
　

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

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めにゅのめにゅのめにゅのめにゅ～～～～

今年もみんながんばりました～♪
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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

　衣替えの時期になり、稽古をするにはいい季節になりました。しかし、依然として新型インフルエン
ザが流行しています。健康管理をしっかり行い、病気を近づけないようにしましょう。

　さて、２７日に行われたさいたま市民剣道大会では、今年も駒剣士大活躍でした。６年生の部では、
副キャプテンの高橋慧選手が見事優勝しました。強気の剣道をつらぬき、一本も許さず優勝。決めた
技が、得意の面を二本ずつ、素晴らしい試合でした。４年生の部では、森渉選手が優勝！駒剣の中
では一番最後まで試合をやっていたので、皆が注目する中でやってくれました。決勝戦は無欲の勝
利。駒剣勢の戦いを気持ちよく締めくくってくれました。前日道場で行われたトーナメント戦でも優勝。
好調を維持したまま、２日間無敗でした。他にも、６年生の山崎直人選手と野村健人選手、３年生の
新井駿太選手がいずれも３位、見事な戦いぶりでした。序盤戦、３年生の第１ブロックで、北嶋選手、
真砂智選手、本田選手がみんな次勝てば入賞というところで相次いで敗れたのは残念でした。駒剣
同士の対決を期待していただけに・・・
　ＯＢ・OGの先輩方もさすが。優勝者は西聖仁先輩、古澤由奈先輩、田上征哉先輩、稲森華乃子先
輩、２位に野口慶人先輩、３位に石田陸人先輩、千葉智佳先輩、神嵜恵先輩とズラ～っと。星やん先
生が、ニコニコ顔で賞状に名前を書いている姿が目に浮かびました。
　新人君たちもがんばりました。堀田陽菜選手は、初めての試合で二本勝ち。きっと試合後、なんとも
言えぬうれしさがこみ上げてきたことと思います。その他にも、初めて一本とった子、負けちゃったけ
ど何か手ごたえを感じた子、くやし～と思った子などいたことでしょう。ぜひ、自信も反省も次につなげ
ていってください。駒剣士では、試合の始まりと終わりの礼で、注意されている者がいませんでした。
立派！みんなとてもがんばりました。

　１２日に行われた秋の級審査会でも、立派な稽古ぶりでした。大きな声と基本どおりの打突、アドバ
イスを意識して取り組んでいました。審査していて感じたのは、やはり稽古量は正直であるということ
です。審査表に半年間の出席日数が書き込まれています。皆勤や精勤している者はそれだけ力が
ついています。もっと言えば、出席日数だけではなく、稽古の始めの打ち込みを人一倍やっている者
や、面を着けて元立ちの前に並ぶとき、いつも一列目に出てくる者などは、上達が早いです。意欲の
問題です。最近は３，４年生が伸びているように見えます。
　１１月２３日には鳩ヶ谷の大会もあります。人の良いところを見つけ、初めは真似することも大切で
す。切磋琢磨しながらみんなで上達していきましょう。

　先日お話したように、菅原慶一先生が埼玉県剣道連盟から功労賞を受賞されることになりました。
長年の少年剣道指導など、剣道界への多大なる功績が認められたものです。ご指導をいただいてい
る我々にとっても、大変名誉あることです。11月８日（日）埼玉県剣道大会の開会式で表彰される予
定です。
　もうひとつ、6月に行われた浦和剣道大会の結果から、山崎直人、松本駿平、真砂智選手が浦和支
部の代表として、11月1日（日）に行われる、埼玉県剣道大会小学生の部個人戦に出場することにな
りました。こちらもまた名誉な出来事です。どちらも会場は上尾の県立武道館になります。お時間が
ある方はご出席及び応援願います。

　世界選手権で活躍した高鍋進選手の番組、見ましたか。強い選手も苦しい思いをしながら稽古して
いるんですね。4日（日）には大阪の寺本将司選手の特集（TBS２３：００～）もあるようです。要チェック
です。先日の全日本女子選手権大会では、埼玉県の村山千夏選手が４度目の優勝を果たしました。
３連覇の後、昨年準優勝、そして今回また王座奪回！素晴らしいですね。埼玉大学の寒稽古で稽古
お願いできるかな・・・
実りの秋、まだまだ続きます。がんばりましょう！
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９／３（木） 　　尾島先生・石井先生･神田先生
･新学期が始まり、みんな元気いっぱいのスタートが切れました。
･３０名以上いる子どもの返事より、指導してくださる１名の先生の声のほうが
　道場に響いていました。

９／５（土） 　　渡辺良平先生・中牟田先生
･木崎中の西先輩が稽古に来てくださいました。
･有田好ちゃんのお友達が見学に来てくれました。女の子が増えるといいですね。
･１級の６年生４人が級審査のお手本を見せてくれました。来週は級審査です。
　全員が昇級できるようにがんばってください。

９／１０（木　　尾島先生・古澤先生・大本先生
･今週、昇級審査なので、真剣に稽古に取り組む姿勢が印象的でした。
･面紐の長さも確認。基本に忠実に稽古しました。
･試合のような周り稽古も気迫が感じられました。１級の６年生からアドバイスあり。

９／１２（土　　菅原先生・本荘先生・尾島先生
･菅原先生が功労賞を受けられることになりました。おめでとうございます！
･駒剣も全日本剣道連盟より表彰を受けることになりました。
・みんな、しっかりと審査を受けることができました。

９／１７（木　　石井先生・奥山先生
･審査は終わりましたが、すぐに大会です。
･本日、後期の当番･出席表をそれぞれの出席ファイルに入れました・・・ということは
　あと半年で平成２１年度が終わってしまいます。１回１回の稽古を大切にしてください。

９／１９（土　　本荘先生
・あと１週間で大会があるせいか、みんな気合がよりいっそう入っていたように思います。
･運動会を控えて疲れからか手当てに来る子が多かったように思います。
　ケガには十分気をつけてがんばってもらいたいです。

９／２４（木　　尾島先生・近藤先生
・木崎中の西先輩と石田陸人先輩が稽古に来てくださいました。
　素振りや足さばきからすべてにおいてよきお手本になってくれて、本当に頼もしいことです。
・切り返しや基本打ちでも「起こり」（これから打つぞ！という小さな動き）が出ないように、
　相手に「打ってくるな！」と思われないように、一気に打ちに出ましょう。・・・尾島先生より
・初めのうちは人数が少なかったけど、始まってからどんどん増えていきました。運動会の練習や
　準備などで下校が遅くなっても、少しでも稽古に参加するという気持ちがエライです！
・インフルエンザの流行で運動会が延期になった学校もあるようです。みんな気をつけてね！

9/26（土）　　　本荘先生・菅原先生
・善前小学校４年の木村君が入会し、自己紹介してくれました。よろしくお願いします！
・運動会のために約１０人の小人数の稽古でした。
・明日の試合にむけて、一生懸命稽古していました。

本荘先生・お当番さん、ありがとうございました。m(_ _)m

9999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

功労賞
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さいたまさいたまさいたまさいたま市民剣道大会市民剣道大会市民剣道大会市民剣道大会　　　　試合結果試合結果試合結果試合結果

有田好有田好有田好有田好さんさんさんさん
　　　　　　メ　－　　　五十嵐（剣真会）　 中心を攻め、ちゃんと間合いに入ってからの打突で素晴らしかった。
　　　　　　　　－メメ　白石（一心館）　　　試合なれしている相手で好ちゃんが中心を攻める前に打たれて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しまった。

　　　　　　「「「「初初初初めてのめてのめてのめての試合試合試合試合だったのでだったのでだったのでだったので少少少少ししししドキドキドキドキドキドキドキドキしましたけどしましたけどしましたけどしましたけど、、、、おおおお兄兄兄兄ちゃんをちゃんをちゃんをちゃんを見見見見てすこしてすこしてすこしてすこしホッホッホッホッとしましたとしましたとしましたとしました。」。」。」。」

大西大西大西大西くんくんくんくん
　　　　　　　　－メメ  　大山（日進二）　残念！次はもっと前に前に出ていこう。
　
　　 　 　「　 　 　「　 　 　「　 　 　「胴胴胴胴がきれいにがきれいにがきれいにがきれいに打打打打てたけどてたけどてたけどてたけど、、、、負負負負けてしまいましたけてしまいましたけてしまいましたけてしまいました((((>_<>_<>_<>_<))))　　　　またまたまたまた今度今度今度今度がんばりますがんばりますがんばりますがんばります。」。」。」。」

本田本田本田本田くんくんくんくん
　　　　　　 ド－　 　　 山下（輝誠）　　 強い相手に勝利！冴えた打ちでした。
　　　　不戦勝　　　   新井（中尾）
　　　　　　　 －メ　　　田村（一心館）　勝てる試合でした。次回は入賞できるぞ！

　　　　 「　　　　 「　　　　 「　　　　 「あとあとあとあと１１１１回回回回でででで３３３３位位位位にににに入入入入れたのにれたのにれたのにれたのに、、、、３３３３回戦負回戦負回戦負回戦負けでくやしかったですけでくやしかったですけでくやしかったですけでくやしかったです((((>_<>_<>_<>_<))))　　　　今度今度今度今度はははは入賞入賞入賞入賞したいですしたいですしたいですしたいです。」。」。」。」

北嶋北嶋北嶋北嶋くんくんくんくん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドメ－  　　  山根（鷲山）　  自分のペースでできていました。
　　　　　 メ　－　　　　町田（西浦和）　ちょっと苦戦したけど、いい面だった！
　　　　　 メ　－メメ　　吉野（緑ノ風）　 時間ギリギリで取り返されて、延長で取られた(>_<)　チョー残念！
　
　　 　 　「　　 　 　「　　 　 　「　　 　 　「悔悔悔悔しかったしかったしかったしかった！！」！！」！！」！！」

真砂智真砂智真砂智真砂智くんくんくんくん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メメ－　  　  鈴木（鷲山）　　気持ちの入ったいい面が出ていました。
　　　　　　　 －判定　久保田（槻の森）　内容から見て判定負けはしていなかったのですが・・・
　
　　 　 　「　　 　 　「　　 　 　「　　 　 　「このこのこのこの間間間間のののの試合試合試合試合とととと違違違違ってってってって、、、、相手相手相手相手がががが強強強強かったですかったですかったですかったです。。。。３３３３回戦回戦回戦回戦でででで負負負負けたからけたからけたからけたから残念残念残念残念でしたでしたでしたでした。」。」。」。」

新井新井新井新井くんくんくんくん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ －　  　  小島（田島）　　ビシッとうまく小手が入りました。
　　　　　メメ－　　　　榊（一心館）　  面２本、お見事！
　　　　　　　－メ　　　小黒（中尾）　　あと一歩でした！次のある負けでした。
　
　　 　 　「　　 　 　「　　 　 　「　　 　 　「結果結果結果結果がががが３３３３位位位位でよかったけどでよかったけどでよかったけどでよかったけど、、、、最後最後最後最後のののの人人人人とととと戦戦戦戦ってってってって１１１１本取本取本取本取られてられてられてられて負負負負けたのがけたのがけたのがけたのが残念残念残念残念でしたでしたでしたでした。」。」。」。」

試合結果とコメント、選手や応援の人の感想です。
ご協力くださった成人会員さんや保護者のみなさん、
選手と応援のみなさん、ありがとうございましたm(_ _)m

　　　　３３３３年生年生年生年生

３３３３位入賞位入賞位入賞位入賞
おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう！！！！
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佐佐佐佐々々々々木木木木くんくんくんくん
　　　　　　　　－　メメ　　石川（一心会）　初太刀の面は思い切って出ていて良かったが、惜しくも決まらなかった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前に前に！　下がらないように心がけましょう。

　　　「「「「１１１１回戦回戦回戦回戦でででで相手相手相手相手にににに２２２２本取本取本取本取られてられてられてられて負負負負けてしまったのでけてしまったのでけてしまったのでけてしまったので残念残念残念残念でしたでしたでしたでした。。。。これからはこのことをこれからはこのことをこれからはこのことをこれからはこのことを生生生生かしてかしてかしてかして
　　　　　　　　　　　　　　　　次次次次はははは勝勝勝勝てるようにがんばりたいですてるようにがんばりたいですてるようにがんばりたいですてるようにがんばりたいです。」。」。」。」

野口野口野口野口くんくんくんくん
　　　　　－　メメ　　堤（東大宮）　　　大きな声で気持ちが入っていたが残念！次こそ頑張ろう！！

　  　「「「「くやしかったくやしかったくやしかったくやしかった。。。。こんどはこんどはこんどはこんどは勝勝勝勝ちたいですちたいですちたいですちたいです。。。。もっともっともっともっと練習練習練習練習をがんばりますをがんばりますをがんばりますをがんばります。」。」。」。」

清水清水清水清水くんくんくんくん
　　　　　　　　－メメ　　越智（大宮東）　良い攻めをしてたが、相手の竹刀のスピードに負けてしまいました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「「「「今回今回今回今回のののの個人戦個人戦個人戦個人戦はははは一試合目一試合目一試合目一試合目でででで負負負負けてしまったけどけてしまったけどけてしまったけどけてしまったけど、、、、自分自分自分自分なりによくなりによくなりによくなりによく攻攻攻攻めることができてめることができてめることができてめることができて
　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 よかったですよかったですよかったですよかったです。。。。次回次回次回次回のののの大会大会大会大会はははは３３３３位以上位以上位以上位以上になりたいですになりたいですになりたいですになりたいです。」。」。」。」

本荘本荘本荘本荘くんくんくんくん
　　　　　　　 －コ　　 美谷島（槻の森） 惜しい小手がありましたが、ちょっと軽かった。

　　　　　 「「「「１１１１回戦目回戦目回戦目回戦目でででで負負負負けてけてけてけて、、、、くやしいですくやしいですくやしいですくやしいです。」。」。」。」

松本松本松本松本くんくんくんくん
　　　　　 メメ－ 　　　勝又（東大宮）　 得意の引き面で決めた。二本目も素早く面。
　　　　　 メ －メ判定  安村（緑の風）　少し調子が悪そうな印象。先手の面は勢いある飛び込み面で
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 素晴らしかった。小手技を使えば効果的だったと思う。

　　　　 「　　　 「　　　 「　　　 「ぼくはぼくはぼくはぼくは２２２２回戦目回戦目回戦目回戦目でででで負負負負けましたけましたけましたけました。。。。はじめにはじめにはじめにはじめに一本一本一本一本とったけれどとったけれどとったけれどとったけれど、、、、そのあとそのあとそのあとそのあと一本取一本取一本取一本取られてられてられてられて負負負負けましたけましたけましたけました。。。。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あのときあのときあのときあのとき、、、、自分自分自分自分ががががムリムリムリムリしてしてしてして小手小手小手小手をををを打打打打たなければたなければたなければたなければ勝勝勝勝っていたのでっていたのでっていたのでっていたので、、、、次次次次からはちゃんとからはちゃんとからはちゃんとからはちゃんと稽古稽古稽古稽古をしてをしてをしてをして
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　勝勝勝勝てるようにしたいですてるようにしたいですてるようにしたいですてるようにしたいです。」。」。」。」

森森森森くんくんくんくん
　　　　メコ－　　　　前田（洋心館）　　終始相手を圧倒していました。
　　　　メ　－　　　　橋本（和土剣）　　落ち着いた試合運びでした。いい間合いにつめて打ちました。
　　　　コメ－　　　　谷之口（中尾）　　基本打ちのような一本でした！
　　　　ﾒ　－　　　　 桑原（一心館）　　第２試合のように、うまく間合いをつめて打てました。
　　　　メメ－　　　　越智（大宮東）　　 相手は面が得意でしたが、それに勝る面でした！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　素晴らしい！　優勝おめでとー！！

　　　　「　　　　「　　　　「　　　　「まさかまさかまさかまさか優勝優勝優勝優勝するとはするとはするとはするとは思思思思いませんでしたいませんでしたいませんでしたいませんでした。。。。今度今度今度今度、、、、もっともっともっともっと大大大大きなきなきなきな大会大会大会大会でででで優勝優勝優勝優勝したいですしたいですしたいですしたいです。」。」。」。」

　　　　５５５５年生年生年生年生

　　　　４４４４年生年生年生年生

　　　　優優優優　　　　勝勝勝勝
おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう！！！！
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有田有田有田有田くんくんくんくん
　　　　　－　判定　石井（鷲山）　いつもの元気が出ないうちに終わってしまった。残念！

　　　「　　　「　　　「　　　「今日今日今日今日はははは一回戦負一回戦負一回戦負一回戦負けでけでけでけで良良良良いところなしでしたいところなしでしたいところなしでしたいところなしでした。。。。なのでなのでなのでなので、、、、次次次次のののの試合試合試合試合ではではではでは
　　　　　　　　　　　　　　　　良良良良いところをみんなにいところをみんなにいところをみんなにいところをみんなに見見見見せたいですせたいですせたいですせたいです。」。」。」。」

太田太田太田太田さんさんさんさん
　　不戦勝　　　田中（日進二）
　　　　　 －メメ　佐々木（西浦和）　相面、抜き面で取られた。しっかり打ち込んでいたけど、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なかなか当たらなかった！

　　  「「「「とてもとてもとてもとても緊張緊張緊張緊張してしてしてして負負負負けてしまったけてしまったけてしまったけてしまった。。。。今度今度今度今度はははは声声声声をををを大大大大きくきくきくきく出出出出してどんどんしてどんどんしてどんどんしてどんどん打打打打っていきたいっていきたいっていきたいっていきたい。」。」。」。」
　　　　

大野大野大野大野くんくんくんくん
　　　　　   　－　メ　 樋口（東大宮）　デビュー戦です。堂々としたよい試合でよく攻めていました。

　　 「　 「　 「　 「一回戦一回戦一回戦一回戦でででで負負負負けてくやしかったけてくやしかったけてくやしかったけてくやしかった。。。。でもでもでもでも面面面面がががが良良良良かったとかったとかったとかったと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。次次次次はははは一回戦一回戦一回戦一回戦でででで勝勝勝勝ちたいですちたいですちたいですちたいです。」。」。」。」

木村木村木村木村くんくんくんくん
　　　　メ 反　－　　 宮本（輝誠）　　一方的に攻めて、見事な面を決めた。さすがでした。
　　　　　－コ 　佐藤（緑ノ風）　自分の持ち味を出せたと思います。積極的に攻めていました。

　　「　「　「　「今日今日今日今日、、、、２２２２回戦回戦回戦回戦でででで僕僕僕僕がががが負負負負けたけたけたけた人人人人はははは元新田元新田元新田元新田ですばしっこくですばしっこくですばしっこくですばしっこく、、、、相面相面相面相面がとてもうまかったのでがとてもうまかったのでがとてもうまかったのでがとてもうまかったので
　　　　　　　　　　　　負負負負けてしまいましたけてしまいましたけてしまいましたけてしまいました。。。。次次次次のののの大会大会大会大会までにまでにまでにまでに相面相面相面相面をたくさんをたくさんをたくさんをたくさん練習練習練習練習してしてしてして優勝優勝優勝優勝したいですしたいですしたいですしたいです。」。」。」。」

小林小林小林小林くんくんくんくん
　　　　　　　　　　－メ　  東原（大宮中央）　リズムのある相手でした。良く攻めていたが、結果が出ず残念でした。
　
　　「　「　「　「今日今日今日今日はははは一本負一本負一本負一本負けでとてもくやしかったですけでとてもくやしかったですけでとてもくやしかったですけでとてもくやしかったです。。。。来年来年来年来年、、、、中学中学中学中学からからからから出出出出るるるる試合試合試合試合ではではではでは勝勝勝勝ちたいですちたいですちたいですちたいです。」。」。」。」

高橋高橋高橋高橋くんくんくんくん
　　メメ－　　　浅山（輝誠）　きれいな面が立て続けに二本決まりました。
　　不戦勝　　渡辺（一心館）
　　メメ－　　　藤川（天馬）　いい面でした。（本荘先生より）
　　メメ－　　　門平（中尾）　出ばな面がきれいに決まりました。
　　メメ－　　　赤萩（天馬）　優勝おめでとう！

　　「「「「今日今日今日今日のののの大会大会大会大会のののの結果結果結果結果はははは優勝優勝優勝優勝でしたでしたでしたでした。。。。試合試合試合試合のののの内容内容内容内容はははは、、、、一回戦目一回戦目一回戦目一回戦目からからからから決勝決勝決勝決勝までまでまでまで面面面面をををを２２２２本決本決本決本決めてめてめてめて上上上上がるがるがるがる
　　　　　　　　　　　　ことができましたことができましたことができましたことができました。。。。今日今日今日今日までいつもいつもまでいつもいつもまでいつもいつもまでいつもいつも優勝優勝優勝優勝できなかったのでできなかったのでできなかったのでできなかったので、、、、今日今日今日今日はがんばりをたたえるはがんばりをたたえるはがんばりをたたえるはがんばりをたたえる一日一日一日一日
　　　　　　　　　　　　にしたいですにしたいですにしたいですにしたいです。」。」。」。」
　

　　　　６６６６年生年生年生年生

渡辺渡辺渡辺渡辺くんくんくんくん
　　　　　　　　 　　－ メメ　 斉藤（天馬）　前年度優勝者が相手。一本取られるまでは良い動きだったが、相手が強すぎた。
　
　　　「　　　「　　　「　　　「一回戦一回戦一回戦一回戦でででで負負負負けてけてけてけて残念残念残念残念だっただっただっただった。」。」。」。」

　　　　優優優優　　　　勝勝勝勝
おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう！！！！
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野村野村野村野村くんくんくんくん
　　メ－　　　 廣田（鷲山）　　相手は小柄な選手。出ばな面がきれいに決まった。他にも何本も面が入ったが
　　　　　　　　　　　　　　　　 　 残心が決まらずおしかった。
　ココ－　　　山中（忠誠館）　出ばなに相手の面が決まったが、その後小手を２本決めて取り返した。
　メコ－　　　五十嵐（原山）　素晴らしい試合でした。
　　　－コド　樺沢（天馬）　　 強い相手に最後までよく頑張りました。３位入賞おめでとう！

　　「　　「　　「　　「結果結果結果結果はははは３３３３位位位位でいいでいいでいいでいい試合試合試合試合ができたとができたとができたとができたと思思思思いますいますいますいます。。。。残念残念残念残念なのはなのはなのはなのは、、、、最後最後最後最後のののの試合試合試合試合がががが同同同同じじじじ形形形形でででで
　　　　　　　　　　　　終終終終わってしまったことですわってしまったことですわってしまったことですわってしまったことです。」。」。」。」

平田平田平田平田くんくんくんくん
　コメ－　　　松井（大宮中央）　開始直後にきれいな小手が、次に相面が決まり、良い試合だった。
　　メ－メメ　柴山（輝誠）　　　　延長戦に入り相手の面が決まった。しっかり声が出ていて、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　気合十分だったので惜しかったです。

　　「「「「今日今日今日今日はははは１１１１回戦目回戦目回戦目回戦目はははは勝勝勝勝ってってってって、、、、２２２２回戦目回戦目回戦目回戦目はははは１１１１本入本入本入本入ったけれどったけれどったけれどったけれど、、、、そのそのそのその後後後後２２２２本入本入本入本入れられてしまったのでれられてしまったのでれられてしまったのでれられてしまったので
　　　　　　　　　　　　残念残念残念残念でしたでしたでしたでした。。。。なのでもっとなのでもっとなのでもっとなのでもっと練習練習練習練習してしてしてして強強強強くなりたいですくなりたいですくなりたいですくなりたいです。」。」。」。」

　　　　

堀田堀田堀田堀田（（（（智智智智））））さんさんさんさん
　 　 　 　 　－メメ　大茂（槻の森）　　自分から積極的に攻めていた。胴を打った後に空いた面を取られてしまった。

　　「　「　「　「大会初出場大会初出場大会初出場大会初出場でででで緊張緊張緊張緊張しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、見事見事見事見事ににににボロボロボロボロ負負負負けでくやしかったですけでくやしかったですけでくやしかったですけでくやしかったです。。。。
　　　　　　　　　　　　でもでもでもでも次次次次のののの大会大会大会大会のときはのときはのときはのときは、、、、相手相手相手相手がびっくりするぐらいがびっくりするぐらいがびっくりするぐらいがびっくりするぐらいレベルレベルレベルレベルUPUPUPUPしてしてしてして試合試合試合試合にににに臨臨臨臨みたいですみたいですみたいですみたいです。」。」。」。」

堀田堀田堀田堀田（（（（陽陽陽陽））））さんさんさんさん
　　　　メメ－　　真鍋（鷲山）　　どんどん攻めていて良かったです。面２本きれいに決まりました。
　　　－メ　 塩内（輝誠）　 激しく攻めてくる相手にしっかり構えて応じ、なかなか打たせませんでした。
　　　　　　　　　　　　　　　　チャンスを狙って打った面が少しとどかなくて惜しかった！

　　「　「　「　「初初初初めてのめてのめてのめての大会大会大会大会でででで１１１１回戦回戦回戦回戦でででで勝勝勝勝ててびっくりしたけどててびっくりしたけどててびっくりしたけどててびっくりしたけど、、、、とてもうれしかったですとてもうれしかったですとてもうれしかったですとてもうれしかったです。。。。
　　　　　　　　　　　　２２２２回戦回戦回戦回戦はははは負負負負けてしまったけどけてしまったけどけてしまったけどけてしまったけど、、、、次次次次のののの大会大会大会大会ではよりではよりではよりではより良良良良いいいい結果結果結果結果がががが出出出出るようにるようにるようにるように頑張頑張頑張頑張りたいですりたいですりたいですりたいです！」！」！」！」

本田本田本田本田さんさんさんさん
　　　　　　　　　－メメ　埜口（槻の森）　動きの速い相手でした。落ち着いて堂々としていたのに、残念！
　
　　「　「　「　「今日今日今日今日はははは初初初初めてのめてのめてのめての試合試合試合試合だったのでとてもだったのでとてもだったのでとてもだったのでとても緊張緊張緊張緊張しましたしましたしましたしました。。。。負負負負けてしまったのはとてもけてしまったのはとてもけてしまったのはとてもけてしまったのはとても残念残念残念残念
　　　　　　　　　　　　だったけどだったけどだったけどだったけど、、、、良良良良いいいい経験経験経験経験だったとだったとだったとだったと思思思思いますいますいますいます。」。」。」。」

真砂真砂真砂真砂くんくんくんくん
　　コ－　　　　服部（内野本郷）　攻めていました。打ちが弱くなかなか決まらなかったが、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延長で小手が決まり、やった！
　　　－判定　高橋（埼玉田島）　相手をよく見てました。動きもよく、攻めも相手より良かったと思います。

　　「「「「１１１１回戦目回戦目回戦目回戦目、、、、延長延長延長延長になってやっとになってやっとになってやっとになってやっと１１１１本取本取本取本取れてよかったけどれてよかったけどれてよかったけどれてよかったけど、、、、２２２２回戦目回戦目回戦目回戦目はははは少少少少しししし受身受身受身受身にににに
　　　　　　　　　　　　なっていてなっていてなっていてなっていて全然全然全然全然ダメダメダメダメダメダメダメダメだっただっただっただった。。。。くやしくやしくやしくやし～～！！」～～！！」～～！！」～～！！」
　

３３３３位入賞位入賞位入賞位入賞
おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう！！！！
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インフルエンザで学級閉鎖が続発する中、学校行事でお休みの人を除いて３年生以上が全員参加できたのは
良かったですね～(*^。^*)
今大会、公式戦初デビューの人もたくさんいて、選手も応援のご家族もドキドキの一日だったのは？
優勝２人、３位入賞が３人というのも素晴らしかったです。これまでの稽古の成果ですね。おめでとう！！
惜しくも負けてしまった選手も、きちんと自分の剣道を振り返って　感想に「くやしい！これから稽古をがんばって
次回は勝ちたいです！」などと、前向きな気持ちが表せていてえらいなあ～！その気持ちがあれば大丈夫！！
ご指導くださった先生方、各方面でご協力いただいた成人会員さんや保護者のみなさま、ありがとうございましたm(__)m
みなさまお疲れ様でした(^^)/

山崎山崎山崎山崎くんくんくんくん
　不戦勝－　　町田（岩槻剣）
　　　 メコ－　　小池（埼玉田島）　あっという間の２本。気持ち良い試合でした。
　　　メ　 －　　染谷（大宮別所）　やりにくい相手でしたが、きれいな面が決まりました。あともう少し！
　　　　　 －コ　安河内（天馬）　　 ちょっと気を抜いた瞬間、小手を取られてしまった。３位おめでとう！
　
　　「「「「結果結果結果結果はははは３３３３位位位位でででで自分自分自分自分なりにはなりにはなりにはなりには良良良良かったとかったとかったとかったと思思思思うううう。。。。試合内容試合内容試合内容試合内容はははは１１１１回戦目回戦目回戦目回戦目はははは不戦勝不戦勝不戦勝不戦勝だっただっただっただった
　　　　　　　　　　　　のでのでのでので、、、、少少少少しししし運運運運がががが良良良良かったですかったですかったですかったです。。。。優勝優勝優勝優勝したしたしたした安河内安河内安河内安河内くんにくんにくんにくんに、、、、次次次次はははは勝勝勝勝ってってってって優勝優勝優勝優勝をねらいたいですをねらいたいですをねらいたいですをねらいたいです。」。」。」。」

吉田吉田吉田吉田くんくんくんくん
　不戦勝－　　　服部（片柳）
　　　　－判定　 木村（剣真会）　攻めていたが、面を打った後の抜けがなく、延長まで行ったが、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　判定で負けてしまった。

　　「　「　「　「今日今日今日今日はははは１１１１回戦回戦回戦回戦はははは不戦勝不戦勝不戦勝不戦勝、、、、２２２２回戦回戦回戦回戦はははは判定負判定負判定負判定負けでしたけでしたけでしたけでした。。。。判定判定判定判定でででで負負負負けたのはけたのはけたのはけたのは何何何何かかかか理由理由理由理由があるのでがあるのでがあるのでがあるので、、、、
　　　　　　　　　　　　それをそれをそれをそれを探探探探しししし出出出出してしてしてして、、、、稽古稽古稽古稽古でででで直直直直したいですしたいですしたいですしたいです。」。」。」。」

３３３３位入賞位入賞位入賞位入賞
おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう！！！！
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　　　　初初初初めてのめてのめてのめての方方方方はははは、、、、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。。。。駒場剣友会 駒場剣友会 駒場剣友会 駒場剣友会 OB OB OB OB のののの荒井健文荒井健文荒井健文荒井健文ですですですです。。。。

　　　　突然ですが、なぜ？どういった経過で？自分にバトンが回ってきたのかわからず、何を書けばい
いのか現在とまどっています。（ついにこの世代の OB も狙われ始めたのでしょうか・・・？）

　しかしとまどいながらも、とっくに卒業し OB となり、さらには学生の時期も終わった自分達の代の
ことを気にかけバトンを渡し、こちらの状況を聞いてくれる先生方。また、そういった取り組みをして
くれる道場に自分が入っていた、ということを非常に嬉しく感じます。やっぱり仕事を始めたばかり
のこの時期は、誰かに話しを聞いてもらいアドバイスをもらったり、どんなことをやっているのかと気
にかけてもらえることが１番嬉しいです。稽古もあまり顔をだせず、申し訳ないのですが、はやく覚
えてもらえるように簡単に自己紹介をさせてもらいます。

　

　自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介

　名前　：　荒井　健文
　職業　：　教員（中学校理科）
　出身校　：　「向小学校」 → 「大谷口中学校」 → 「浦和北高校」 →
　　　　　　　　 「東洋大学」
　駒場剣友会所属期間　：　小学校５、６年
　剣道４段
　＊自分は小学校５、６年のとき駒場剣友会にお世話になり、その後中学校
　　　から大学まで剣道部を続け、卒業後に本太中学校の理科の教員として
　　　配属され現在、中西先生と共に本太中剣道部の顧問をやらせて頂いて
　　　います。

　今、こうして自己紹介を書いているだけでも、４段を取るときは、土曜の稽古会でお世話になったこと、
本太中に配属が決まったときは近場に OB ができて良かったと喜んでもらったことなどの思い出があり
駒場剣友会なしでは説明できない部分もあります。
　学校は全て、現在住んでいる東浦和から通っているものなので、先輩にあたる方や後輩で今まさに
通っている子もいると思います。同じ小学校だった子やこれから本太中学校に入る子は是非話しかけ
てください。

　 え～、一昨年の１０月から始まった駒剣勝手に指名リレー、２年間、成人会員さんたちの中で順調に
引き継がれてきたバトンが、ついにOBに渡りました！！
前回の走者、駒剣前身の剣道教室卒業生ということで大OBでもある西さんからバトンを引き継いでくれたのは、
今年の夏合宿でも大変お世話になりました本太中学剣道部顧問　荒井先生です！
みんながあこがれる駒剣出身の剣道指導者ですね～♪　それでは荒井先生、よろしくお願いいたしま～すm(__)m

う～ん、そうかもしれない！？
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　最後になりますが本太中では、元駒剣のメンバ－も含め関東・全国に行けるよう日々練習していま
す。 駒場剣友会の皆様の期待にもぜひ応えたいと考えますので、応援して頂ければと思います。
これからも駒場剣友会のますますのご発展をお祈りします。

  では、バトンを同期の関口君に渡します。福岡福岡福岡福岡のののの関口君関口君関口君関口君、、、、ヨロシクヨロシクヨロシクヨロシク！！！！

「「「「夏合宿夏合宿夏合宿夏合宿ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。」。」。」。」

　　　　思い出といえば、今年は自分の生徒と共に２泊３日の合宿に参加させていただきありがとう
ございました。どこにも旅行など行かなかった自分にとっては、この夏１番の思い出になりました。

　いつも OB 会も急遽参加したり、土曜の練習も短い時間しか練習できなかったので、たっぷりと
駒場の方と練習・お話しできたのは、いい機会でした。最終日には団体戦も行なって頂き自分も
参加しました。強く感じたのは、剣道の団体戦は、個人戦を５回繰り返すだけではないのだな、
ということで、当たり前のことなんですが、急遽作ったチームでも、おのおのの役割が決まってい
たりして団体戦の面白さを改めて感じました。本気で賞品が欲しかっただけに、勝てなかったのは
残念です・・・。また機会があればリベンジの機会を作って欲しいと思っています！
一緒にいった中学生の普段より多い笑顔が見れたり、大人の方々の合宿の夜の
楽しみ方を見られたり本当に楽しい合宿でした。

「「「「なぜなぜなぜなぜ剣道剣道剣道剣道をををを続続続続けているんでしょうかけているんでしょうかけているんでしょうかけているんでしょうか？」？」？」？」

　　　　剣道のことで何を書こうか迷った時に、１番初めに思いついたのは剣道を続けている理由について
でした。今はもちろん、剣道が楽しいからであったり、部活や駒剣など剣道をやれる機会が多かったり
といった理由があるからですが、高校・大学の練習は、自分にはきつかったので楽しむという感覚は
なかったですし、無理に部活に入る必要のない大学で剣道部を選んだ理由は、高校のときの剣道部
の先生にありました。

　自分が、高校・大学とくに大学で剣道を続けていたのは「その高校のときの先生に誉められたい」
という一心でした。我ながら不純な動機で申し訳ないですが、「そんな奴もいるのか」程度で読み流して
頂ければと思います。
　高校の部活では、先生に誉められることもほとんどなく、引退試合でも惜しくも上にはいけません
でした。ここで剣道を止めてしまっては、先生に会う機会もなくなるし、剣道で誉められることも一生なく
なってしまいます。そこで、とりあえず大学でも剣道部に入れば先生も喜んでくれるだろうという考えで
剣道を続けました。結局その先生の影響は大きく、剣道だけでなく今の教員という職業も「あのときの
先生のようになりたい」という気持ちで選んだわけです。

　剣道を続けていると自分が尊敬できる人との出会いが必ずあります。今、駒剣に通っている人はもう
あったかもしれません。自分は、その出会いがあって今も剣道を続け、その先生のような指導も目指して
います。剣道の技術は、なかなか上がりませんが、自分の目標を再確認しこれからも少しずつ技術・
指導力を上げていければと思います。

立派なOBの先生がいらっしゃってみんな心強いですね！
荒井先生、お忙しい中、突然のお願いにもかかわらず快くご寄稿いただきまして、
本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
というわけで、福岡福岡福岡福岡のののの関口関口関口関口せんぱせんぱせんぱせんぱ～～～～いいいい、、、、バトンバトンバトンバトンがががが飛飛飛飛んでいきますんでいきますんでいきますんでいきます！！！！！！！！
どうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞ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mmmm((((________))))mmmm
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お 知 ら せ

今月は都合により良平の部屋、星やん武芸帳はお休みさせていただきましたm(__)m
星野さん、良平さん、次号からまたよろしくお願いいたします(^O^)／

  １９  １９  １９  １９（（（（土土土土）　　　）　　　）　　　）　　　一級審査会一級審査会一級審査会一級審査会（（（（大宮武道館大宮武道館大宮武道館大宮武道館））））６６６６年生年生年生年生のののの対象者対象者対象者対象者のみのみのみのみ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稽古稽古稽古稽古はははは通常通常通常通常どおりどおりどおりどおり　　　　３３３３：：：：００００００００～～～～５５５５：：：：００００００００
　　　　２３２３２３２３（（（（水水水水・・・・祝祝祝祝）　）　）　）　駒剣駒剣駒剣駒剣クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス会会会会♪♪♪♪　　　　１１１１：：：：００００００００～～～～５５５５：：：：００００００００
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※※※※祝日祝日祝日祝日ですがですがですがですが、、、、19191919日日日日にににに一級審査一級審査一級審査一級審査があるがあるがあるがある関係関係関係関係でこのでこのでこのでこの日日日日ににににクリスマスクリスマスクリスマスクリスマス会会会会をやるをやるをやるをやる予定予定予定予定ですですですです。。。。
          　　　　予定          　　　　予定          　　　　予定          　　　　予定をををを開開開開けておいてねけておいてねけておいてねけておいてね！！！！
　　　　２６２６２６２６（（（（土土土土）　　　）　　　）　　　）　　　稽古納稽古納稽古納稽古納めめめめ（（（（埼玉大学寒稽古初日埼玉大学寒稽古初日埼玉大学寒稽古初日埼玉大学寒稽古初日！！！！今年今年今年今年はははは２１２１２１２１日間日間日間日間のののの予定予定予定予定ですですですです＼＼＼＼((((◎o◎◎o◎◎o◎◎o◎))))／！）／！）／！）／！）

　 　

ちょっとちょっとちょっとちょっと早早早早いけどいけどいけどいけど・・・・・・・・・・・・１２１２１２１２月月月月のののの主主主主なななな予定予定予定予定

　１１１１（（（（日日日日）　　）　　）　　）　　埼玉県剣道大会埼玉県剣道大会埼玉県剣道大会埼玉県剣道大会（（（（小学生小学生小学生小学生のののの部部部部）　）　）　）　県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館（（（（上尾上尾上尾上尾））））
　５（木）　　通常どおり　５：００～７：００
　７（土）　　通常どおり　３：００～５：００
１２（木）　　通常どおり　５：００～７：００
１４（土）　　通常どおり　３：００～５：００
１９（木）　　通常どおり　５：００～７：００
２１（土）　　通常どおり　３：００～５：００
２３２３２３２３（（（（月月月月・・・・祝祝祝祝）　）　）　）　鳩鳩鳩鳩ヶヶヶヶ谷市秋季剣道大会谷市秋季剣道大会谷市秋季剣道大会谷市秋季剣道大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは、、、、これからこれからこれからこれから出出出出るおるおるおるお手紙手紙手紙手紙でごでごでごでご確認確認確認確認くださいくださいくださいください。。。。
２６（木）　　通常どおり　５：００～７：００
２８２８２８２８（（（（土土土土））））　　駒剣駒剣駒剣駒剣　　　　保護者会保護者会保護者会保護者会　　　　３３３３：：：：15151515～～～～５５５５：：：：００００００００　（　（　（　（体育館体育館体育館体育館２２２２Ｆ　Ｆ　Ｆ　Ｆ　会議室会議室会議室会議室））））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来年の役員さんを決める大切な会です。万障お繰り合わせの上、ご参加の程お願い申し上げます。

　　　　　　　稽古は通常どおり　３：００～５：００

１１１１１１１１月月月月のののの予定予定予定予定

１０１０１０１０月月月月のののの予定予定予定予定

 １（木）　　通常どおり　５：００～７：００
 ３（土）　　通常どおり　３：００～５：００
    ８（木）　　通常どおり　５：００～７：００
１０（土）　　通常どおり　３：００～５：００
１５（木）　　通常どおり　５：００～７：００
１７（土）　　通常どおり　３：００～５：００
２２（木）　　通常どおり　５：００～７：００
２４（土）　　通常どおり　３：００～５：００
２９（木）　　通常どおり　５：００～７：００
３１（土）　　通常どおり　３：００～５：００

読書の秋

芸術の秋

やっぱり稽古の秋

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

木村木村木村木村　（　（　（　（きむらきむらきむらきむら））））くんくんくんくん　　４年

加藤加藤加藤加藤　（　（　（　（かとうかとうかとうかとう））））さん  さん  さん  さん  お父さん！ついに入会です！

ようこそ駒剣へ。みなさん、早く仲良くなれるようにいろいろ教えてあげてくださいね！
連絡網・・・木村君は須山くんの後ろに入ります。各自追記をよろしくお願いいたしますm(__)m

稽古みっちりありますね～！役員さん、いつも
道場の予約ありがとうございますm(__)m
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