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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

　１１月に入り、めっきり寒くなりました。陽が暮れるのも早くなり、稽古の帰りはもちろん、木曜日は始まる前
もすでに薄暗くなっています。稽古の行き帰り、交通事故や不審者など安全面での注意をお願いします。

　さて、１０月１５日に錬成部（旧婦人部）の１０周年記念行事が行われました。芸事、習い事は、「１０年ひと
区切り」とか「１０年続けてものになる」などと言われます。結成時からやられている方は、その１０年がたった
わけです。おめでとうございます。また、これから順次１０年になる方がいるわけです。励みとして、それぞれ
の駒剣１０周年を目標にしてください。
　当日、遅れて参加させていただきましたが、日頃稽古をやられないお母さん方が防具をつけ試合をして
おりました。気合を出しての面打ち４本、みなさんなかなかの見事な腕前でした。初めてとはいえ、見とり稽
古がしっかりできているためでしょう、きれいに面が打てていました。踏み込むことは難しいのに、ちゃんと一
足一刀の間合い（遠間）から打っているのに感心しました。子どもたちがうれしそうに見ている姿も大変微笑
ましかったです。
　４名でスタートした錬成部成人会員、今や３０名を越える大所帯になっています。子どもたちといっしょに
切磋琢磨、益々の発展を祈っています。

　１１月１日には、県立武道館において埼玉県剣道大会小学生の部が行われました。今年から大きな支部
の出場枠が増えたこともあり、駒剣から３名の剣士が個人戦に出場を果たしました。
　３年生の真砂智選手、がんばりましたが初戦敗退でした。でも、日頃の稽古のがんばりが、県大会出場と
いうプレゼントを呼び込んだと思います。これから、ますますやる気満々での稽古ぶりになることでしょう。
　４年生の松本駿平選手は、残念ながら前日にインフルエンザに。せっかくの機会なので森渉選手を代役
に立てることに成功、その森選手が健闘しました。一回戦不戦勝ちのあと、二回戦の初太刀、相手が鋭く小
手にきたところを見事な擦り上げ面！約束稽古でもこんなにきれいには決まらないというくらいの惚れ惚れ
とする擦り上げ面でした。実際、そのコートの審判控え席から「ホ～ッ」とも「ウオ～ッ」ともつかない感嘆の声
が聞こえていました。
　６年生の山崎直人選手も、立派な試合でした。浦和支部の先陣を切り、相手は秩父の強豪、篠選手。
早々に引き面を取られましたが、よく攻め続け終了間際に面を返しました。延長になり面を合わせられ敗れ
ましたが、よくぞ一本返したというレベルの試合でした。前日の挨拶での「１００％以上の力を～」できていた
ように見えました。その後、篠選手は順調に勝ち決勝戦へ。
　その決勝戦でいい光景を見ることができました。篠選手の相手は、昨年のチャンピオン、第１シードの朝
霞、東選手。どちらも譲らず延長になり長い試合になりました。激しい攻防の末、東選手が一本を取り優勝
を決めました。正面への礼のあと、東選手が自軍へ戻るとき監督が座った状態で右手を差し出しました。
「優勝おめでとう」という握手のために。東選手は反射的にそのまま右手を出しかけましたが、ハッとして素
早く右の小手をとり、サッとその場に正座をして握手に応じました。その態度が実に自然で清清しく映りまし
た。試合での“剣”も強く印象に残るものでしたが、それ以上に、小学生ながら礼儀正しい態度に心を打た
れました。強いだけでなく、“心”も育っていることがうれしかったですし、その選手を日頃指導をしている先
生も立派であると思いました。
　「剣は心なり」各支部の代表が集まるこの大会において、いろいろなことを感じました。来年度も、６月の浦
和剣道大会が、この県大会の予選会となります。まずは、個人戦ベスト４入りですね。いい目標ができまし
た。

　10月上旬に行われたさいたま市中学校新人戦では、駒剣OB・OGが大活躍でした。団体では西先輩、古
谷先輩、石田陸人先輩の木崎中が3位入賞。石田涼先輩、田上先輩、松尾先輩の本太中が7位でいずれ
も県大会へ。個人でも、西先輩が3位、加藤建太先輩、古澤先輩、田上先輩がベスト16で県大会出場で
す。県大会での活躍も期待しています。他にも大勢の先輩方が、いろいろな学校から試合に出場してがん
ばっていました。

　今月は23日（月･祝）に鳩ヶ谷市秋季剣道大会があります。先鋒、次鋒が４年生以下、中３人が５，６年生、
副将、大将が中学生というチーム構成になります。中学生のメンバーは、県大会に出場する上記の中学2
年生、西先輩、古澤先輩、石田涼先輩、加藤建太先輩に出場をお願いしています。小学生もベストメン
バーで試合に臨みます。応援も大事ですし、合同稽古もあります。今年も駒剣みんなで参加しましょう。
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１０/１（木）　　尾島先生・近藤千恵子先生

・技の指導をいただき、頭を使いつつの稽古でした。

･須山先生、本田先生、稲森先生も木曜日なのに来てくださいました。

　大人の声が混じると、子どもも負けずに大きく声を出そうとしていました。

・田上先輩が試合の報告に来てくれました。

１０/３（土）　　菅原先生・本荘先生

・大会も終わり、優勝、入賞おめでとうございます。

10/8（木）　　　尾島先生･渡邊順迎先生

・午後まで台風だったので、稽古ができるか心配していました。強風でしたが、たくさんの

　駒剣士が来ました。一部６年生は修学旅行。

・初めは多少元気がなかったのですが、だんだん調子が出て来ました。初めから気合をいれて

　稽古ができるとよいと思いました。

10/10（土）　　菅原先生

・上手に打てるようになるまではゆっくりでも良いので、正しく（菅原先生より）

・まだ慣れていない低学年の面倒を見てくれる高学年の子たちはとっても助かります。

　西先輩が打ち込みの稽古を手伝ってくれました。

・４年生の木村君は山田先生が指導してくださいました。

10/15（木）　　本荘先生・尾島先生

・奥山先輩が来て、試合のお手伝いをしてくださいました。

・剣道初体験のお母様方が9名も参加され、面つけや蹲踞など不安そうな面持ちでしたが、

　型試合になると堂々と大きな掛け声で素晴らしい面が入り、気持ちいい汗をかかれたことと

　思います。

・木村先生が久しぶりにいらして、錬成部十周年を祝ってくださいました。

10/17（土）　　菅原先生・尾島先生

・たくさんの技を指導していただきました。

・菅原先生の注意・ご指導をよく聞き、真剣にお稽古をしていました。

・学校行事もなく、久しぶりに大勢の参加でした。風邪をひかないよう注意しましょうね。

10/22（木）　　尾島先生・石井先生

・加藤愛佳ちゃんパパデビュー！　肩に力が入って緊張しているようです。（byママさん）

・返事がない！という尾島先生の注意。何より大切なことだと思いました。

・尾島先生の細かいご指導に感激しました。

10/24（土）　　本荘先生・尾島先生

・本太小２年の男の子が見学に来てくれました。

・来週の県大会を控え、休憩後に試合形式の稽古をしました。出場の３選手の皆さん、

　頑張ってください！

10/29（木）　　尾島先生

・三浦柊くん（原山小３年）が入会しました。うれしいです。

・インフルエンザが流行り、お休みの人もいますが、お稽古は元気にがんばっていました。

10/31（土）　　菅原先生・本荘先生

・星野裕美先輩、田上先輩が来てくださいました。

・大人の方が多く、細かいご指導があって良かったです。

・試合中に試合を見ていない子がいて少し残念でした。

・インフルエンザでお休みが７人。予防しましょう！

１０１０１０１０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

お当番さんありがとうございましたm(__)m
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　　　　　　　　　　　　　　　　10101010年前年前年前年前のののの今日今日今日今日とととと10101010年後年後年後年後のののの今日今日今日今日

　　　　　　　　　　　――――――――　　　　錬成部錬成部錬成部錬成部（（（（旧婦人部旧婦人部旧婦人部旧婦人部） ） ） ） 10101010年年年年のののの歩歩歩歩みみみみ　　　　――――――――

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尾島　寿子

　平成平成平成平成11111111年年年年10101010月月月月14141414日日日日（（（（木木木木））））のののの駒剣駒剣駒剣駒剣・・・・・・講師担当は杉山先生。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当時師範は8名、小学生会員は23名でした。

　この日、丸山先生に許可を得て、守屋さん（宇宙くん当時小４）、大本さん（学くん小６）、石井さん
（邦明くん中１）、奥山さん（雄太くん小３）のお母さん剣士４名で婦人部をスタートしました。
稽古時間は木曜日がPM6:00～７：１５、土曜日はPM2:30～4:00（もしくは3:00～5:00）。剣道教室が
10月2日から3月11日まであり、会長さんは保護者代表の方という時代でした。

　平成平成平成平成21212121年年年年10101010月月月月15151515日日日日（（（（木木木木））））のののの駒剣駒剣駒剣駒剣・・・・・・・現在、師範は4名。錬成部成人会員32名、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小学生会員36名。
　創立10周年の稽古会を行いました。
５・６年生の保護者に剣道体験の声かけをしたところ、参加希望者は2名・・・。
急遽、1週間前の木曜日の稽古にいらしていた保護者の方々に声かけし、計14名の参加予定の協
力をいただきました。本当は、全保護者に声かけしたかったのですが、時間的に人数を絞らせたこ
とをお詫び申し上げます。
体験者は有田さん、小松田さん、野口さん、清水さん、本荘さん、山崎さん、吉田さん、佐々木さ
ん、真砂さんの9名。当日、諸事情によりお休みされた加藤さん、高橋さん、本田さん、大野さん、
堀田さん、またの機会があればぜひお願いします。OG奥山いずみさんがお手伝いを、OB本荘勇
志くんが応援に来てくれました。ありがとう。

　礼式を先に行い、６年生を見本に、体験お母さん剣士も準備体操・素振りを行いました。
子どもたちが切り返し、お母さんは6年生元立ち（アドバイス付き）で面打ちの基本練習をしました。
その後、8人制4チームの団体戦リーグ。お母さんの出番は各チームの１・２番目、防具一式を着け
て面打ち4本の判定式で試合をしました。子どもたちの声援がムードを盛り上げました！
　試合後、子どもたちは掛り稽古、地稽古をし、お母さんは本荘会長・新井ご夫妻の元立ちで
打ち込みをさせていただきました。
　最後に、優勝した白チームにご褒美稽古がありました。２つに人数を分けて相掛り。
Aチームには本荘会長・石井さん（白チーム担当）、Bチームには奥山さん（白チーム担当）・尾島が
入り、皆の声援の中、汗を流しました。

　当日、駆けつけてくださった本荘会長・木村先生、お祝いしてくださった菅原先生に御礼を申し
上げます。
　指導の協力をしてくれる8人の婦人は私の宝です。保護者・指導者・子どもが三位一体となった
式典だったと感じています。大勢の方々のご協力ありがとうございました。
　錬成部11年目のスタートです！

先月１５日（木）に錬成部（旧婦人部）が発足してから10周年という記念の稽古会がありました。
婦人部の生みの親である尾島先生からお言葉をいただきました。

尾島先生、ありがとうございましたm(__)m
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4444色対抗団体戦色対抗団体戦色対抗団体戦色対抗団体戦　　　　試合結果試合結果試合結果試合結果

記録してくださった石井さん、ありがとうございましたm(__)m

第１試合

佐々木（母）小松田（母） 渡辺 吉田 須山 松本 有田（楽） 山崎
メ　メ

判 判 メ メ　メ ド コ
有田（母） 真砂（母） 有田（好） 本荘 清水 野口 真砂（裕） 木村

本荘（母） 山崎（母） 中牟田 北嶋 小松田 新井（駿） 森 小林
判 メ メ

判 メ
清水（母） 野口（母） 真砂（歩） 佐々木 真砂（智） 太田（智） 太田（康） 高橋

第２試合

佐々木（母）小松田（母） 渡辺 吉田 須山 松本 有田（楽） 山崎
判 メ　メ メ　メ ド　コ コ

判 メ
清水（母） 野口（母） 真砂（歩） 佐々木 真砂（智） 太田（智） 太田（康） 高橋

本荘（母） 山崎（母） 中牟田 北嶋 小松田 新井（駿） 森 小林
判 ド

判 メ ド メ
有田（母） 真砂（母） 有田（好） 本荘 清水 野口 真砂（裕） 木村

第３試合

佐々木（母）小松田（母） 渡辺 吉田 須山 松本 有田（楽） 山崎
コ　コ 　メ

判 判
本荘（母） 山崎（母） 中牟田 北嶋 小松田 新井（駿） 森 小林

清水（母） 野口（母） 真砂（歩） 佐々木 真砂（智） 太田（智） 太田（康） 高橋

判 判 メ
有田（母） 真砂（母） 有田（好） 本荘 清水 野口 真砂（裕） 木村

勝ち数 順位順位順位順位
赤 2 2222
白 3 1111
黄 1 3333
緑 0 4444

・チーム分けは、道場での受付順です。
・試合順はチーム毎の作戦で決めました。
・（母）の勝敗は面打ち４本に対する判定によるものです。

緑

白

赤

緑

赤

黄

黄

白

４色対抗試合

錬成部（旧婦人部）発足１０周年記念稽古会

赤

白

黄

緑
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「当日当日当日当日はははは朝朝朝朝からそわそわしていましたからそわそわしていましたからそわそわしていましたからそわそわしていました。。。。
　胴着、はかまを着せていただいたら何となくうきうきしていました。
　防具を一つ一つつけると、自分が「木」になったみたいで・・・動けない。
　準備運動はまだ良かったのですが、礼式のとき、いきなり胴がのど元を直撃「ぐえ～！」×３．
　となりのA田さんと笑ってしまいました。
　竹刀が面にきちんと当たらず、「メ～～エン！」「あっ、ごめ～～ん」を何回やったことやら・・・
　先生方、子どもたち、受けてくださった皆様、ありがとうございました。
　当日、面がね越しに見た世界は、まわりの方々があっての自分だということ。
　ご指導くださった先生はもちろんのこと、お当番を快く代わってくださったK嶋さんと
　自分の体験をキャンセルして　それをサポートしてくださったO野さんはじめ、支えてくださって
　いる皆様に心より御礼申し上げます。
　たくさん新発見をしました。新たな気持ちで、当面は自分の持ち場（後援部）で精一杯
　頑張りま―す！」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まさごさちこさんまさごさちこさんまさごさちこさんまさごさちこさん

「本当本当本当本当にありがたいにありがたいにありがたいにありがたい経験経験経験経験でしたでしたでしたでした。。。。
　袴をはいたときは、身が引き締まるような気分でしたが、胴、面、こてをつけると重さと
　身動きのとれないので自分の身体でないような感じでした。
　しかし、皆様にご指導いただき、面を打てたときは、非常にうれしかったです。
　最後に面を脱いだときの充実感と爽快感は忘れられません。
　普段、子どもたちは暑いときも寒いときもこんな思いをしてがんばっているのかとつくづく
　感心いたします。
　またこのような機会がありましたら、ぜひ参加したく思います。ありがとうございました。」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野口順子野口順子野口順子野口順子さんさんさんさん

「今回初今回初今回初今回初めてめてめてめて剣道剣道剣道剣道をををを体験体験体験体験させていただきましたさせていただきましたさせていただきましたさせていただきました。。。。
　重たい防具やきゅうくつな面をつけての稽古は想像以上に大変で子どもたちの気持ちも
　わかりました。
　短い時間でしたが、剣道の難しさや楽しさを知ることができ、とても勉強になりました。
　ありがとうございました。」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐佐佐佐々々々々木木木木さんさんさんさん

みなさんのみなさんのみなさんのみなさんの感想感想感想感想　　　　((((#^#^#^#^....^#^#^#^#))))

記念すべき稽古会に参加されたお母さん方、お子さん、成人会員さんから感想をいただきました。
皆さん、ありがとうございました。そしてお疲れさまでした(*^。^*)

「とてもとてもとてもとても楽楽楽楽しいしいしいしい二時間二時間二時間二時間でしたでしたでしたでした。。。。
　　　　やっぱりスポーツは観ているよりやったほうが好きです！
　そして先生方子どもたちの動きの良さに脱帽(^_^;)
　私は筋肉痛に見舞われること間違いなしです・・・そして間違いなく今日のビールは
　美味しいのだ(*^。^*)
　最初はただ「お母さん教室」と思っていましたが、錬成部設立１０周年という記念すべき
　稽古日に同席させていただき大変うれしく光栄に思います。
　ご尽力いただいた全ての方に感謝です！ありがとうございました(^_^)」

めめめめ さんさんさんさん
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「とにもかくにもとにもかくにもとにもかくにもとにもかくにも、、、、婦人部結成婦人部結成婦人部結成婦人部結成１０１０１０１０周年周年周年周年おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますmmmm((((________))))mmmm
　こんな企画に参加することになるとは～とびっくりでした＼(◎o◎)／！
　“コスプレだから―”と聞いていたので、そのつもりでいたのに、到着したらトントント～ンと
　着付けされて、トントント～ンと　“試合ですから！”と立たされて・・・
　“何をおっしゃるうさぎさん（じゃなくて近藤ママさん！）！？と思っているうちに
　空振ってました～
　適性検査、私は不適性ですね。生まれてこのかた○十年、スポーツとは無縁の生活を
　していた私がとりあえず骨の一本も折らずに生還したのは、ホントきせきだと思います。
　（実は、どっかで袴を踏んで大転倒するんじゃないかとドキドキしてました。）
　あ―恐かったです。
　２００９年の１０大ニュースに早速トップでエントリーされました。
　でも一つ発見がありました。声の小さい私ですが（そう、ご指摘のとおり、小さいのは声だけです）
　意外に “応援するのって楽しいナ” って思いました。
　体育会系とは縁遠い生活だったので、“ファイト～！！”の一言しか言葉が出ませんでしたが、
　他にはどんなボキャブラリーがあるのでしょうか？
　誰か教えてください。よろぴくお願いします。」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S S S S さんさんさんさん

「普段普段普段普段、、、、剣道剣道剣道剣道をををを見見見見ているときもているときもているときもているときも大変大変大変大変そうだなとはそうだなとはそうだなとはそうだなとは思思思思っていましたがっていましたがっていましたがっていましたが、、、、
　実際に自分で防具をつけてみると立ったり座ったりするのもひと苦労・・・
　皆さん、こんな不自由な姿でよく俊敏に動けますね～
　主人を初めて見直しました(^_^;)
　日頃の運動不足がたたり、終わった後は足腰が痛くなってしまいましたが、
　今回参加させていただいて剣道がぐ―んと身近に感じることができました。
　楽しかったです。
　ありがとうございました。」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MMMM....Y Y Y Y さんさんさんさん

「錬成部発足十周年錬成部発足十周年錬成部発足十周年錬成部発足十周年、、、、おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます。。。。
　記念の稽古会に参加させていただきまして、ありがとうございました。
　一番の感想は、やはり「見るとやるとでは大違い。」ということでした。
　子どもたちは本当に頑張っていると、強く実感しました。
　（稽古会が夏だったら、間違いなくリタイアだったでしょうと・・・）
　貴重な体験ができました楽しいひとときでした。
　企画や準備、防具等の用意をしてくださった尾島先生をはじめとする皆様に
　心より感謝申し上げます。
　本当にありがとうございました。」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小松田小松田小松田小松田　　　　智子智子智子智子さんさんさんさん

「「「「感想感想感想感想はははは・・・・・・・・・・・・「「「「見見見見るとやるとはるとやるとはるとやるとはるとやるとは大違大違大違大違いいいい」」」」のひとことですのひとことですのひとことですのひとことです。。。。
　先日の試合の際、動きの鈍さで判定負けした息子に「もっと動かなくちゃ！」とか
　「攻めろ！」とか、偉そうに意見した私ですが、防具をつけて思うように動けず、
　ロボットのようになってしまいました。
　息子には、これからもきっと分かったようにアドバイスをしてしまうでしょうが、
　以前までとはちょっとだけ見る目も違うと思います。
　都合で、後半1時間のみの参加でしたが、とても貴重な体験をさせていただきました。
　本当にありがとうございました。」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田母 吉田母 吉田母 吉田母 さんさんさんさん
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「家家家家じゅうにじゅうにじゅうにじゅうに大小大小大小大小のののの防具防具防具防具ががががゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロしているのにしているのにしているのにしているのに、、、、稽古着を着たのも防具をつけたのも今回が
　初めてでした。袴をはくと背板が腰にピシッときて、気持ちがしゃんとしますね。
　胴をつけるとど―んと体当たりでもコイッ！とがぜん強気に・・・・しかし、面をかぶると急に水中にもぐった
　みたいに音は聞こえなくなるし、左右は見えないし、奥のほうから面がねを通して見る外の世界がなんだか
　遠くて、息苦しい狭さで （コーッコーッ・・・とダースベイダーごっこ！？）、とどめに小手をつければ
　ドラえもんニギニギしかできないっ（＾◇＾）
　戦うための装備って大変なんだな・・・と実感できました。
　　準備運動すれば胴がつかえてよく動けず、立ったり座ったりする度に袴のすそを踏みつける(>_<)
　（袴って見た目カッコいいのに、着るともさもさして動きにく～っ）
　一番ついていけなかったが素振りです(>_<)　竹刀ってあんなに重かったんだ・・・
　丸山先生が剣道教室でおっしゃっていた「手の内はぞうきんをしぼるように」「つりざおをふるように」
　「こぶしはおでこの上まであげて」はよ～く覚えていて、イメトレはばっちりだったのですが、
　腕の力がなくて竹刀の重さに振り回されてふらふら・・・もっと早くビュンビュン振りたかったなあ・・・
　　稽古後、O西くんに「竹刀って重たいんだね。みんな、ビュンビュン振っててすごいね～」って言ったら、
　「うん、僕もまだそんなにできないけどね」　と謙遜した優しい一言をいただきました。そんなことないよ～、
　ホントにスゴイよ、カッコいいよ、みんな！！
　　お子さんといっしょに剣道を始められ、今日まで続けてこられた先輩お母様方に心から敬意を表します！
　尾島先生や成人会員さんに声を掛けていただかなかったら、きっとこんな経験はできなかったと思います。
　ありがとうございましたm(__)m　今更ですが、みなさんの稽古を見る目が変わりました！
　それから・・・
　主人の面を思いっきり打たせてもらった、あの感触をずっと忘れないでいようと思ってしまいました・・・(*^。^*)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本荘母 本荘母 本荘母 本荘母 さんさんさんさん

今回、体験お母さんのお付き合いをしてくださった成人部のルーキー太田さんにも感想をいただきました。
太田さんは初試合だったんですね。ありがとうございましたm(__)m

「学生時代学生時代学生時代学生時代もももも運動部経験運動部経験運動部経験運動部経験のほとんどないのほとんどないのほとんどないのほとんどない私私私私がががが、、、、剣道剣道剣道剣道のののの初試合初試合初試合初試合をををを迎迎迎迎えたのはえたのはえたのはえたのは、、、、
　なんとこの錬成部十周年の記念稽古日でした。
　大声の競い合いに入れる予定？のはずが、上級生と試合をさせていただくことに
　なってしまいました。
　　初戦は森くん。うわ～っと思った時点で負けていると思ったり、旗が一本上がるのが
　見えるたびに、負けた！？となぜかホッとする自分がいて、情けないやら申し訳ないやら・・・
　第2戦目の有田くん。うわ～っ！これがいつも拝見している見事な小手！！　うまい小手は
　あまり痛くないというけど、本当ダワ♡　と右手のシビレになぜか嬉しさがこみ上げたりして・・・
　第３戦、真砂くん。あぁ～と思ったのですが、始まって見ると面の向こうの真砂くんの顔が
　とても近く鮮明に見えてビックリ！！
　何か静かなので、せっかくいただいた機会、自分から打ってみました。最後、どこか私の
　どこかでとてもいい音がして、（たぶん小手？）　あっ！と思ったら終わってました。
　　久々の稽古で最初の素振りから立ちくらみ、試合中も足がもつれ、本当に申し訳ない
　状態の中でしたが、高学年の少年剣士が対戦してくださったこと、そして私のチームの
　大将だった高橋くんが「まず、イヤーと言う」と教えてくださったことは（試合中は緊張してて
　声を出すのを忘れてました）とてもあり難く、一生忘れないと思います。
　書いていても涙が出ます。
　　剣道をはじめて、防具をつけさせていただいた限りは、初心者ゆえに負けるのではあっても
　逃げて負けるのではなく、一歩でも前に進んで、かかっていった結果、負けたとなったほうが
　いいと思っておりましたが、それを体感させていただき本当に清清しくさえありました。
　このような貴重な機会を下さった尾島先生はじめ、先生方、錬成部、保護者の方々、
　子ども剣士たちに心から感謝し、これからもっと一回一回の稽古を生活から準備し、大切に
　してゆくことで、ご恩返しできたらと思っています。
　　本当に少年剣士の皆様の成長を見守りながら、自らを鍛えてこられた錬成部の益々の発展を
　願ってやみません。」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　太田太田太田太田　　　　康予康予康予康予さんさんさんさん
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　「いきなりいきなりいきなりいきなり重重重重いいいい防具防具防具防具をつけてをつけてをつけてをつけて、、、、練習練習練習練習もなしにもなしにもなしにもなしに面面面面うちうちうちうち。。。。
　でも、まっ直ぐで、肩に力も入ってなくとても自然。　美しい9人のおかあさま剣士でした。
　「私よりうまいかも……」と恥ずかしくなりました。
　10周年記念稽古会のわがままな計画を快く引き受けていただき、盛り上げて下さり、
　心より感謝しております。　楽しい2時間でした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スニョンスニョンスニョンスニョンさんさんさんさん

体験お母さんたちを指導してくださった成人部の渡邊順迎さんからも感想をいただきました。ありがとうございましたm(__)m

おおおお子子子子さんたちのさんたちのさんたちのさんたちの感想感想感想感想はははは････････････？？？？

山崎山崎山崎山崎くんくんくんくん　　「お母さんたちは、初めて竹刀を握って面をつけて、そしていきなり試合をした
　　　　　　　　　のにもかかわらず、きれいに面を打てている人もいたのでおどろきました。
　　　　　　　　　いい企画だったと思いました。楽しかったです。」

有田楽有田楽有田楽有田楽くんくんくんくん　「初めてのお母さんたちとの稽古、楽しめました。お母さんたちはみんな筋が良く
　　　　　　　　　「剣道始めればいいのに」と思うこともありました。
　　　　　　　　　お母さんたちありがとうございました。」

有田好有田好有田好有田好さんさんさんさん　「お母さんのけいこはとてもおもしろかったです。お母さんのけいこは、
　　　　　　　　　いがいと上手でした。」

野口野口野口野口くんくんくんくん　　　「お母さんの稽古を見て、自分も最初はこうだったんだなあと思いました。
　　　　　　　　　 できれば続けてほしいです。」

佐佐佐佐々々々々木木木木くんくんくんくん　　「お母さんたちは、初めてだったけど声も出てて上手だったのですごいな
　　　　　　　　　　と思いました。また来年もこのような企画を作ってほしいと思います。」

清水清水清水清水くんくんくんくん　　　「お母さんがいつもとちがう声を出していたのでびっくりしました。そして母は
　　　　　　　　　　剣道にむいてないと思います。」

真砂歩真砂歩真砂歩真砂歩くんくんくんくん　　「思ったことは、お母さんたちがいたらもっと楽しいなとか、しあいでまけても
　　　　　　　　　　お母さんたちがいればだいじょうぶだなと思いました。すごく楽しかったです。
　　　　　　　　　　またやりたいです。」

真砂智真砂智真砂智真砂智くんくんくんくん　　「お母さんがいがいに強そうだったので、お母さんが剣道をやり始めたら
　　　　　　　　　　負けるかもしれないから、もっとぼくも強くならないと、と思いました。」

真砂裕真砂裕真砂裕真砂裕くんくんくんくん　　「ふだん見慣れない格好を見て笑ってしまった。自分たちが大変なのを体験
　　　　　　　　　　してもらえて良かった。機会があれば続けてほしいと思い、
　　　　　　　　　　他のお母さんたちにも剣道をもっと深く知ってほしいと思った♡」

小松田小松田小松田小松田くんくんくんくん　　「おかあさん、がんばってました。」

本荘本荘本荘本荘くんくんくんくん　　　　「母さんがあんなに大きな声を出すのははじめて聞きました。」

吉田吉田吉田吉田くんくんくんくん　　　　「ぼくのお母さんを見ていると「技」もよかったですが、「声」もすごくいいと
　　　　　　　　　　思いました。ぼくのお母さんも剣道を始めると強くなりそうです。
　　　　　　　　　　初めての人でもすごくできているので、自分もがんばって強くなりたいです。
　　　　　　　　　　旧婦人部誕生10周年おめでとうございます。ありがとうございました。」

太田太田太田太田さんさんさんさん　　　「お母さんとはいつもやっているけど、ほかのお母さんたちとできて
　　　　　　　　　　楽しかったです。団体戦は負けてしまったけど、またやりたいです。」

子どもたちのお母さんを思う優しい気持ちがいいですね～(#^.^#)　みなさん、感想をありがとうございました(^^)/
尾島先生、錬成部の方々、楽しい企画をありがとうございましたm(__)m　今後ともヨロシクお願いいたしますm(__)m
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　　　　　　　　真砂真砂真砂真砂　　　　智智智智くんくんくんくん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤田　竜希（上尾）

　　　　　　　　森森森森　　　　渉渉渉渉くんくんくんくん 不戦勝 佐藤　飛城（東入間）

北村　徳郎（東松山）

新井　将（狭山）

　　　　　　　　山崎山崎山崎山崎　　　　直人直人直人直人くんくんくんくん 篠　寿成（秩父）

11月1日（日）上尾の県立武道館で埼玉県剣道大会小学生の部が開催され、駒剣からは
個人戦に6年生の山崎直人くん、4年生の森渉くん（松本駿平くんがインフルエンザで急遽欠席、
松本君、残念だったね(>_<)）、3年生の真砂智くんが参加。県内各地から集まったレベルの高い
選手たちを相手に堂々たる試合を見せてくれました。

3333年生個人戦年生個人戦年生個人戦年生個人戦

４４４４年生個人戦年生個人戦年生個人戦年生個人戦

６６６６年生個人戦年生個人戦年生個人戦年生個人戦

メ メ

メ メメ

選手の皆さん、お疲れさまでした。先生方、役員さん、応援の方々ありがとうございましたm(__)m

メ メ

メ メ

「県大会に出場できるなんで思っていませんでした。し合は一回せんであっさり
面を２本取られてしまいました。
次の６月の大会で３位以内に入って、また出場したいです。」

「松本くんのかわりに出場して、とてもきんちょうしたけど、二回戦目のこてすりあげ面が
きれいに決まって良かったです。こんどは自分の力で、この大会に出たいです。」

「埼玉県剣道大会はレベルが高く、特に北本、秩父などが強くて、ぼくは一回戦で秩父の篠くん
という人と当たった。試合が始まり、僕は面を打った。面を打った後のすきを相手が見ていて、
引き面を決められてしまった。その瞬間は、何が起きたのか分からないぐらいだった。
二本目は時間ぎりぎりにぼくが相面で一本決めた。そのときは手応えがあって気持ちが良かった。
そして延長に入り、すぐに相面で相手の面が決まってしまい、悔しかった。本当に悔しかった。
　試合後、良平先生に初太刀のことを教えていただき、それもこれから気をつけていきたいと思う。
この県大会はすごく貴重な体験になったので、これからの剣道に活かしていきたいと思う。」
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初初初初めましてめましてめましてめまして！！！！そしてそしてそしてそして、、、、おおおお久久久久しぶりですしぶりですしぶりですしぶりです！！ＯＢ！！ＯＢ！！ＯＢ！！ＯＢのののの関口大輝関口大輝関口大輝関口大輝ですですですです。。。。    

どうも～。福岡で孤軍奮闘中の関口です！ 

久しぶりに駒剣の同期の荒井からメールが届いたと思えば、バトンのお願い(汗) 

こういう時にしかアイツはメールしてこないからな～。本当に困った奴です(笑) 

私にとっての駒剣は本当に大事な場所で、学校よりも好きな場所と言っても過言で 

はありません。そんな大事な存在の駒剣から卒業した現在でも駒剣の先生方から声をか

けていただき、本当に感謝しています。ありがとうございます。 

さて、現在の私の近況としては社会人としてのスタートを福岡で始め、１０月で半年が

過ぎました。仕事の面では、１０月から正式に担当の営業エリア＆取引先が決定し、先

輩や取引先の方々から一人前の営業マンとして認められるよう働いています。 

 そして、生活面では一人暮らしにも慣れ、休日はゴルフの練習に行ったりしています。

今でも剣道を再開したいという気持ちはあるのですが…。現在はなかなか時間が取れな

い状況ですが、いずれ再開する予定です！ 

ここからは自分が駒剣に入って良かったと感じた事と、ここだけは誰にも負けていけな

いと誇れることを二点ほど挙げてみます。 

さて、指名リレーのバトンはついに錬成部を飛び出してOB会員へ･･･！
先月号の本太中学剣道部顧問荒井先生からバトンを受けてくださったのは駒剣OB合同稽古会にも
よく参加してくださる関口先輩です。関口先輩って小学生のときはどんな選手だったのかなあ･･･？
それでは関口先輩、よろしくお願いいたしま～す！

私は伝説的な OB ではないので、自分を知らない方ばかりだと思うので自己紹介させていただ

きます。（笑） 

 

名前：関口 大輝(セキグチ ヒロキ)  年齢：２３歳  性別：男 

職業：会社員(１年目) 

出身校：「道祖土小学校」→「木崎中学校」→「浦和実業学園高校」→「駒澤大学」 

※小学校４年の後半から駒剣でお世話になり、高校卒業まで現役で剣道を続けていました。大

学からは駒剣や母校に顔を出せる時に行き、剣道を続けていました。 
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たしか、大学卒業後の春に山崎先生のところへ遊びに行かれて、4月入社後、配属がその福岡に決まったとか・・・
よぼどご縁があったんですね～。先生も「関口は酒が強くてね、いっしょに飲んでるといつの間にかこっちがつぶれちゃう
んですよ。でも教え子と飲めるなんて最高ですよ～」と嬉しそうな声でおっしゃっていました♪
「諦めない気持ちと絆」・・・関口先輩、素敵なお話をありがとうございました！！また稽古をよろしくお願いしますm(__)m

というわけで、OBOBOBOBシリーズシリーズシリーズシリーズ第第第第3333弾弾弾弾、、、、石井先輩石井先輩石井先輩石井先輩！！！！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～！！～！！～！！～！！よろしくお願いいたしま～す！！

負
け
る
も
ん
か
！

私のような者が皆さんに伝えられることはこれぐらいです。 

ですが！ここで一つだけ宣言しておきます。私は必ず駒剣に帰ってきます！！なので、それまで

名前を覚えておいてくださいね(笑) 

 駒剣の皆さんの活躍を福岡から願っています。山崎先生と祝杯をあげられるようなネタをお待

ちしております！ 

 では、次のバトンは私のライバルであり同期の石井君に渡します。    

石井石井石井石井よよよよ！！！！バトンバトンバトンバトンをををを渡渡渡渡したからなしたからなしたからなしたからな！！！！！！！！くれぐれもくれぐれもくれぐれもくれぐれも変変変変なななな事事事事だけはだけはだけはだけは書書書書くなよくなよくなよくなよ((((笑笑笑笑))))    

２２２２，，，，絆絆絆絆    

 私の周りには、素晴らしい人生の先輩である先生，尊敬できる仲間がいます。そのような方々

は、全て剣道で知り合った人達です。 

先生で言うならば現在、私と同じく福岡に住んでいらっしゃる山崎先生。先生には小学生の時

から剣道を指導して頂き、成人になった今ではその先生とお酒を酌み交わしながら人生について

指導して頂いています。(笑) そして、丸山先生・坂上先生・菅原先生・本荘先生・尾島先生・

木村先生…。書ききれないほどの素晴らしい先生方に会い、叱咤激励されたおかげで、少しまと

もな人間になれたのだと思います！なので、駒剣の生徒の皆さんは先生の言うことは素直に聞き

ましょうね！ 

 尊敬できる仲間では…。う～ん。これを言うとアイツが調子にのるかもしれませんが言ってお

きましょう！やはり、小学生時代から現在まで親交が続いている石井くん（石井先生の息子さん)

でしょうか。彼とは今でもよく遊び、何でも話せるし本当に最高な奴です！そして、剣道では個

人的にはライバル視してました。(笑)  

本当に彼のような仲間ができたのは、剣道があったからだと思います。現在の駒剣にも素晴ら

しい先生・父兄の方々・少年剣士が昔以上にいる事でしょう。その【縁】を無駄にしないでくだ

さいね。 

１１１１，，，，諦諦諦諦めないめないめないめない気持気持気持気持ちちちち 

これは私の周りの人間からも言われますし、私自身もこれだけは負けないと思う点です。 

私は決して運動神経も良くなく、技術のある選手ではありませんでした。しかし、高校まで 

レギュラーとして大会に出場させていただきました。 

それは何故だと思いますか？皆さんもご存知のように【心技体】が揃っていないと一本を 

取ることが出来ないのが剣道です。私の最大の強みは【心技体】の心の部分だったのだと思 

います。どんな強い相手にも『絶対に負けるもんか！！』という気持ちを持ち、大きな声を 

出し試合に挑んでいました。その結果、私よりも技術のある相手にも勝てたのです。 

どんな事に挑戦するにも気持ちの持ち方が一番大事ということ。 

これは剣道以外にも通じることで、社会人になった今でも言い聞かせています。 
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 皆さんへ質問です、
世界中世界中世界中世界中でででで一番歩一番歩一番歩一番歩くのがくのがくのがくのが速速速速いのはどこのいのはどこのいのはどこのいのはどこの国国国国のどこののどこののどこののどこの人人人人でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか？？？？
（（（（答答答答）　『）　『）　『）　『日本日本日本日本のののの大阪大阪大阪大阪のののの人人人人！』！』！』！』

　　実は、赤道直下の国、シンガポールという国のシンガポールという街の人が最も速く歩くそうです。
　一番速いと言っても、もちろん全ての人が速く歩くわけではないです、あくまでも平均的な話です。
　関西人は世界２位ですが、そのスピードは日本人の平均的が約７０～８０ｍ/分＝時速４．２～４．８ｋｍ
　に対して１００～１２０ｍ/分＝時速６～７．２ｋｍ、速い人は１６０m/時＝時速９．６kmと驚異的です。
　　もちろん、関西生まれの関西育ちの良平さんも歩くのは速いですよ！
　朝は駅まで大体１２０m/分＝時速７．２kmでタタタタタタ～と一気に歩いて行きます。
　夏には駅に着く頃には汗だくです。

　　　それで～歩くのが速いのを自慢したいんじゃなくて、なにが『ごめんなさい！』なのかと言うと
　　実は、良平さんは朝駅まで早く歩くだけじゃなくて、仕事で歩く時も速いんです。
　　だから、何で『ごめんなさい！』なんや！と怒らんでもう少し読んでくだはい。

　　良平さんだけじゃないけど、駒剣のお父さん先生たちも東京都内で仕事をしている人がたくさん
　おられますが、東京都内、特に仕事をする場所はメチャクチャ人が多いんです。
　　その中でも特に人が多いのが、新宿駅、池袋駅、東京駅、品川駅、高田馬場駅、新橋駅の
　各駅の周辺です。その中でも新宿駅周辺は一番人が多いんです。
　　その新宿駅から東京都庁方面は時々仕事で行きますが、知ってる人は知っている、知らない人も
　いつかは行くことが有ると思いますが、JR新宿駅西口・地下改札口を出て超高層ビル方面へと向かいます。
　　JR新宿駅西口地下改札口を出たら、地下街ですので『柱（はしら）』がたくさんあります、たくさん柱が
　あるのですが良平さんはいつものスピードでタタタタタタッタ～～と早歩きします。

　　そしたらたまに、柱の影から人が出てきて当然ですが、ぶつかりそうになります。
　ぶつかりそうになって『アッ！』と思う事ばかり、でも一度もぶつかった事はありません。
　ぶつかりそうになるのはお互い様で、どっちが悪いわけでもありません。
　『今ぶつかりそうになったけど、ぶつかった訳じゃないし。相手がボ～ッとしてたんや。』と思ってる
　場合がほとんどでした。

　　そんな風に思いながら或る日、いつものように新宿駅を出て柱の間をタタタタタタ～と歩いていたら？
　何本目かの柱を通り過ぎたら『アッ！』、良平さんと同じ様なかっこうしらサラリーマンのオジサンとぶつかり
　そうになりました。
　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やっとやっとやっとやっと言言言言えたえたえたえた！　『！　『！　『！　『ごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさい。』。』。』。』

　ん～～～～ン！？おしい！

 　　 　　　

渡辺渡辺渡辺渡辺　　　　良平良平良平良平

お待たせしました～！良平さん、久々の登場です(^^)/
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良平さんはいつもの事と思いながら、知らん顔して
通り過ぎようとした瞬間  『ごめんなさい！』と
謝られました。
　一瞬、『エッ！？』と思ったのですが、
その人はもう通り過ぎた後でした。
そして、いつもの早歩きを減速させながら、
　　『何で？あの人謝ったんやろ？』、『自分が謝っても
良かったんちゃうかな？』と考えました。
『ん～～！？　今までぶつかりそうになっても
自分が悪いわけじゃない！』と考えてたのは
チョッと間違ってたなと・・・
『ごめんなさい。』と謝られて初めて考えました。
『反省せなあかん！』とも思いました。

それから同じように人とぶつかりそうになった時、
　『ごめんなさい。』と謝ろうと思うようになりました。

　しかし、でも、だけど～、ん～
なかなか『パッ』とすんなり『ごめんなさい。』と
　知らない人に声に出して謝ることって案外
難しいんですわ！ホンマに難しいんですわ。

　　そんな或る日でした、場所は同じJR新宿駅
西口地下改札口を出て超高層ビルの方へ向かって
　歩いている時、柱の影から人影が・・・・
アッ！と思った瞬間ぶつかりそうになって、自然と
　『ごめんなさい！』っと言えました。

　　相手の人は知らん顔して通り過ぎて行きましたが、良平さんは何となく良い気分になりました。
　　大した事では無いのですが、『ごめんなさい。』と素直に言えた自分が少しだけ偉く思えました。

　　インフルエンザが流行っています。稽古の後は、必ず上着を着て、身体を急に冷やさないように気をつけましょう！

　　手洗いうがいも忘れずに！（「お茶でうがいが効果的！」と菅原先生が教えてくださいましたね。）

連絡網は篠田くんの下に入ります。各ご家庭で追記をお願いします。

お 知 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

三浦三浦三浦三浦　　　　柊柊柊柊（（（（みうらみうらみうらみうら　　　　しゅうしゅうしゅうしゅう）　）　）　）　くんくんくんくん

ようこそ駒剣へ！みんな、早く仲良くなれるようにいろいろ教えてあげてね！

　　よろしくお願いしま～す！　

ほんと、とっさのごめんなさい！って大人でも難しいんですよね。気をつけなくちゃ！
良平さん、ありがとうございましたm(__)m
あこ先輩も、上手な挿絵を書いてくださり本当にありがとうございましたm(__)m

14



　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
１２（土）　通常どおり３：００～５：００
１７（木）　通常どおり５：００～７：００
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）　）　）　）　受審予定受審予定受審予定受審予定のののの皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、頑張頑張頑張頑張ってくださいってくださいってくださいってください！！！！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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
２０２０２０２０（（（（日日日日）　）　）　）　埼玉大学寒稽古埼玉大学寒稽古埼玉大学寒稽古埼玉大学寒稽古　　　　２１２１２１２１日間日間日間日間のののの初日初日初日初日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前半１１日間･･･１２月２０日（日）～３０日（水）
　　　　　　　　鳳翔剣大会・・・１２月２７日（日）
　　　　　　　　後半１０日間･･･１月５日（火）～１４日（木）

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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※祝日ですが、１９日に一級審査がある関係でこの日にクリスマス会をやる予定です。
          　　　　　 毎年ゲームあり、豪華景品！？の当たる抽選会あり、４色団体戦あり！で盛りだくさんの
　　　　　　　　　  楽しいクリスマス会です！予定を開けておいてくださいね！
２４（木）　通常どおり５：００～７：００
２６２６２６２６（（（（土土土土）　）　）　）　駒剣駒剣駒剣駒剣　　　　平成平成平成平成２１２１２１２１年稽古納年稽古納年稽古納年稽古納めめめめ
２７２７２７２７（（（（日日日日）　）　）　）　鳳翔剣大会鳳翔剣大会鳳翔剣大会鳳翔剣大会

　

１１１１１１１１月月月月のののの予定予定予定予定

最後はお楽しみ！星やん武芸帳です！！

　５（木）　　通常どおり　５：００～７：００
　７（土）　　通常どおり　３：００～５：００
　８８８８（（（（日日日日）　　）　　）　　）　　菅原先生功労賞菅原先生功労賞菅原先生功労賞菅原先生功労賞　　　　表彰式表彰式表彰式表彰式　　　　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（（（（一般一般一般一般のののの部部部部））））開会式開会式開会式開会式にてにてにてにて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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））））
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））））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来年度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

　 　

１２１２１２１２月月月月のののの予定予定予定予定

平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年１１１１月月月月のののの主主主主なななな行事予定行事予定行事予定行事予定

　５（火）～１４（木）　　埼玉大学寒稽古（後半）
　７（木）　稽古初め　５：００～７：００
　９（土）　鏡開き　　 ３：００～５：００　（お饅頭が配られる予定です）

３０３０３０３０（（（（土土土土）　）　）　）　菅原先生功労賞 菅原先生功労賞 菅原先生功労賞 菅原先生功労賞 ・ ・ ・ ・ 駒剣少年剣道教育奨励賞 受賞祝賀会駒剣少年剣道教育奨励賞 受賞祝賀会駒剣少年剣道教育奨励賞 受賞祝賀会駒剣少年剣道教育奨励賞 受賞祝賀会（（（（仮称仮称仮称仮称））））
　　　　　　　　午後午後午後午後２２２２：：：：００００００００～　～　～　～　ロイヤルパインズホテルロイヤルパインズホテルロイヤルパインズホテルロイヤルパインズホテル　　　　プラチナルーム　（駒剣錬成部・後援部主催）
　　　　　　　　後日改めてご案内させていただきますが、大変おめでたい会ですので、できるだけ
　　　　　　　　多くの方にご出席いただきたく、成人会員さんならびに保護者の皆様はご予定を空けて
　　　　　　　　おいてくださいませm(__)m
　　　　　　　　駒剣の稽古はお休みです。

なんと！
今年はクリスマス前に
寒稽古が始まるよ～
＼(◎o◎)／！

ほうしょうけんも年内だ～っ！
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