、そこら辺にいっぱいうようよ

あるものがたくさん書いてあります。

　この表に書いてあるものは小学校低学年は知らないもの、高学年でもウイルスや細菌の事は

良く分からないと思いますが、『『『『ちょっとしたちょっとしたちょっとしたちょっとした豆知識豆知識豆知識豆知識』』』』で知っておくと何かの役に立つ事があるかもね！？

マスクマスクマスクマスクありますありますありますあります！！！！
でもでもでもでも、、、、今月号今月号今月号今月号ははははチョッチョッチョッチョッとととと勉強勉強勉強勉強しましょうしましょうしましょうしましょう！！！！ですですですです。。。。

良平良平良平良平のののの部屋部屋部屋部屋
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？？？？

マスクあります！
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　豆知識で知ってておもしろそうな物を紹介します。

その前に、答が書いてありますが、人の眼（肉眼）で見る事ができる限界は普通の人は70μm（70/1000ｍｍ）

です、視力７．０のマサイ族の人なら10μm位まで見えるかもね？

従って、70μm以下の物は見えているようで、実は見えていないのです。

んんんん～～～～～～～～よよよよ～～～～分分分分からんなからんなからんなからんな？？？？　？？？？　？？？？　？？？？　どうどうどうどう言言言言うううう意味意味意味意味？？？？？？？？？？？？？？？？

　例えば、赤ん坊の時に飲んだミルクは『粉ミルク』を使ってるし、ｺｰﾋｰに入れる『粉ミルク』はちゃんと

見えるのに？花粉もちゃんと見えるで～～～！？

はるかかなたの中国から3,000km以上も離れた埼玉へも飛んでくる『黄砂（こうさ）』もベランダの手すりに

ついているのがちゃんと見えるで～～！

　と思ってるあんた！　あんたはあんたはあんたはあんたは半分正半分正半分正半分正しいしいしいしい！　！　！　！　でもでもでもでも、、、、半分間違半分間違半分間違半分間違ってるでってるでってるでってるで！

　眼に見えているのは、『粉ミルク』も、『花粉』も、『黄砂』も実は数１００、数千の細か～～い粒が凝集

（ぎょうしゅう）して、大きな固まり（固まりそのものが小さな粒です。）になって見えているだけなんです。

　だから、半分正しくて、半分間違ってるんですね。

凝集していない、たった一粒だけの状態なら煙のように見えます。

　また、霧（きり）って見たことあるよね。あの霧も、実は気体ではなく細か～～く、細か～～～くなった『水』

なんです。

　タバコの煙（けむり）も気体ではなく、チョ～～～～細かい粒子なんです。

その大きさは、0.01～0.5ﾐｸﾛﾝ＝1/１０万mm～5/10,000mmなんです。

　タバコの煙がフワフワ浮いているように見えるのは、煙の粒が空気とぶつかってあっち行き、こっち行きして

いるからなんですね＞＞＞＞

　先月号の終わりに、『マスクを虫めがね』で見てみよう！　と書きましたが

　『粉ミルク』、『花粉』も是非見てみて下さい。　虫眼鏡でははっきりと小さな一粒まで見ることはできませんが

何やら表面が凸凹して、なんとなく細か～い粒状のものが見る事ができます。

　

　高学年の人は、学校で顕微鏡がありますので理科の時間に先生にお願いしてかりてみるといいです。

３００倍位の大きさで見ると、『粉ミルク』も『花粉』も凝集している事が観察できます。

　　　　一回一回一回一回やってみようやってみようやってみようやってみよう！！！！

たばこのけむりって小さな粒の集まりだったんですね。
いろいろ調べてみるといいかも・・・・
（夏休みの自由研究にピッタリ！？）
良平さん、面白いお話ありがとうございました。

いろいろ見てみると
面白い発見が
あるかも！！
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須山須山須山須山ですですですです。。。。
いつもみなさまにお稽古をいただき、ありがとうございます。
さて、このコーナーは、剣道以外の話題に触れる方が多いようです。
　しかし日々の生活が「家庭」「仕事」「剣道」のほぼいずれかと化している
わたしの場合、剣道以外に書くような話題も思い浮かびません。恐縮ですが、
今回はささやかな愛着を持っている剣道具のことをつづってみます。

先月号で「へぇ～！そうなんだ～！」なツボ（経穴）のお話をホンワカ～としてくださった新井パパさんからバトンを受け取ったのは、・・・
思わず声の主をさがしてしまうくらい、「とぉーっ！　はぁーーっ！！！」と大きな気迫のこもった気合いでお稽古される姿が印象的な
須山さんです。今月剣道教室から入会してくれた須山舜太くんのパパさんですね。
なんでも職場の近くの警視庁のとっても強い先生方ともよく稽古されるのだとか・・・警視庁の方々の稽古って、・・・
きっとすごいんでしょうね～・・・（ちょっと怖いかも・・・(^_^;)）
それでは須山さん、よろしくお願いいたします～m(_ _)m

■日本一日本一日本一日本一のののの職人職人職人職人はははは嘆嘆嘆嘆くくくく

　この浦和の街に、日本一の剣道具を作る職人さんがいることはみなさんもご存じと思います。
別所沼の近くで「鈴木剣道具店」を営む鈴木謙伸さん（以下、親方と書かせて頂きます）です。
　６月１日の夜、ある酒席で親方とお会いし、初めていろいろなお話をうかがう機会を得ました。
８８歳になられたとのことでしたが、とてもお元気でした。手を広げて見せてもらったところ、
大きさもさることながら分厚さに圧倒されました。長年の手仕事で培われたものなのでしょう。
手の平はほんのり藍色に染まり、無数のしわが刻まれていました。
　この分厚い手で仕上げられた「赤びょうたん」マークの剣道具の使いこごちは最高とのことです
（わたしは持っていないので実感できないのが残念ですが）。
ただし、吟味された材料を使っていることもあって値段も超一流。警視庁のある先生はすべて
お任せで作ってもらい、１××万円（３ケタです）だったとのこと。
装着感は「つけている感じがしない」とか。

　親方は「職人は文句を言っちゃあいけないんだけどね……」と前置きしつつ、現在の日本の
剣道具業界のあり方をとても心配しておられました。今の業界は自分で道具を作らず、海外で
作られた商品を販売するだけの店が圧倒的に多い。安い海外産の製品に押され、剣道具
一式を製作できる職人は絶滅寸前になっています。根っからの職人である親方は「全日本
選手権を見ていても、選手がつけている道具は中国やフィリピンで作られたものばかり。
晴れ舞台だっていうのにホントに残念ですよ……」と嘆き、最後にこんな予言をされました。
　「今にごらんなさい。韓国とか中国の剣道具屋が、東京で店を構えるようになりますから」
　親方の店で手刺の道具を作ってもらえばお値段はかかります（今はほとんど新しい注文は
受けていないそうです）が、国内のメーカーに作らせたミシン刺の布団（８ミリ）を使って、
親方の店で仕立てた「廉価版」の剣道具もあるそうです。
最新作の写真を見せて頂いたのですが、胴胸の飾りは親方ならではの素晴らしい出来ばえでした。
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■■■■安安安安いけどいけどいけどいけど高高高高かったかったかったかった買買買買いいいい物物物物

　わたし自身、剣道具の購入では苦い思い出があります。剣道の稽古を再開した３０歳ごろ、
雑誌で見つけた埼玉県内の剣道具店で手刺（１分２厘）の道具を買いました。卸専門で、
職人さんがいるような店ではありませんでしたが、「定価８０万円」という道具が「特別価格」と
称されて半値以下になっていたのにひかれてしまったのです。
　イージーオーダーで作ってもらったものの、小手と垂は１年以上使っても堅いまま。布団は
薄い板のようで、少し強く打たれると痛い。後になって知ったのですが、手刺の場合、刺した
後に糸をググッと引っ張ることで布団の中に糸を沈め、すり切れにくくする「糸締め」という作業
があります。この糸締めがなされた形跡もありませんでした。我慢して使っていましたが、小手だけ
はどうにも使いにくく、小手作りで評判の高いあるお店で新たに小手を作ってもらうことにしました。
そこの職人さんは丁寧に採寸してくれた後、私にこう言ったのです。
　「たのしみにしていてください」
　職人としての自負からの言葉だったのでしょう。とても新鮮に感じたことを覚えています。
でき上がった小手は小指・薬指に力が入るような形状になっており、とても使いやすく、１０年以上
たった現在も修理を重ねながら愛用しています。
しかし最初に買った一分二厘の道具は結局、胴のサイズなども合わなくなり、何年もたたないうちに
使わなくなってしまいました。

■■■■竹刀竹刀竹刀竹刀はははは語語語語るるるる

　竹刀も、一本一本手で削って作る職人はごくわずかになってしまったようです。
剣道が下手くそなわたしでも「いい竹刀」とそうでない竹刀の差は分かります。
いい竹刀だと相手を打った時、しなやかな鋼（はがね）で打ったかのような音、感触がします。
そしてあまりささくれず、壊れる時は竹が一気に割れることが多いようです。
　いま愛用しているのは滋賀県の山口吉昭さんという方が手作りしている「比叡」という銘の竹刀です。
とても良い竹刀ですが、最近は以前に比べて少しささくれやすくなった気がします。地球温暖化の
影響からなのか、丈夫な竹が手に入りづらくなっているのでしょうか。
　手入れの際に使うのは、ほとんどサンドペーパーだけ。わたしは根が不器用なせいか、小刀の
ようなものを使うと、つい削りすぎてしまうことがあります。竹に塗る油は３年ぐらい前、浦和伊勢丹
の長崎物産展で購入した五島の椿油を使っています。手に触れてもベトつかず、サラッとしています。
「竹刀は節のところからしか油を吸わない」と聞いたことあるので、新しく買った竹刀は椿油をしみこま
せた脱脂綿を節のところに噛ませて、１カ月以上置くようにしています。
　「竹刀を見ればその人の剣道が分かる」と言われます。例えば柄革の長さ。仕掛け技主体の人は
短く、応じ技主体の人は長い傾向があると言われています。わたしは３９の竹刀に３８の柄革をつけて
います。柄革が長いと、正面打ちや切り返しの際の左拳が中心から外れやすくなる弊害もあるようです。
また警視庁でご指導を頂いている高山功先生からは物打ち部分の打痕を見るように言われたことが
あります。自分から見て竹刀の右側に多くの凹みがついていたら、打ちが右に偏っているということです。

▼手前の小手は奥のものに比べ、小指・薬指に力が
入るよう立体的に作られている

▼糸締めがされた布団。糸が沈みこんでいる
▼糸締めされておらず、糸が表面に
出たままの布団

19



■■■■茶箱茶箱茶箱茶箱はおはおはおはおススメススメススメススメですですですです

　鈴木の親方に剣道具の保管方法をうかがったところ、返ってきたお答えは「とにかく道具袋に
入れっぱなしにしないこと」。湿ったまま袋に入れておけばカビを培養するようなもので、一度
カビをふかせてしまうと、完全には取り除けないそうです。親方は「わたしは湿気のある季節に
布団を仕込まない」とも言っておられました。
　わたしは現在、剣道具を２組使っており、１組は自宅に、もう１組は平日の朝に稽古をお願い
している東京・警視庁本部道場に置いてあります。本部道場は昔の道場のように、天井から
道具を吊るせるようになっています。面と小手、胴と垂れをそれぞれ結束した後、最後に面の
ひもを胴の裏側にある輪にくぐらせて一体化し、専用の長い棒を使って天井から出ている金具
にひもをひっかけて吊るすのです。通気性が良い保管方法です。最近は胴裏の輪を
「お守り掛け」と勘違いしておられる方もおり、輪を小さくしてしまっている胴もありますが……。
　自宅では、面や小手の汗をかいた部分を水に濡らした手ぬぐいで拭いた後、乾燥機で一気に
乾燥させます。そして防カビ剤・防臭剤を入れた大きな茶箱の中に道具をしまいます。まったく
臭いませんし、茶箱は湿気を完全にシャットアウトしてくれますから、剣道具が劣化することもない。
ちなみにわたしが使っている茶箱は静岡の「長峰製茶」というメーカーからインターネットで購入
したものです。
　小手は汚れが進むと自分で洗ってしまいます。洗剤は使わず、バケツに水を入れて丸一日
ぐらいつけておくだけで、かなり汚れや臭いが落ちます。後は軽く脱水して陰干しします
（生乾きの段階でもんでおくとパリパリになりません）。ただ繰り返していると色あせるだけでなく、
全体が縮んできます。大切な小手は道具屋さんにクリーニングをお願いした方がいいようです。

■■■■剣道剣道剣道剣道もももも剣道具剣道具剣道具剣道具もももも一生一生一生一生ものものものもの

　ミシン刺より手刺の方が使いやすい、とは一概に言えません。
わたしが使っている面は手刺（２分）のものよりミシン刺（８ミリ）の方が顔に
フィットしています。北海道の栄花直輝選手ら有名選手が大きな大会で
ミシン刺の面をつけているのを見たことがありますが、同じ理由からでしょうか？
　８ミリのミシン刺しを「トタン屋根のようだ」と敬遠される方もいらっしゃるそうで
すが、使いやすさで言えば、手刺にこだわる必要はないと思います。
ただミシン刺でも３ミリとか４ミリになると堅いです。
　胴はよく胴胸の形を見ています。自分の経験では、体のラインに沿った形で
緩やかなカーブを描いている胸だと、胴紐がめったに緩みません。
逆に立った胸は緩みやすいようです。垂は手で丸められるぐらい柔らかいものが
理想で、堅いものだと、よく左右に回ってしまいます。
　今年の埼玉大学の寒稽古に参加させていただいた折、浦和の若杉先生が
すっかり色あせた、しかしとても使いやすそうな道具を身につけておられるのが
印象的でした。鈴木の親方の作品とお見受けしましたが、剣道の修業は一生の
ものと言われます。値段やミテクレに惑わされず（値段は重要ですけど）、
体に合った一生ものの剣道具を使いたいものだ、と改めて感じ入った次第です。     （了）

▼部屋の隅に置いてある剣道具専用の茶箱

▼胸が寝ている胴。
胴紐が緩みにくい

▼胸が立っている胴

▼お守り掛けではありません

昔は自然にあるものだけを使ってすべて手で作っていたから、防具は職人さんたち一人ひとりの知恵と技の結晶だったんですよね。
お茶箱にしまわれて大事に使われる防具は幸せですね。（○○○万円の防具は思わず金庫にしまっちゃいそうですけど・・・）
それにしてもさすがは新聞記者の須山さん！分かりやすくなるほど～な楽しいお話と写真をありがとうございました。

次回は石田恵介さんにバトンが渡ったようです。そろそろアンカーも見えてきたかな？
恵介さん、「暑いぜ！夏！！」８月号でよろしくお願いいたしま～す！
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　　　　おおおお　　　　知知知知　　　　らららら　　　　せせせせ

新入会員新入会員新入会員新入会員のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介

今年も剣道教室修了生から、たくさんのお友達が駒剣に入会してくれました。
みんな、早く仲よくなれるようにいろいろ教えてあげてね！
新入会員の皆さん、ようこそ駒剣へ！これからどうぞよろしくお願い致します！

小２年　篠田篠田篠田篠田　　　　耕汰耕汰耕汰耕汰　　　　（（（（しのだしのだしのだしのだ　　　　こうたこうたこうたこうた））））    くんくんくんくん

小４年　須山須山須山須山　　　　舜太舜太舜太舜太　　　　（（（（すやますやますやますやま　　　　しゅんたしゅんたしゅんたしゅんた））））くんくんくんくん

小６年　掘田掘田掘田掘田　　　　陽菜陽菜陽菜陽菜　　　　（（（（ほったほったほったほった　　　　はるなはるなはるなはるな）））） さん さん さん さん
　

　　　　〃　　　　　　堀田堀田堀田堀田　　　　智菜智菜智菜智菜　　　　（（（（ほったほったほったほった　　　　ともなともなともなともな）））） さん さん さん さん

成人　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 太田太田太田太田　　　　康予康予康予康予　　　　（（（（おおたおおたおおたおおた　　　　やすよやすよやすよやすよ））））さんさんさんさん

よろしくおねがいします！

小学生小学生小学生小学生　　　  ６年生　１５人
　　　　　　　　 ５年生　　４人
　　　　　　　　 ４年生　　５人
　　　　　　　　 ３年生　　６人
　　　　　　　　 ２年生　　２人
　　　　　　　　 １年生　　２人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３４３４３４３４人人人人

成人成人成人成人　　　　女性　１３人
　　　　　　　男性　１７人

３０３０３０３０人人人人

というわけで、

※　　5年生の多田健人くんは、残念ながら都合により6月末で退会となりました。
　　　いつもニコニコ、みんなと仲良くしてくれた多田君、いままでありがとうございました。　これからも元気でね！

☆新しい連絡網ができるまで、各自追記をよろしくお願いいたします

今月は日食があ
るんだって？

ええ、楽しみだわ♪
目をいためないよう
に、注意して見ま
しょうね。

駒剣ヨーロッパ支部!?（ルクセンブルク）から藤野さんが帰国され,駒剣に復帰です！
　藤野さん、お帰りなさ～い！　またどうぞよろしくお願いいたしますm(_ _)m
（ちなみに、律先輩は常盤中剣道部２年生でがんばってます！）

WELL COMEBACK !WELL COMEBACK !WELL COMEBACK !WELL COMEBACK !
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　２日（木）　　通常どおり　5:00～7:00
　４日（土）　　通常どおり　3:00～5:00
　
　９日（木）　　通常どおり　5:00～7:00
１１日（土）　  通常どおり　3:00～5:00
　
１６日（木）　　通常どおり　5:00～7:00
１８日（土）　  通常どおり　3:00～5:00　　夏合宿説明会夏合宿説明会夏合宿説明会夏合宿説明会３３３３：：：：１５１５１５１５～　～　～　～　２２２２ＦＦＦＦ会議室会議室会議室会議室にてにてにてにて
１９１９１９１９日日日日（（（（日日日日）　　）　　）　　）　　塚越剣友会塚越剣友会塚越剣友会塚越剣友会とのとのとのとの交流会交流会交流会交流会　　　　　　　　８８８８：：：：４５４５４５４５集合集合集合集合　　　　９９９９：：：：００００００００～～～～１２１２１２１２：：：：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））））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは、、、、おおおお手紙手紙手紙手紙をををを確認確認確認確認してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

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

最後最後最後最後はははは星星星星やんやんやんやん武芸帳武芸帳武芸帳武芸帳！　！　！　！　星野さん、お久しぶりの登場です。
うわっ！今回は裏表紙まである～～～！すごっ！
それでは、よろしくお願いいたしま～す！

７７７７月月月月のののの予定予定予定予定

８８８８月月月月のののの予定予定予定予定

　
　　　１日（土）　　通常どおり　3:00～5:00
　
　　　６日（木）　　通常どおり　5:00～7:00
　　　８日（土）　　通常どおり　3:00～5:00
　
　　１３日（木）　　通常どおり　5:00～7:00
　　１４１４１４１４日日日日（（（（金金金金）～）～）～）～１６１６１６１６日日日日（（（（日日日日）　 ）　 ）　 ）　 駒剣夏合宿駒剣夏合宿駒剣夏合宿駒剣夏合宿　　　　湯沢中里湯沢中里湯沢中里湯沢中里スキースキースキースキー場場場場　　　　白熊旅館白熊旅館白熊旅館白熊旅館にてにてにてにて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８８８８：：：：００００００００　　　　駒場体育館駐車場駒場体育館駐車場駒場体育館駐車場駒場体育館駐車場　　　　集合集合集合集合　　　　　　　　　　　　遅刻遅刻遅刻遅刻しないでねしないでねしないでねしないでね！！！！！！！！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（目標：夏休みの宿題を終わらせて参加しよう！(*^_^*)）

　　２０日（木）　　通常どおり　5:00～7:00
　　２２日（土）　  通常どおり　3:00～5:00

　　２７日（木）　　通常どおり　5:00～7:00
　　２９日（土）　　通常どおり　3:00～5:00
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