
　

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。。。。

暑中お見舞い
申し上げます

毎日暑いね！
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今月今月今月今月のことばのことばのことばのことば おうちのおうちのおうちのおうちの人人人人とみんなでよんでくださいとみんなでよんでくださいとみんなでよんでくださいとみんなでよんでください。。。。

本荘先生本荘先生本荘先生本荘先生よりよりよりより

　梅雨が明けたというのに夏の太陽がなかなか見えません。九州、中国地方は
ひどい豪雨で、大きな被害を受けました。福岡の山崎正隆先生にお電話したら
被害はないとのこと。ホッとしたと同時に、懐かしい元気な声がきけてうれしく
思ったしだいです。

　7月19日の塚越剣友会との交流会では大変お世話になりました。今回迎える側
として、後援部の役員さん中心に準備・運営のお手伝いと活躍していただきました。
予想以上に館内が暑く、予定していたメニューを少しずつ短縮しましたがいい汗がかけました。
どなたと剣を交えても「仲間との一本」と思ってできるのがありがたいなあと思います。ぜひ今後も
第10回、20回と続けていきたいです。
　夜の懇親会も、毎年のことですが時間があっという間に過ぎて名残惜しくお別れになりました。
今回は、ＯＢ、ＯＧの石井邦明君と山口聡美さんが参加してくれました。塚剣からも廣瀬君、藤井
君、大野君が参加してくれ、それぞれの剣友会をこれから背負って立つ若武者が顔を合わせた
わけです。来年以降も若手メンバーを増やしていき、世代のつながりのある駒場剣友会をつくっ
ていきたいです。

　さて、今月は合宿です。駒剣の一大イベントです。各自が体調を整え（できれば体力をつけて）
合宿に臨みましょう。昨年は体調管理がしっかりできて、不調を訴える者がほとんどいませんでし
た。それゆえに全員でいい稽古ができて、それがこの春の大会の結果に現れたと思っています。
今年もぜひしっかりと稽古を積み地力をつけて帰ってきましょう。もちろんレクレーションについて
は、合宿委員さんがちゃんと企画してくれています。遊ぶときは大いに楽しみ、より仲良くなりま
しょう。
　参加してくれる中学生の先輩方ありがとう。異年齢集団で寝泊りするのが駒剣合宿の特長で
す。室長、リーダーとして後輩の面倒を見てください。多少苦労することもあるかもしれませんが、
その経験が必ず生きるときがきます。後輩諸君も先輩の言うことを聞いて、自分でできることはでき
るだけ自分でやるようにしましょう。

　先日、中学生の県大会個人戦を見に行ってきました。強い選手は中学生というより高校生レベ
ルの力を持っていると感じました。駒剣ＯＢ・ＯＧも晴れの舞台に登場！中牟田先輩が3回戦まで
勝ち進み健闘しました。松下、古澤、河野、本荘先輩は1回戦目で敗れましたが、いずれも正々
堂々駒剣士らしい戦いでした。これから中学2年生の代になります。どれだけの成績が残せるで
しょうか。中１も大勢が各学校でがんばっています。新人戦での活躍を期待しています。

　８，９月の土曜日は、残念ながら木村先生のお体の回復がまだ十分ではないため、私と成人会
員のお父さん先生たちとが交代で指導に当たります。毎年、合宿で目標をたてますが、早目に目
標を決めて合宿前から意識した稽古をしていってください。合宿後は、合宿で指導を受けたことを
注意するとともに、９月１２日に行われる秋の級審査に向けて、切り返し・基本打ちをもう一度確認
を。
　新しい代になったと思ったら、もう一年の３分の１が終わりました。１回の、１本の稽古を大事にし
て、正しく強い剣道をめざして精進していきましょう。

　９月２７日（日）に、さいたま市民体育剣道大会があります。学年のブロック別個人戦です。先日
の大会を見た感じでは、参加する駒剣士みんなが入賞のチャンスがあります。ただ、今度は大宮
や岩槻からも参加があります。合宿を含めたこの夏でひとまわりパワーアップして自信を持って大
会に臨みましょう。
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７／２（木）　石井先生･大本先生
･今日から新しいお友達（須山くん、堀田智菜さん、陽菜さん）が入会しました。
　木村由枝先生が別メニューで教えてくださいました。
･近藤麻美先輩が稽古に来てくれました。
･後半の稽古は、みんな大きな声が出ていてよかったです。

７／４（土）　菅原先生･本荘先生
･新入会員４名を菅原先生が指導してくださいました。
･野村君、早くケガが治るといいですね。
･先日の試合のお話がありました。とても気合の入った試合とお褒めの言葉がありました。

７／９（木）　木村由枝先生･渡辺順迎先生
･来週の塚越剣友会との稽古を意識して、礼儀作法にも気をつけましょう。
･暑さで水分補給をよくしないと具合が悪くなる子が多い。大人も気を抜けません。
･暑くて脱落者もいる中、大きな声を出している子もいてよかったです。

７／１１（土）　菅原先生･山崎先生
･新入会員さんを菅原先生がご指導くださいました。
･本荘先生がいらっしゃらなかったので、山崎先生のご指導で、基本の稽古（面打ちのみ）
　ということで、とても分かりやすいご指導でした。

７／１６（木）　尾島先生･大本先生
･とても暑い日で、よく頑張っていたと思います。暑くなるとケガをしやすくなるので、
　きちんと準備･整理体操をしてくださいね。
･基本と実践の充実した稽古でした。

７／１８（土）　本荘先生・尾島先生・山田先生・山崎先生
･大変暑い日でしたが、よく頑張っていました。基本を中心に練習しました。
･山口聡美先輩が来てくださいました。

７／１９（日）　本荘先生
･塚越剣友会との交流会でした。
　暑い中、大勢の参加者でメインアリーナいっぱいに声が響いていました。
　他の剣友会との稽古･試合でお互いよい刺激を受けたことと思います。

７／２３（木）　尾島先生
･稽古前にサーッと雨が振り始め、じとじと湿っぽい空気の道場･･･。試合中に雨が上がり
　ヒグラシが「カナカナ・・・」と鳴き始めました。
･尾島先生の短い的確な注意がピリッ、ピリッと空気を締めて、ともするとダレがちな蒸し暑い中
　みんながどんどん稽古に集中していく様子がよく分かりました。
　１年生から６年生まで、みんなが楽しく感じる充実した稽古ができるのは、先生と
　サポートしてくださる成人会員さんのおかげだと改めて思いました。ありがとうございます！！

７／２５（土）　本荘先生
･古澤先輩が来てくださいました。
･成人会員古澤さん、四段合格おめでとうございます！！
･毎日暑い日が続いていますが、みんな頑張っていてすごいと思います。うれしいかぎりです。

７／３０（木）　尾島先生
･いつもの準備運動の他に、新聞紙を使って竹刀をまっすぐに振り下ろす練習や道場の
　端から端まで使っての足さばきの練習なでお、趣向を凝らした練習が楽しそうでした。
･中牟田先輩、松下先輩が県大会の成績を報告しに来てくださいました。
　素晴らしい駒剣の先輩方で誇らしい限りです。

７７７７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
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7月19日駒場体育館メインアリーナに塚越剣友会のみなさんをお迎えして
剣道交流会が行われました。
暑い中、お越しいただいた塚越剣友会の皆さん、楽しいひとときをありがとうございました。

交流試合交流試合交流試合交流試合　　　　小中学生小中学生小中学生小中学生のののの部部部部

先鋒 次鋒 九将 八将 七将 中堅 五将 四将 三将 副将 大将 勝数

奥村 三澤 波多野 石崎 越川 慶 石塚 越川 慶 西山 時松

3（5）

７（13）

中牟田 佐々木 野口 渡辺 大野 吉田 平田 有田 高橋 山崎 木村

交流試合交流試合交流試合交流試合　　　　成人成人成人成人のののの部部部部

先鋒 次鋒 六将 五将 四将 三将 副将 大将

廣瀬 川原木 児玉 平田 小口 川端 町田 三澤

３（8）

２（9）

石井 冨田 近藤 大本 西 山田 尾島 須山

塚剣塚剣塚剣塚剣

駒剣駒剣駒剣駒剣

塚剣塚剣塚剣塚剣

駒剣駒剣駒剣駒剣

ド

ドコ メ

コ

メ

コ コ コ コ コメメ

メ

コ メ コ メ

メコ

コ

コ

メ

メ

コ

メ

メ メ

メ メ

メ メ メ メ

ド

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　交流会交流会交流会交流会にににに参加参加参加参加してしてしてして

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副副副副キャプテンキャプテンキャプテンキャプテン　　　　６６６６年年年年　　　　山崎直人山崎直人山崎直人山崎直人くんくんくんくん

　　　　半日の充実した稽古で交流も深められ、とてもよい交流会だと毎年思っていました。
競技場全体の打ち込みから始まって、かかり稽古や塚剣と駒剣の交流試合もあり、昨日の
自分を超えられるぐらいの内容でした。
　これからも第7回、8回、9回というように回を重ねていき、塚越剣友会と駒場剣友会の交流を
深められたらいいと思っています。今年度で6年生は卒業しますが、来年度もまたよい交流会に
できたらと思います。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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でででで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キャプテンキャプテンキャプテンキャプテン　　　　６６６６年年年年　　　　木村啓人木村啓人木村啓人木村啓人くんくんくんくん

　　　　塚剣の人が使っていた技を見て、「なるほどこんな技もあるんだ。」と思った。
また、塚剣の人の大きくて心のこもったあいさつを聞いて「自分や駒剣は塚剣のようなあいさつを
できているのだろうか。」と考えさせられた。
　この交流会で分かったこと、教えてもらったことを日頃の稽古に生かし、もっと強くなりたいです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　交流会交流会交流会交流会にににに参加参加参加参加してしてしてして

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副副副副キャプテンキャプテンキャプテンキャプテン　　　　６６６６年年年年　　　　高橋高橋高橋高橋　　　　慧慧慧慧くんくんくんくん

　　　　年に一度の交流会なので、楽しんで剣を交えることができました。
いつもいつも駒場体育館の道場で同じ仲間たちと剣道をしていたんですが、７月１９日の交流会では、
いつもと違った剣道を見ることができてうれしかったです。
　そして塚越剣友会の良いところも見つけることができた一日でした。ありがとうございました。
お越しいただいた先生方もありがとうございました。よきアドバイスのおかげで新しい発見がありました。
改めて感謝しております。
　最後に、剣道は勝ち負けにはこだわらず、子どもから年配の方々まで、みんなが楽しめてみんなが
高めあっていけるスポーツだといいなと思っています。みなさん、自分は剣道をどう考えているか
改めて見直してみてください。
　機会があれば、また剣を交えたいと思います。そのときはどうぞよろしくお願いします。
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不思議不思議不思議不思議なななな『『『『ものものものもの』！』！』！』！見見見見つけたつけたつけたつけた！　！　！　！　これはこれはこれはこれは何何何何やろうやろうやろうやろう？？？？
でもでもでもでも、、、、みんなみんなみんなみんな見見見見たたたた事事事事があるんだよがあるんだよがあるんだよがあるんだよ！？！？！？！？

（できれば、駒剣のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでｶﾗｰ写真を見てください。）

上の写真の物体は薄く、薄～～く、切り取るように剥がすことができます。
２ｍｍくらいの厚さまで簡単に剥がすことができます。下の写真の物体の厚みは約２ｍｍです。
大きさは1辺が約８Cmに切ってあります。

ん～～なに？

というロマンチックな話なら、夏休みの理科の宿題の良い題材になるのですが、残念ながら

地球上の鉱物、すなわち、地球上に有る『『『『石石石石』』』』なんです。

ガラスかな？
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸかな？

チョッと見にくいかも知れませんが、この写真に写っている定規はこの訳の分からん石の下に置いてあります。
という事は、この『石』は透明です。

　『　『　『　『透明透明透明透明なななな石石石石』』』』って、良平さん！　宇宙から飛んできた隕石言うたり、透明な石がある言うたり！
嘘ばっかりや！？って怒らんといてね。。。。。

　でも本当なんですよ～～！

この石は雲母（うんも・英語ではMICA・ﾏｲｶ）と言うれっきとした？立派な？『石』なんですよ。
ガラスやプラスチックじゃありまへんで＝＝＝
この雲母という石は実は、みんな一回くらいは見たことはあるはずやし、お母さん達は触ったことが
あるどころか顔に塗ったことがある人もいるんやで～～～！

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？？？？

渡辺良平

 突然 突然 突然 突然ですがですがですがですが、、、、このこのこのこの写真写真写真写真のののの物体物体物体物体はははは何何何何でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか？？？？

　　　　実実実実はははは、、、、このこのこのこの物体物体物体物体はははは宇宙宇宙宇宙宇宙のかなたからのかなたからのかなたからのかなたから地球地球地球地球へへへへ飛飛飛飛んできたんできたんできたんできた『『『『隕石隕石隕石隕石』』』』なんですなんですなんですなんです。。。。
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またまた、見にくい写真やけど下の白いキラキラした粉は実はこの雲母という石を粉にしたものです。

白～銀色に見えるけど
ホントは白くない。。。不思議？

形は魚の「鱗」（うろこ）みたいに
平べったいんだよ。

先の写真では緑色～灰色っぽい色なのに白く見えますが、実は白ではなく本当は緑色～ｸﾞﾚｰのような

元々の色のままなんですね。白く、キラキラして見えるのは光を反射しているからなんです。

この写真の粉は、直径１～5mm位の大きさですが、20～50μm（ﾐｸﾛﾝ）位まで細かく粉砕すると

色んな用途が生まれます。

　例えば、身の回りだと自動車で真珠のような色でチョッとキラキラした感じのｽﾎﾟｰﾂｶｰがありますが

このキラキラは細かく粉砕した雲母がペンキに入っていて、それが光を反射しているのです。

また、お母さんが美しく変身？するために化粧しますが、顔に塗るファンデーションの原料には

様々な鉱物が使われています。

ファンデーションは滑々していますが、これは滑石（かっせき・英語ではTALC・ﾀﾙｸ）という石の粉が

大量に使用されています。そして、ファンデーションやボディパウダーには種類によっては

キラキラする物質が少量入っているものがありますが、そのキラキラする物質がこの雲母なんです。

そうなんです！
お母さん、化粧して綺麗に変身してますけど－－－実実実実はははは石石石石のののの粉粉粉粉をををを顔顔顔顔にににに塗塗塗塗ってたんですねってたんですねってたんですねってたんですね。。。。
（この記事読んで、怒って、木刀で後ろから襲撃しないでね。）

他にもありますよ、お父さん！
子供の頃にマッチで着火する石油ストーブ使ってましたよね！？その石油ストーブには
小さな覗き窓が付いてたのを覚えてまへんか？
あの、覗き窓のガラスみたいなやつ、悪戯して押しているうちに見え難くなりませんでしたか？
まさに、あの覗き窓に付いていたガラスみたいな物体は、この『雲母』を先の写真にあるように
薄く剥がしてカットしたものなんです。
この雲母という石は、ガラスほどではないけど透明で、また高温に耐える性質があるんですね。
今でも溶鉱炉の覗き窓に使用されています。　

電気電気電気電気もももも通通通通さへんでさへんでさへんでさへんで～～！～～！～～！～～！

この雲母という不思議な石は日本では愛媛県、福島県、愛知県等で採ることができますが
化粧品に使用するような『高級品』はインドで採れます。この写真の雲母もインド産です。

その時はこのキラキラする物体を『金』だと思ってました。
実はこのキラキラ光る土も雲母の仲間です。

また、たまに土の中にキラキラ光る金の様な細かい物を見たことはないでしょうか？
良平さんは小学生の頃に見たことがあるのを覚えています。
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この不思議な石の粉が欲しい人がいれば少量だけど分けてあげますよ～～

　　　

おおおお母母母母さんさんさんさん！　！　！　！　安心安心安心安心してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。
おおおお母母母母さんさんさんさん用用用用はははは『『『『最高級品最高級品最高級品最高級品』』』』がががが使用使用使用使用されてますからねされてますからねされてますからねされてますからね！！！！

顕微鏡顕微鏡顕微鏡顕微鏡でででで観察観察観察観察してみようしてみようしてみようしてみよう！　！　！　！　不思議不思議不思議不思議なななな物物物物がががが観観観観えるかもよえるかもよえるかもよえるかもよ？？？？

次男 涼（本太中２年）も副将として参戦しました。 
 

１回戦は昨年の新人戦で３位だったのでシード。 

初戦は大谷場中に勝った大原中に３－２で勝ち（むむ・・・。中々の接戦だったなー） 
 

２回戦は、泰平中に勝った西原中に３－２でなんとか勝ち。（ん、ん、何かおかしいぞ？） 

試合内容は、先鋒１本勝ち、次鋒 中堅ともに２本負け、副将 1本勝ち、大将２本勝ち。 

もう殆ど県大会出場は諦めかけていた、残り１０秒で涼、奇跡の１本！！ 

我が息子ながらあっぱれ！あっぱれ！（でも、うー胃が痛い！！） 
 

３回戦は土合中。（これに勝てばベスト４なので県大会出場確定） 

しかし、西原中との戦いで精魂尽きたのか、あっけなく１－２で負け。 

残り３校の枠に入るべくトーナメントを戦うことに。（やはり、いつもと違うぞ！！） 

今年も、この季節がやってきました。中学総体の季節が・・・・。 

６月６、７、８、日に、大宮武道館で埼玉県大会予選が行われました。 

団体は、男女とも上位７校が県大会に出場出来ます。上位７校とは、 

ベスト４の４校とベスト８に残った４校で、トーナメントの順で決定戦を行い、 

負け残った１校以外の７校のことです。 

個人は、ベスト３２までの選手と、団体戦の１位、２位、１位に負けた３位の学校から１名の 

計３５名が県大会に出場出来ます。本太中学校は男女供に県大会出場の常連校です。 

先月号の須山さんからバトンを引き継いだのは、駒剣のチョイ悪親父！？こと石田恵介さん。
毎年発行される駒剣文集『剣は心なり』の編集長さんで、雄哉先輩（高２）と涼先輩（中２）のお父さん。
最近では大型バイクに防具を積んで稽古にいらっしゃっているとか・・・？
・・・剣道ライダー・・・♪・・・ちょっと珍しいかも(*^。^*)
それでは石田さん、よろしくお願いしま～す！

【【【【常勝校常勝校常勝校常勝校】】】】

ファンデーションって、石の粉からできてたんだ～＼(◎o◎)／！おもしろ～い！！
ミクロの世界は不思議な別世界ですね～(#^.^#)
良平さん、楽しいお話ありがとうございました～m(__)m
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それでも、まあ次で勝てば良いんだ、と軽い気持ちで応援していたのが祟ったのか、 

剣道の神から見放されたのか、内谷中に１－３であっけなく負け。 

なんと最終戦まで戦うことに・・・（やっぱり今年は駄目なのかも・・・） 
 

相手は原山中、これに負けると本当に県大会出場が絶たれてしまう。 

先鋒 1本勝ち、次鋒、中堅は引き分け、副将２本勝ち！なんと大将２本負け！ 

結果２－１で勝利。 

やったー！県大会出場だー！ 

ふぁー終わったー。選手も疲れたと思うけれど、応援もめっちゃ疲れた～！ 

こんなの初めてー。  
 

長男 雄哉（本庄第一高校２年）が中学１年の時からしか知らないですが、今まで本太中学校は、 

男女ともに 5年連続で総体と新人戦は県大会出場。 

しかも、優勝や上位での入賞で出場を決めていました。 

最近では、女子は３年連続さいたま市１位、昨年は、埼玉県大会で優勝しました。 

菅原先生が教えていらした昭和６０年の本太中学校の全国大会出場から２３年ぶりの出場でした。 
  

今年の試合後、やっぱり県大会出場って大変なんだーってつくづく感じました。 

今まで試合後、回りで、他校の父兄がキャーキャー騒いで「県大会出場だー」と 

言っているのを見て、「そんなに大騒ぎしなくても～」と、冷静に見ていた自分が 

居たような気がします。  

勝って当たり前、当然県大会出場も当たり前と考えていました。 

今回の予選大会で、それが見事に崩れてしまいました。 

”常勝”するって本当に難しい。と実感しました。 

昔、私が高校生の時、部活（空手部）の監督が言っていた”常勝校とは”という言葉を思い出しました。 

私の通っていた高校は、全国制覇１２回の空手では有名な学校でした。 

大阪府大会では、それこそ、勝って当たり前、みんな負けるなんて考えた事も無かった様な気がします。 

”常勝”そのものでした。 

毎日毎日、鬼のような監督、コーチとの地獄の稽古が続きます。 

休憩の時は誰もしゃべる事もなくじっと座っているだけの休憩でした。 

テスト期間も関係なく、唯一稽古のないのは試合当日だけ。 

風邪で学校は休んでも部活だけは出ると言う状態。 

だからみんな試合の有る日が大好きでした。 

しかし、負ければ地獄が倍になって返って来る、絶対に負けられないのです。 

”常勝”のプシャーも相当なものでした。試合当日は OBが大勢で応援に来るのです。 

負けたら後で何をされるか分からない恐怖との闘いでもあります。 

ちなみに・・・ここで負けた原山中には本荘次男がいました～・・・クヤシ～デス！！<`ヘ´>

常常常常
勝勝勝勝
校校校校
たたたた
れれれれ
！！！！鬼

野
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当時の監督が言っていました。 

「”常勝校の条件”とは、毎日の稽古が厳しいことや 

実力のある良い選手が集まることではない。 

日々の稽古は厳しいが、選手が 

【試合で勝った時の喜びを知っている】ことだ。 

その喜びを味わいたいから頑張れる。 

だから強くなる、また勝つ。 

そしてまたその喜びを味わいたいから頑張る。 

それが永遠と続くのだ。」と・・・。 
 

 

逆に弱い学校は、個人戦ではそこそこ上位で活躍していても、団体戦となると勝てない。 

トーナメント表を見て、強豪の○○校と対戦するのが分かると最初から諦めてしまい、 

どうせ次の試合で○○校と当たるので駄目だーっと、実力があるのに精神的に 

負けてしまうパターンが多いらしいです。 

私が通っていた高校のように、監督やコーチ、先輩、OBから扱かれて精神的に強くなり、 

”常勝”と呼ばれる学校。 

雄哉が通っている本庄第一のような、稽古は厳しいが、皆が仲が良く、それなりに毎日が楽しい学校。 

（一度辞めたいって言って悩んでいたけれど・・・。） 
 

いずれにしても、勝ち続ける”常勝校”は、努力と汗と涙の結果だと、改めて感じました。 

中学と高校とでは違うとは思いますが、駒剣のみんなも、中学生になったら良い汗と涙を流して 

強くなって下さい。 

決して最初から諦めないで、どんな対戦相手にも全力でぶつかってほしいです。 
 

雄哉の通っている本庄第一高校も、埼玉県では、関東、全国大会に出場している 

強豪校の一つです。やはり稽古は相当厳しく、レギュラー争いも日々炸裂しているらしいです。 

でも、監督や部員の仲が良く、３年生は卒業の日まで引退は無く後輩の指導をしています。 
 

先日あった今年のインターハイ予選は、昨年出場の本庄第一と埼玉栄の常勝校が 

4回戦で負ける波乱がありました。 

しかし、個人戦は 1位 3位が本庄第一、2位、4位が埼玉栄と常勝校が上位を独占しました。 
 

今年の 3年生も、夏の公式戦で、稽古には参加するのですが一応引退となり、 

新レギュラーメンバーが発表されました。雄哉は次鋒に選ばれたのですが、 

まだまだ剣道に迷いがあるらしく、試合には負けはしないが、勝てない状態が続いているのと、 

本庄第一故のプレッシャーが相当あるみたいです。 

試合で勝つ！

勝つとうれしい！

さらに稽古がんばる！

大会の最後に、参加選手や観客みんなが注目する決勝戦！
名前がアナウンスされて、技が出るたびに、拍手がたくさん起こって・・・(#^.^#)
選手だったら、だれでもあこがれる夢の舞台だけど、やっぱりすご～く大変な練習を
積み重ねてきた人だけに与えられるごほうびなんですね。
恵介さん、ありがとうございましたm(__)m
西さ～ん！バトン渡りました～！！９月号、よろしくお願いいたしま～～～す！！(^O^)／

ではではではでは、、、、バトンバトンバトンバトンをををを西西西西さんにおさんにおさんにおさんにお渡渡渡渡ししますししますししますしします。。。。西西西西さんさんさんさん、、、、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。。。。
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いよいよ今月は夏合宿！！
体力作りは順調に進んでますか？
まずは「早寝早起き朝ごはん！」でしっかり体調を整えておきましょうね♪

昇級審査会と大会があります。要チェック！

　

９９９９月月月月のののの予定予定予定予定

お 知 ら せ

  １（土）　　通常どおり　3:00～5:00
  ６（木）　　通常どおり　5:00～7:00
  ８（土）　　通常どおり　3:00～5:00
１３（木）　　通常どおり　5:00～7:00　　　（今夜は早く寝よう！明日は早起きがんばれ！！）

１４１４１４１４（（（（金金金金）～）～）～）～１６１６１６１６（（（（日日日日）　　）　　）　　）　　駒剣夏合宿駒剣夏合宿駒剣夏合宿駒剣夏合宿　（　（　（　（新潟県越後湯沢新潟県越後湯沢新潟県越後湯沢新潟県越後湯沢　　　　白熊旅館白熊旅館白熊旅館白熊旅館））））
　　　　　　集合　１４（金）　７７７７：：：：３０３０３０３０　駒場体育館　　（例年より３０分早いです！寝坊しないでね！）
　　　　　　解散　１６（日）　17:00～18:00　駒場駒場駒場駒場サッカーサッカーサッカーサッカー場駐車場場駐車場場駐車場場駐車場（（（（体育館体育館体育館体育館ではありませんではありませんではありませんではありません！）！）！）！）

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

都合により、星やん武芸帳はお休みさせていただきます。星野さん、また来月、よろしくお願いしま～す！

　３（木）　　通常どおり　５：００～７：００
　　　　５（土）　　通常どおり　３：００～５：００
１０（木）　　通常どおり　５：００～７：００
１２１２１２１２（（（（土土土土）　　）　　）　　）　　駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会　　　　級審査会級審査会級審査会級審査会　　　　３３３３：：：：００００００００～～～～５５５５：：：：００００００００
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（しっかりした着装で受審しましょう。夏の間に背が伸びて、はかまが短くなってるかも！）
１７（木）　　通常どおり　５：００～７：００
１９（土）　　通常どおり　３：００～５：００
２４（木）　　通常どおり　５：００～７：００
２６（土）　　通常どおり　３：００～５：００
２７２７２７２７（（（（日日日日）　　）　　）　　）　　市民体育大会剣道大会市民体育大会剣道大会市民体育大会剣道大会市民体育大会剣道大会　　　　　　　　さいたまさいたまさいたまさいたま記念総合体育館記念総合体育館記念総合体育館記念総合体育館
　　　　　　（　　　　　　（　　　　　　（　　　　　　（３３３３年生以上個人年生以上個人年生以上個人年生以上個人トーナメントトーナメントトーナメントトーナメント戦戦戦戦））））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳細はこれから配布されるお手紙をご覧ください。

いよいよ新学期！

さてここで問題です。
この中で「カチムシ」と呼ばれ
「勝ち」にかけて剣道の竹刀袋などの
図柄によく好まれる虫はどれでしょう？
（答えはお近くの６年生へ♪）

８８８８月月月月のののの予定予定予定予定
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