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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

本荘先生ありがとうございましたm(_ _)m

　師走になりました。一年の総決算、まとめの時期です。年の始めにたてた目標はどの程度達成できているで
しょうか。一人ひとり振り返ってみましょう。

　さて、先月はうれしいことが重なりました。菅原慶一先生が埼玉県剣道連盟から「剣道功労賞」を受賞されまし
た。その翌週には79歳のお誕生日稽古会が開かれ、こちらもＯＢ・ＯＧとその保護者の方までがお祝いにかけつ
けてくれました。中学生を中心に声をかけてくれていたことは知っていましたが、実際にあれだけたくさんの皆さ
んに会えると、うれしさひとしお。あらためて「駒剣は素晴らしい！」と実感しました。
　そして、駒場剣友会の全日本剣道連盟からの『少年剣道教育奨励賞』受賞、正式な連絡が入りました。この賞
は「剣道の普及、将来の発展を図るためには、少年剣道の奨励、指導の充実が現在強く求められている中で、
特に、少年剣道の指導面で、大会などの成績とは関係なく、草の根的に目立たぬ活動を続けて、剣道の底辺を
支えておられる団体･組織等に対して、その労に報いるとともに、志気を鼓舞するために表彰するものです。」
（全剣連ＨＰより抜粋）とあります。今まで、毎年剣道教室を開催し、剣道の裾野を広げてきたことや、後援部･錬
成部･指導部が一体となって「人間形成道場・駒剣」として、みんなで取り組んできたことが、評価されたのだと思
います。受賞に際して、お世話になった関係者の皆様に感謝しつつ、駒剣みんなでこの受賞を喜びたいと思い
ます。1月30日の御出席、よろしくお願いします。

　11月23日に行われた「鳩ヶ谷市秋季剣道大会」においても駒剣パワーを大いに発揮しました。試合ではもちろ
ん、応援に合同稽古に、いつものように全員で参加した大会になりました。中学生は、2年前の鳩ヶ谷の大会（勝
ち抜き戦）において優勝したメンバーで、新人戦で全員が県大会に出場した実力派剣士４人が集まってくれまし
た。小学生も含めて、Ａ・Ｂチームともに遜色ない、この２チームで決勝戦を戦えるメンバー構成となりました。
　試合前のアップを遠くから見ていましたが、みんなよく体が動いていました。中学生同士の掛り稽古は、剣の速
さや力強さなど惚れ惚れするくらいでした。選手も選手でない者も、こういうところで良い影響を受けるのだと思い
ます。あんな風になれるのなら頑張ろうと。
　試合については、Ｂチームは予選で安行Ｂに勝ったあと、鳩ヶ谷Ａをあと1勝まで追い込みながら逆転負け。も
う一歩でした。Ａチームは予選で四誠館Ｂと戸塚Ａに勝ち、決勝トーナメントへ進出。準決勝でＢチームが敗れた
鳩ヶ谷Ａと対戦しました。小学生が頑張りリードして中学生に、中学生がその貯金を守り快勝でした。大将戦、小
室君対西君はいつもながら見ごたえあり、３分間があっという間でした。結果は引き分けでしたが、今回は西君に
分があったように見られました。県大会個人戦ベスト８と１６の試合が間近で見られて、いい勉強になりましたね。
決勝戦はもう一息で敗れましたが、力は発揮できたと思います。６月の浦和剣道大会での団体戦決勝でもそうで
したが、勝負の分かれ目となる1本が相手にいってしまうと勝てません。その1本を取れるよう稽古していきましょ
う。
　28日の保護者会でもお話ししたことですが、他の団体の会長さんらから、駒剣の大会への取り組み方、選手以
外の子どもたちも応援と合同稽古に参加する姿勢をほめられました。「大事なことなので次回からうちもそうす
る。」と話された団体もありました。応援組の感想を見ても、「来年は試合に出たい。」「合同稽古で頑張った。」と
あります。次につなげていく気持ち、これが大切ですね。

　さてさて、いよいよ埼玉大学寒稽古の季節がやってきました。今年は剣道の世界選手権が行われた年なので、
３週間の寒稽古です。毎年、新たな“がんばりやさん”が登場しています。今年は誰がなるのでしょうか。
　寒稽古では、朝早く起きること、冷たい稽古着に着替えること、裸足で走ること、たくさんの参加者の中で前へ
前へと出ていくこと、素振り、切り返し、掛り稽古、竜田川などなど、厳しいことがいくつも待ち受けています。それ
から逃げずに、ぶつかっていってみてください。きっと大きな成果が現れます。それぞれができる範囲でかまわな
いのです。こつこつと積み上げていくことが大切です。12月20日（日）朝５：３０スタートです。今年もみんなで頑
張っていきましょう！

　23日には恒例のクリスマス会があります。楽しみですね。試合にゲーム、プレゼント交換、一年の締めくくり、こ
ちらもみんなで盛り上がりましょう。
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11/5(木）　　　古澤先生
　　　　　　　・古澤由奈先輩とお友達が見学に来てくれました。
　　　　　　　・インフルエンザの流行で欠席者が多く少しさびしいお稽古でした。

11/7（土）　　　菅原先生・本荘先生
　　　　　　　・インフルエンザのためお休みがたくさんいました。体調管理に気をつけてください。
　　　　　　　・始めの打ち込みから声を出し、気合を入れていくようにご指導がありました。
　　　　　　　・後半はだいぶ声も出て気合の入った稽古でした。

11/12（木）　　尾島先生・木村由枝先生
　　　　　　　・埼大の寒稽古を念頭において、気迫のこもった稽古でした。
　　　　　　　　ランニングの掛け声を聞くとこちらも何だかドキドキソワソワしました。
　　　　　　　・休まず稽古ができるように体調を整えて気をつけましょう。
　　　　　　　・地稽古が続くとなかなか相手を見つけられず、全体がもたもたしていたのはもったいないです！

11/14（土）　　菅原先生・本荘先生・尾島先生
　　　　　　　・菅原先生が埼玉県剣道連盟より剣道功労賞を受賞されました。おめでとうございます。
　　　　　　　　明日が79歳のお誕生日ということもあり、大勢のＯＢＯＧ保護者の方がお祝いに駆けつけてくれました。
　　　　　　　・先日、県大会に出場したＯＢの中学生が報告してくれました。
　　　　　　　・大人も子どもも人数が多く、大変活気のある稽古でした。11月23日の鳩ヶ谷の大会の選手発表もあり
　　　　　　　　盛りだくさんな一日でした。

11/19（木）　　尾島先生
　　　　　　　・今日は、尾島先生と渡邊順迎先生が県武道館での女子講習会に参加後、ご指導にいらしてくださいました。
　　　　　　　　渡邊先生より、毎回、その日の目標を持って稽古するようにお話がありました。
　　　　　　　・稽古中、先生からのお話や指示があったらすぐに返事をしましょう。集合のときもサッと早く動くと気持ちよく
　　　　　　　　稽古ができると思います。返事以外の声はよく出ていました。

11/21（土）　　菅原先生・本荘先生・尾島先生
　　　　　　　・鳩ヶ谷の大会が明後日にせまり、菅原先生より自信をもって試合の臨むようにとのお話があり、皆、気合を
　　　　　　　　いれて稽古に励みました。また低学年は大きく正しくゆっくりと、高学年は大きく正しく早く打つようにと
　　　　　　　　ご指導いただきました。
　　　　　　　・後半は鳩ヶ谷の大会にむけて、試合形式で練習を行いました。

11/26（木）　　尾島先生
　　　　　　　・比較的暖かく稽古するには良い日でした。
　　　　　　　・礼式で先週土曜の浦和大宮合同稽古会の報告、日曜の鳩ヶ谷秋季剣道大会でＡチーム準優勝の報告、
　　　　　　　　本日の尾島先生の6段審査の報告（納得のいく立合いができたものの残念ながら・・・とのお話）がありました。
　　　　　　　・来月、一級審査を受ける予定の6年生は別メニューで形を指導していただきました。
　　　　　　　・今日は終わってみれば40名！参加人数多かったです！

11/28（土）　　菅原先生
　　　　　　　・山口先輩、近藤麻美先輩が練習に来てくださいました。
　　　　　　　・肌寒い日でしたが、稽古するには丁度良い日でした。
　　　　　　　・長い掛り稽古でしたが、みんなよくがんばっていました。
　　　　　　　・地稽古では試合さながら、気合入ってました！

お当番さん、ありがとうございました。m(_ _)m

１１１１１１１１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

こんにちは！
よろしくお願いします！

「返事のタイミングをのがさな
いように、集中してお話を聞
こう！」　　「　「　「　「ハイッハイッハイッハイッ！」！」！」！」
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菅原先生菅原先生菅原先生菅原先生　　　　剣道功労賞受賞剣道功労賞受賞剣道功労賞受賞剣道功労賞受賞とととと79797979歳歳歳歳のおのおのおのお誕生日誕生日誕生日誕生日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

木村キャプテンから花束贈呈

たくさんのOBOGがお祝いに駆けつけました

賞状と記念の品々

授賞式後のハイ、ポーズ！
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ＡＡＡＡチームチームチームチーム　　　　予選予選予選予選リーグリーグリーグリーグ第第第第１１１１試合試合試合試合

ＡＡＡＡチームチームチームチーム　　　　予選予選予選予選リーグリーグリーグリーグ第第第第２２２２試合試合試合試合

チーム 先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将 勝ち数（本数）

森　渉 本荘日向 山崎直人 木村啓人 高橋 慧 加藤建太 西 聖仁

宮川 山本 上原 木村 村石 宮里 松田

４（８）

０（２）

積極的に前
に出ました。

相手はどんど
ん前に出てく
るタイプなの
で、本荘くん
の得意の間
合いにさせて
もらえません
でした。

あぶない、あ
ぶない・・・。
ちょっと動き
がカタイか
な。

ハイ、見事な
面２本。ありが
とう。

大丈夫。剣は
走っていま
す。もう少し
相手をゆさぶ
ろう。

いい面でし
た！この調子
で次も行こ
う！

１本決めるこ
とはできな
かったけど、
相手にもスキ
を与えません
でした。団体
戦はこれでい
いんです。

コメント

四誠館B

駒剣Ａ メメ

メ

反 コメ メ メ メ

メ

　11月23日（月･祝）の鳩ヶ谷市秋季剣道大会には、OB中学生を大将、副将に迎えて
駒剣からA、B2チームが参加しました。選手の頑張りに応援の熱も入り、Aチームは見事準優勝。
最後の合同稽古にも大勢が参加し、大変有意義な一日になりました。大会を主催された鳩ヶ谷
剣道連盟の先生方、役員の皆様にはお世話になりまして、ありがとうございました。

チーム 先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将 勝ち数（本数）

森　渉 本荘日向 山崎直人 木村啓人 高橋 慧 加藤建太 西 聖仁

名倉 浅川 谷澤 宇田川 天野 増子 伊藤

２（５）

コメント

今回も積極的
に前に出て、
試合を作りま
した。

間合いが近
すぎるぞ！　　
もっと自分の
間合いで１本
を決めていこ
う！

剣は走ってい
るのです
が・・・あせら
ず、試合時間
を有効に使
おう！

落ち着いた２
本、きれいに
決まりました。

動きは悪くな
かったのです
が、攻めが単
調だったよう
です。

相手の動きを
良く見て、２
本とりました。

終了間際に
落ち着いて２
本返しまし
た。

戸塚A

４（８）駒剣Ａ

メ コ

メ メ

メ

メ

メ

コ コ ココ メ

コ
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ＡＡＡＡチームチームチームチーム　　　　第第第第３３３３試合試合試合試合　　　　準決勝準決勝準決勝準決勝

チーム 先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将 勝ち数（本数）

森　渉 本荘日向 山崎直人 木村啓人 高橋 慧 加藤建太 西 聖仁

佐土原 若松 八谷 東 小室（春） 加藤 小室（雄）

駒剣A ３（５）

鳩ヶ谷A
１（２）

コメント

ちょっと油断
したときにとら
れてしまいま
した。

ナイス１本！
よく取り返しま
した！

３本くらい決
まっていたよ
うに見えまし
た。

木村君、本来
の力が発揮さ
れた試合。す
ばらしい！！

今日は少し体
が硬い？本
調子ではない
のかもしれな
いけど、勝ち
は勝ち。次も
がんばろう！

あざやかな出
小手です！

激しい面の打
ち合いでし
た。お互いに
引かない充
実した試合で
した。

やったぜ！リベンジ！

メ メ メ

メ

メ コ

メ

ＡＡＡＡチームチームチームチーム　　　　第第第第４４４４試合試合試合試合　　　　決勝戦決勝戦決勝戦決勝戦

チーム 先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将 勝ち数（本数）

森　渉 本荘日向 山崎直人 木村啓人 高橋 慧 加藤建太 西 聖仁

兵頭 秋山 甲斐 加藤 野口 清水 鈴木

　　　　　　　　２２２２位位位位ですですですです！　　！　　！　　！　　よくがんばりましたよくがんばりましたよくがんばりましたよくがんばりました！！　！！　！！　！！　見見見見たぞたぞたぞたぞ！！！！駒場駒場駒場駒場のののの魂魂魂魂！！！！！！！！！！！！

　力は互角だったと思います。団体戦では、特に後半の選手は何本取ればいいのかではなくて、何本とられてはいけ
ないかを考えないといけません。前半の選手は、後半の選手が少しでも楽になるように、１本を取ることです。Ｂｙ清水

３（５）

コメント

決められな
かったけど、
相手に決定
機を与えませ
んでした。

おしい出小手
がありまし
た！

山崎君の面も
良かったんだ
けど・・・

少し攻めが単
調だったか
な･･･。

後半の相手
の攻撃をよく
我慢して耐え
ました。１本
目の面も素晴
らしかった。

ほんわずか、
前に出た瞬
間に小手をと
られてしまい
ました。残
念。

最後はビシッ
と決めてくれ
ました。次の
試合につな
がる勝利で
す！

四誠館A

駒剣A ２（４）

コ ド

メメ

メ　メ コ

コ メ
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ＢＢＢＢチームチームチームチーム　　　　予選予選予選予選リーグリーグリーグリーグ第第第第１１１１試合試合試合試合

ＢＢＢＢチームチームチームチーム　　　　予選予選予選予選リーグリーグリーグリーグ第第第第２２２２試合試合試合試合

大変愛のあるコメントをくださった成人会員の清水さん、ありがとうございましたm(__)m

チーム 先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将 勝ち数（本数）

松本駿平 清水宗一郎 野村健人 有田 楽 真砂 裕 古澤由奈 石田 涼

小櫃 田中 木村 山田 山崎 田中 木村

１（１）

コメント

自信をもって
まっすぐ打っ
ていこう！！

小さくて間合
いもどんどん
近くしてくる相
手にてこずり
ましたが、い
い面が出まし
た。さあ、次
の人、続いて
こい！

よ～し、つな
いだ！相手
の動きがよく
見えています
ね。

またまたつな
いだ！一気
に波に乗るぞ
～！！

OKで～す。
次の試合も
真っ直ぐに
打っていこ
う！

もうひとつ、自
分のリズムに
乗り切れな
かったようで
す。相面でお
しくも取られ
てしまいまし
た。

安定感のある
技と試合運び
でした。

安行B

駒剣B ５（９）メ メ メドメ

メ

コ コメ ド

チーム 先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将 勝ち数（本数）

松本駿平 清水宗一郎 野村健人 有田 楽 真砂 裕 古澤由奈 石田 涼

佐土原 若松 八谷 東 小室（春） 加藤 小室（雄）

１（２）

コメント

おしい胴があ
りました。

ねばりました
ね～！！１本
までもう少し
だ！

下がらないよ
うに。もっと前
に出て１本を
決めていこ
う！

有田くんらし
い面でし
た！！

１本打ったあ
との残心と次
の技への持
続性に気を
つけよう。

残念！この試
合もリズムに
乗れませんで
したね。次の
機会に古澤さ
ん本来の力を
発揮してくだ
さい！！

ほんのわずか
の差です。相
手のタイミン
グをとる技を
ぬすもうね。

あ～残念。　
あと１勝・・・
この無念は
鳳翔剣大会
で晴らそ
う！！

鳩ヶ谷A

駒剣B ３（５）メ メ

メ メ

メ

コ コ コ メ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みんなのみんなのみんなのみんなの感想感想感想感想

＊「鳩ヶ谷の大会は強いチームがいっぱいいてつらかったけど、準優勝できてよかったです。最後に戦った鳩ヶ谷Aチームと

　　四誠館は強かったです。今度四誠館の人と戦うときは勝ちたいです。」（４年　森渉くん）

＊「準優勝だけど、個人的に勝ったのは1回なので、もっと強くなりたいです。」（４年　本荘日向くん）

＊「一番心に残ったのは、決勝戦での勝負になってからの相面で負けたのが非常に悔しくて、試合が終わってから

　　「あの時、何で負けたのかなー。」と考えていました。最後の合同稽古には全体から見て一人ひとりが気合をいれて

　　稽古をしている姿を見て、熱気が伝わって来ました。」（６年　山崎直人くん）

＊「前半はとても自分の手というかうでが重くて、どうしようもなかったのですが、竹刀が軽くなってきて本来の剣道が出せた

　ような気がします。ちょっと腕がのびなくて、のびのある剣道がなかなかできなかったのが残念です。

　　次からは体調管理をしっかりして、稽古にはげみたいです。」（６年　S.Tくん）

＊「今日は、優勝するつもりだったけど決勝で四誠館Aに負けてしまって、とても悔しい思いをしました。次の大会では、

　　絶対優勝したいです。今日の稽古と試合では、常に攻め続けることが大事で、一瞬でも気を抜くと一本を取られてしまう

　　ということが分かりました。（6年　木村啓人くん）

＊「久しぶりに駒剣のみんなと試合ができて、とてもうれしかったです。あまり役にはたてませんでしたが、いい思い出に

　　なりました。また、このような機会があればぜひ参加したいと思います。ありがとうございました。（中２　加藤建太先輩）

＊「約一週間ぶりに剣道をしましたが、最初から全力でいけました。準優勝することはできましたが、まだ課題はたくさん

　　残っているので、来年の学総にむけてすべて直していきたいです。ありがとうございました。」（中２　西聖仁先輩）

＊「ぼくは先鋒なのに二試合とも引き分けて勝てませんでした。なので、次の試合に出るときまでに

　　稽古をいっぱいして強くなってから試合に出たいです。」（４年　松本駿平くん）

＊「今日は一試合目に面で勝ちましたが、二試合目は鳩ヶ谷とやって引き分けました。今度の大会では二本勝ちが

　　できるように普段の稽古を頑張りたいです。」（４年　清水宗一郎くん）

＊「一試合目は胴を決めて一本勝ちでした。あまり攻めていないと後から感じました。それを活かしてよく攻めて、

　　相手の動きをよく見て試合をしたら勝てました。いい試合ができたと思います。　」（６年　野村健人くん）

＊「鳩ヶ谷A との試合でいつもより攻めていたら相面で負けた。そのせいでせっかくのペースを乱してしまった。駒場Bの

　　みなさん失礼しました。すみません・・・・　。」（６年　Y.Mくん）

＊「試合では２回戦まで行き、二回とも二本勝ちでよかったが、チーム的には２回戦目で負けてしまったので、来年は

　　中学生として出たい。」（６年　有田楽くん）

＊「人の何倍もけいこしなきゃいけないということを改めて感じました。」（中２　古澤由奈先輩）

＊「久しぶりに剣道をしたために自分の本来の動きをすることができませんでしたが、応援して

　　くださった先生、保護者、選手のために、結果は負けてしまいましたが、自分の全力を尽くした

　　ので、今日の負けをこれからの稽古に活かしていきたいと思います。」（中２　石田涼先輩）
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＊「一歩、相手より先に前へ出る心を持って試合に臨む。」（野村父）

＊「AチームもBチームもとってもがんばってました。応援もいっぱいできました。合同稽古はみんな強くて、

　　先生方にいろいろ教えてもらえてうれしかったです。来年は試合に出たいです。」（3年　本田青一郎）

＊「最後の合同稽古に出られて良かったです。合同稽古のときに思ったことは、強い相手がいっぱいで、絶対負けそうだな

　　と思いました。でも絶対負けないぞと思いました。」（２年　真砂歩くん）

＊「今回は試合には出れなかったけど、AチームやBチームの試合を見て、Aチームが準優勝をしてとてもうれしかったです。

　　次の試合のときは絶対出たいです。」（6年　小林孟史くん）

＊「ぼくは試合に出れなかったけど、応援や合同稽古をがんばったので良かったと思いました。

　　Aチームが準優勝できて良かったです。」（3年　新井駿太くん）

＊「とても内容の濃い試合を見せていただきありがとうございました。選手の皆様、お疲れさまでした。

　　久々に心が熱くなって、拍手で手も熱くなりました。」（M.H)　

＊「駒剣Aが決勝戦に出てすごかった。負けちゃったけど、とてもいい試合が見られて良かったです！」

　　（6年　堀田陽菜さん）

＊「選手の人たちは動きが速く、見ててとてもためになる試合が見れたと思います。」

　　（6年　堀田智菜さん）

＊「選手のみなさん、お疲れさまでした。皆さんのFightと気合でいつも元気をもらってます。ありがとう！

　これから冬になり、また寒さとの戦いもありますが、体調に気をつけてがんばってくださいね。」

　　（野口　順子さん）

＊「内容のある試合を見せてもらいとても良かったと思います。」（？さん）

＊「駒剣AチームBチーム、どちらも気合の入った素晴らしい試合でした。

　　一人ひとりがずいぶんと成長したなぁーと感慨深かったです。」（木村母さん）

＊「駒剣Aが決勝戦に出られて良かったと思いました。1位にはなれなかったけど、

　　AもBもがんばっていたと思います。」（6年　本田安葵子さん）

＊「ABの試合を見て、応援していると自分もやっている気持ちになりました。来年

　　出られたら勝ちたい！！」（R.Nくん）

＊「Aチーム、Bチーム共にチームワークもよく、素晴らしい試合をしていました。お疲れさまでした。応援も

　　思わず熱くなってしまうほどの熱戦でした。Aチーム準優勝おめでとうございました。」（さとちゃんかあさんさん）

＊「第一試合で応援負けしそう？！と思ったら、２F席と１Fでしっかり皆心が通じて応援を始めました。

　　さすがは駒剣！！すばらぴいです。」（Sさん）

＊「どの選手もいい動きで、どんどん飛び込んでいく姿勢にとても感動しました。チームワーク、駒剣のみんなの

　　チームワークでとてもいい結果が出せて良かったです。次も楽しみ！！」（まさごさちこさん）

＊「応援がいっぱいできて良かったです。合同稽古は強い先生や入賞した人とできたので良かったです。」

　　（3年　真砂智くん）
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＊「最後の稽古で強い人と長い間できてよかった。」（5年　渡辺周平くん）

＊「今日も活気あふれる精一杯の試合を見せてくれてありがとう。応援のみんなもしっかり稽古して、

　　一致団結の駒剣、気持ち良かったです。お疲れさま。」（　　　さん）

＊「AチームもBチームもとても気合が入っていました。みんなの肩のあたりから炎が見えていましたよ。

　　とてもすばらしかったと思います。楽しませてもらいました。ありがとうございます。」（Fさん）

大会運営関係者の方々、お世話になりましてありがとうございましたm(_ _)m
ご指導いただいた先生方、記録をつけていただいたり、当日参加くださった成人会員さん、
役員のみなさん、応援のご父兄の方々もありがとうございましたm(_ _)m

め
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皆皆皆皆さんさんさんさん！　！　！　！　今年今年今年今年のののの1111月月月月にににに立立立立てたてたてたてた『『『『今年今年今年今年のののの目標目標目標目標！』！』！』！』覚覚覚覚えていますかえていますかえていますかえていますか？？？？

色んな目標があったと思います、覚えていない人は思い出してみてください。

覚えている人は、どのくらい目標が達成できたか考えてみよう！

１６０／２００は良平さんの仕事での目標の一つです。

２００分の１６０とは、今年の目標の達成率です。（12月1日までで）

２００は『今年初めて会う人』（名刺交換する人）の人数を２００人以上を目標にしました。

１６０は実際に今日、12月1日までに『はじめまして、・・・・渡辺です、宜しくお願い致します。』と名刺交換

できた人の数です。だから今のところ達成率は８０％です。

なんで、こんな目標にしたかと言うと良平さんの仕事は雑用を含めて△／・X▼＋＊◎★・・・・と

何をやってるのか良く分かりませんが、一番多いのが『営業』と言ってお客さんに会社の商品を買って

もらうようにガンバル仕事です。（たくさんの人と会えたからと言って、たくさん買ってもらえるわけではありません。）

だいたい毎年100～120人くらいの人と『はじめまして・・・・宜しくお願い致します。』と名刺交換しますが

今年は、いつもの年よりももっと積極的に自分の会社の商品をたくさんお客さんに買ってもらおう！

そのためには、いつもよりたくさんの人と会おう！と考えて目標を考えました。

よく『一年の計は元旦にあり。』にありと言うますが、この言葉には『前』と『後』があるそうです。

前は『一日の計は朝にあり。』、後は『一生の計は少壮にあり。』だそうです。

良い言葉ですね。（意味が分からない人はお父さん、お母さんに聞いて下さいね。）

でも、良平さんは振り返ってみてどのくらい目標が達成できたか、あまり今まで考えたことがありませんでしたので

今年の目標に『1年経ってみてどのくらい達成できたか、自分の努力でどのくらい達成できたか数字で分かる

ような事頑張ろう！』と考えてこの２００人以上の人と名刺交換をするとしました。

剣道での目標は今年は考えていません、考えていないと言うか1年で達成できそうな目標ではありませんので

数年で達成できれば良いな、嬉しいなと思うような内容です。

それは『真っ直ぐな面を打つ』ですが、去年からの目標で、去年の合宿でも、今年の合宿でもずっと同じ

ままです。

今年今年今年今年もももも残残残残りりりり20202020日日日日ととととチョッチョッチョッチョッとでとでとでとで2010201020102010年年年年のおのおのおのお正月正月正月正月をををを迎迎迎迎えますえますえますえます。。。。
来年来年来年来年のののの目標目標目標目標をををを考考考考えるためにもえるためにもえるためにもえるためにも今年今年今年今年のののの目標目標目標目標がどうだったかがどうだったかがどうだったかがどうだったか？？？？
考考考考えてみようえてみようえてみようえてみよう！！！！

年越し計画で『埼玉大学の寒稽古に皆勤する！』も入れてみては？

１６０１６０１６０１６０／／／／２００２００２００２００　！？　！？　！？　！？

 　　 　　　

渡辺渡辺渡辺渡辺　　　　良平良平良平良平

「はじめまして」が160人！！ってすごいですね～＼(◎o◎)／！
今年の私の目標、何だったかな？・・・忘れちゃった･･･(^_^;)　今度は忘れないように書いておこう！
良平さん、今年も楽しいお話をありがとうございましたm(__)m
来年もどうぞよろしくお願いいたします(^^)/
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　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　　　　全全全全２１２１２１２１日間日間日間日間のののの初日初日初日初日　　　　午前午前午前午前５５５５：：：：３０３０３０３０～～～～７７７７：：：：３０３０３０３０（（（（埼玉大学総合体育館埼玉大学総合体育館埼玉大学総合体育館埼玉大学総合体育館））））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１日だけでも３０分だけでもいいから、がんばって参加してみよう(^^)/
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前半１１日間･･･１２月２０日（日）～３０日（水）
　　　　　　　　後半１０日間･･･１月５日（火）～１４日（木）
　　　　　　　　　鳳翔剣大会鳳翔剣大会鳳翔剣大会鳳翔剣大会・・・・・・・・・・・・１１１１月月月月10101010日日日日（（（（日日日日））））

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　　　　※※※※普段着普段着普段着普段着でででで参加参加参加参加ですですですです！！！！稽古着稽古着稽古着稽古着････袴袴袴袴・・・・防具防具防具防具はははは持持持持ってきてねってきてねってきてねってきてね。。。。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳詳詳詳しくはおしくはおしくはおしくは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。。。。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※祝日ですが、１９日には一級審査があるの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
　　　　　　　　　 　楽しいこと盛りだくさんの クリスマス会です！保護者の方の見学も大歓迎！
　　　　　　　　　　 プレゼント交換用のプレゼントを用意しよう！
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

　

お 知 ら せ

　 　

１２１２１２１２月月月月のののの予定予定予定予定

　５（火）　　埼玉大学寒稽古　後半開始（～１４日（木）まで）　午前５：３０～７：３０　（埼玉大学総合体育館）
　７（木）　　駒剣　稽古始め　５：００～７：００　　今年もよろしくお願いしま～すm(_ _)m
　９（土）　　駒剣　鏡開き　稽古は通常どおり ３：００～５：００　お汁粉の代わりにおまんじゅうが配られます♪
１０１０１０１０（（（（日日日日）　　）　　）　　）　　埼玉大学埼玉大学埼玉大学埼玉大学　　　　鳳翔剣大会鳳翔剣大会鳳翔剣大会鳳翔剣大会　　　　　　　　９９９９：：：：３０３０３０３０　　　　開会式開会式開会式開会式　　（　　（　　（　　（埼玉大学総合体育館埼玉大学総合体育館埼玉大学総合体育館埼玉大学総合体育館））））
１４（木）　　通常どおり　５：００～７：００
１６（土）　　通常どおり　３：００～５：００
２１（木）　　通常どおり　５：００～７：００
２３（土）　　通常どおり　３：００～５：００
２８（木）　　通常どおり　５：００～７：００
３０３０３０３０（（（（土土土土）　　）　　）　　）　　菅原慶一先生菅原慶一先生菅原慶一先生菅原慶一先生『『『『剣道功労賞剣道功労賞剣道功労賞剣道功労賞』　』　』　』　駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会『『『『少年剣道教育奨励賞少年剣道教育奨励賞少年剣道教育奨励賞少年剣道教育奨励賞』』』』受賞祝賀会受賞祝賀会受賞祝賀会受賞祝賀会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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　　　　３３３３FFFF　　　　プラチナルームプラチナルームプラチナルームプラチナルーム　　　　午後午後午後午後2222時時時時～～～～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　菅原先生菅原先生菅原先生菅原先生とととと駒剣駒剣駒剣駒剣ののののダブルダブルダブルダブル受賞受賞受賞受賞をおをおをおをお祝祝祝祝いするいするいするいする会会会会ですですですです。。。。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　できるだけできるだけできるだけできるだけ多多多多くのくのくのくの皆皆皆皆さんとさんとさんとさんと喜喜喜喜びをびをびをびを分分分分かちかちかちかち合合合合いたいといたいといたいといたいと思思思思いますいますいますいます。。。。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加申参加申参加申参加申しししし込込込込みのおみのおみのおみのお手紙手紙手紙手紙がががが出出出出ていますのでごていますのでごていますのでごていますの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。。。。
　　　　　　　　　　（当日の稽古はお休みです）

１１１１月月月月のののの予定予定予定予定

※埼玉大学鳳翔剣大会の日程は1111月月月月に変更になりました。
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１１月２８日の保護者会には大勢の保護者の方にご出席いただきありがとうございました。
お陰様で、来年度の役員さん候補が決まりましたのでご紹介します。

後援部部長後援部部長後援部部長後援部部長・・・・・・・・・・・・渡辺良平渡辺良平渡辺良平渡辺良平さんさんさんさん（（（（続続続続々々々々投投投投））））
　〃　　〃　　〃　　〃　副部長副部長副部長副部長・・・・・・・・・・・・真砂真砂真砂真砂ママママママママさんさんさんさん（（（（続投続投続投続投））））
会計会計会計会計・・・・・・・・・・・・森森森森ママママママママさんさんさんさん、、、、松本松本松本松本ママママママママさんさんさんさん
書記書記書記書記・・・・・・・・・・・・新井新井新井新井ママママママママさんさんさんさん（（（（続投続投続投続投）、）、）、）、加藤加藤加藤加藤ママママママママさんさんさんさん
合宿委員合宿委員合宿委員合宿委員・・・・・・・・・・・・須山須山須山須山ママママママママさんさんさんさん、、、、佐佐佐佐々々々々木木木木ママママママママさんさんさんさん、、、、三浦三浦三浦三浦パパパパパパパパさんさんさんさん、、、、加藤加藤加藤加藤パパパパパパパパさんさんさんさん、、、、清水清水清水清水パパパパパパパパさんさんさんさん

正式には来年の総会で決定ですが、引継ぎの関係で今後の行事で徐々にお手伝いいただくとのこと。
お世話になります。後援部の保護者みんなで役員さんたちをバックアップしていきましょう。
どうぞよろしくお願い致しますm(_ _)m

今年も駒剣文集「剣は心なり」の原稿募集の季節となりました。
小学生は全員。卒業記念文集にもなりますので、お忙しいところ恐れ入りますが、
６年生の保護者の方も全員提出でよろしくお願い致します。
お手紙が配られていますので、詳しくはそちらをご覧ください。
イラスト・写真も大募集しています。
〆切間近に、何十人もの原稿を処理するのは大変です。なるべく早めに提出しましょうね♪

最後はお楽しみ！星やん武芸帳！
何だか楽しい（怪しい？）チェックリスト付き！　みんなでやってみよう！！
星野さん今年も１年間ありがとうございましたm(__)m
来年もまたどうぞよろしくお願いいたします(^^)/

新役員新役員新役員新役員さんさんさんさん候補候補候補候補がががが決決決決まりましたまりましたまりましたまりました

文集原稿大募集文集原稿大募集文集原稿大募集文集原稿大募集

※お知らせ・・・①10月に入会した木村勇基くんが、残念ながらお家の都合で退会されました。短い間でしたが
　　　　　　　　　　木村君ありがとうございました。またどこかで会えるといいね。元気でね！

　　　　　　　　　②「駒剣勝手に指名リレー」は都合によりお休みさせていただきます。
　　　　　　　　　　新年1月号の走者は石井邦明先輩の予定です。どうぞお楽しみに！
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