
　　

おうちの人とみんなでよんでくださいね。おうちの人とみんなでよんでくださいね。おうちの人とみんなでよんでくださいね。おうちの人とみんなでよんでくださいね。
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目標に
　　向かって
　　　がんばれ！！
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1 有田　楽 4 本荘　真 21 荒井  健文　 1 有田　母 4

2 太田　智子 4 尾島　寿子 6 西　聖仁 21 大野　母 5

3 大野　敦史 8 山田　節男 4 星野　正成 1 小林　母 1

4 木村　啓人 5 山崎　利男 21 石田　涼 1 高橋　母 4

5 小林　孟史 2 渡辺　良平 21 古澤　由奈 12 堀田　母 1

6 高橋　慧 3 西　博尚 5 千葉　智佳 21 本田　母 1

7 野村　健人 3 星野　芳範 20 田上　征哉 2 真砂　母 21

8 平田　雄也 7 中牟田　英明 5 加藤　晃揮 1 中牟田　母 2

9 堀田　智菜 5 須山　勉 11 松尾　雅樹 1 渡辺　母 1

10 堀田  陽菜 5 古澤　久枝 11 星野　裕美 2 清水　母 11

11 本田　安葵子 7 近藤　英隆 1 加藤　建太 5 本荘　母 2

12 真砂　裕 21 石井　美保 1 渡辺　靖宝 6 松本　母 3

13 山崎　直人 21 近藤　千恵子 1 渡辺　郁宝 6 北嶋　母 1

14 吉田　高壮 3 渡邊　順迎 1 田中　裕一郎 8 千葉　母 21

15 佐々木　涼太 3 稲森　久士 6 石田　陸人 21 北嶋　父 5

16 中牟田　莉奈 6 清水　聡 21 野口　慶人 13

17 渡辺　周平 21 新井　美鈴 12 古谷　慧 21

18 清水　宗一郎 20 本田　正則 7 小林　滉生 4

19 須山　舜太 1 新井　孝哉 11 細谷　遼太 3

20 本荘　日向 21 大西　美映子 5 本多　修平 3

21 松本　駿平 3 神嵜　恵 3

22 森　渉 19 松浦　宏大 3

23 新井　駿太 12 渡辺　あこ 2

24 有田　好 4 渡辺　かこ 21

25 大西　弘泰 5

26 北嶋　柊一 5

27 本田　青一郎 5

28 真砂　智 15

29 真砂　歩 15
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今月のことば今月のことば今月のことば今月のことば おうちの人とみんなでよんでください。おうちの人とみんなでよんでください。おうちの人とみんなでよんでください。おうちの人とみんなでよんでください。

本荘先生より本荘先生より本荘先生より本荘先生より

　２月になりました。毎年思うのですが、１月は時間が経つのが早いですね。１年の中で一番短く感じるのが１月のような気がします。
一日一日を大切に過ごさないと、と思うこの頃です。

　さて、１月３０日に行われました『「菅原先生　剣道功労賞」「駒場剣友会　少年剣道教育奨励賞」　受賞祝賀会』では、大勢の方の
ご尽力をいただき、大変和やかで楽しい会ができましたこと、この場をお借りしまして御礼申し上げます。ありがとうございました。来賓
の方々にも喜んでいただけたようで、うれしく思っています。会としても、良い節目となったような気がしています。また、あらためて剣
で繋がる人の縁の深さ、広がりを肌で感じ、大事にしなければと感じました。会に携わる者全員が、これを励みに今後とも精進してい
きましょう。

　２月号といえば、恒例の埼玉大学寒稽古参加集計結果です。今回は３年に１回の２１日間長丁場の寒稽古でした。前半は１２月２０
日から３０日まで、後半は１月５日から１４日まで、子どもも大人も駒剣士大いにがんばりました。のべ参加回数が７０９回、日数が多い
からとはいえ、またまた記録更新(昨年は５９１回)です。実参加人数は、８８人にもなります。すごいことですね。特に今年は、面つけで
小学生が競うように早くつけて、先生方に率先して基本打ちをお願いする姿が目立ちました。大保木先生が、「不快の中に快を見つ
ける」と言われていましたが、駒剣士にとっては寒稽古そのものがすでに「快｣であるように見受けられました。
　皆勤賞、精勤賞のみなさん、おめでとうございます。私も（自身のことで恐縮ですが）久しぶりに皆勤することができました。千秋楽で
全体の前でもお話させていただきましたが、今回皆勤できたのは、まさに息子のおかげでした。毎朝、嫌がらずに起きて着替えて、当
たり前のように参加していました。もっと言えば、息子ががんばれたのは、３日目から毎朝一緒に参加してくれた森君のがんばりがあっ
たからかも知れません。そして、途中、何日間かごいっしょできた山崎さん父子のおかげもありました。

行き帰りの道中、いろいろな話をしながら楽しく参加で
きました。もちろん、行けば駒剣の皆さんに会える、稽
古がいっしょにできるということもありました。絶対に１人
ではできない稽古ということを強く感じた今回の２１日間
でした。（あの時間に１人であそこを「いち、いち、いち
に～♪」とグルグル走っていたら通報されますね。)

　がんばった皆さん、お疲れさまでした。１日でも参加し
てがんばった経験は、必ずこれから生きてきます。「あ
んな時間に起きて、寒い中、大学生といっしょに稽古し
てきたんだ。」という気持ちは自信になります。

　鳳翔剣大会でもがんばりましたね。見ていた方から報
告をいただきました。このあと、村岡杯、さくら草旗と大
きな大会も控えています。私は残念ながらいずれも都
合がつかず参加できませんが、みんなの今までがん
ばった成果があらわれることを期待しています。
　
　６年生は小学校生活が残り２か月となりました。最後
の総仕上げをしっかり行ってください。うれしいことに有
賀君も復帰してくれます。まず学年のまとまりを大事
に、そして多くのことを後輩たちに伝えるべく稽古に臨
んで欲しいと思います。
　駒剣の稽古としては３月で一区切りとなりますが、君
たちの剣道はまだまだこれからです。アンケートで、多
くの６年生が中学校に行っても剣道を続けてくれるよう
でうれしいです。それに今回の寒稽古で、渡辺かこ
ちゃんが皆勤賞、剣道部がなくても剣道を続けられるこ
とを実証してくれました。
　
　この間行われたさいたま市中体連の冬季リーグでも、
駒剣のＯＢは大活躍だったようです。男女優勝した本
太中では、石田涼、田上、松尾先輩が立役者だったそ
うです。そして、そのチームを率いるのが駒剣のさらに
上の先輩、荒井先輩です。駒剣に関わる人みんなが
それぞれのポジションで一生懸命剣道に取り組んでい
ること、何よりの励みになります。
　
　コマケン　ファイト～　　オー　！
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１月７日(木）　　　石井先生

・寒稽古中におしゃべりはやめましょう。

　 ・基本の稽古。キレイな面を打つ、残心まできちんととる。

･声があまり出ていなかったのは、寒稽古のお疲れが出ているのかな？

１月９日(土)　　菅原先生・本荘先生・尾島先生

･今日は土曜日の初稽古らしく、とても気合が入っていました。

･寒稽古の成果がたくさん出てました。面つけも早くなりました。

･終わりには鏡開きということでおまんじゅうが配られました。明日の試合、がんばってください。

１月１４日(木)　　大本先生・尾島先生

・基本の大切な稽古をグループに分かれて普段とは違う方法でしました。

　より集中できていました。

・埼大寒稽古でも多くの先生方が基本が大切だとおっしゃっていました。

･神田先輩、大本先輩がいらしてくださいました。

１月１６日(土)　　菅原先生・本荘先生･尾島先生

･山田さん５段、近藤さん、山口先輩が４段、渡辺あこ先輩が２段に合格され、免状が授与されました。

　おめでとうございます！

･埼大の寒稽古に皆勤した真砂裕くん、山崎くん、渡辺くん、本荘くんの４名、寒い中毎日よくがんばりました。

　皆勤おめでとう！

･今日の稽古と来週の月例試合の結果で、３月の試合の選手が決まります。みなさん、気合を入れてがんばってください。

１月２１日(木)　　尾島先生

･今日は村岡杯、さくら草旗に向けて試合をしました。久しぶりの記録係で戸惑うことが多く、上手にできませんでした。

　もっと勉強しないといけません(>_<)

･西（聖）先輩が稽古に来てくれて、審判もやってくれました。

１月２３日(土)　　菅原先生・尾島先生・山崎先生

・３月の試合の選手選考のための月例試合でした。そのせいか、いつもの月例試合よりも気迫と緊張感があったように

　見えました。試合を見ている姿もみんな真剣でした。

１月２８日(木)　　尾島先生

･尾島先生のご指導に集中して耳を傾けていました。

　まだまだ返事などの声が小さい。一番大きな声で返事をしていたのは、西先輩でした。

お当番さん、寒い中ありがとうございましたm(_ _)m

１月のお当番さんノートの感想より１月のお当番さんノートの感想より１月のお当番さんノートの感想より１月のお当番さんノートの感想より

１月１０日　鳳翔剣大会より
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菅原先生のスピーチ
　　　　　　　　　　　　　　　　 花束贈呈後の本荘会長のスピーチ
（左から本荘先生、菅原先生奥様、菅原先生、丸山先生奥様、木村先生、尾島先生）

お話をいただいた来賓の先生方お話をいただいた来賓の先生方お話をいただいた来賓の先生方お話をいただいた来賓の先生方

豊島先生（浦和剣道連盟） 佐藤先生（浦和剣道連盟） 大保木先生（埼玉大学） 町田先生（塚越剣友会） 八谷先生（鳩ヶ谷剣道連盟）

渡辺さん（駒剣後援部部長） 山田さん（駒剣錬成部部長）

星野さん（司会進行）来賓の先生方のお話に耳を傾ける出席者のみなさん。

先月３０日(土)、菅原先生の剣道功労賞受賞と、駒場剣友会の少年剣道教育奨励賞受賞という二つのおめでたい受賞をお祝いする会が、ロイヤルパイン
ズホテルで盛大に行われました。浦和剣道連盟の先生方や駒剣に縁のある先生方をはじめ、ＯＢＯＧやその保護者の方々など会員以外にも多数のご出席
をいただき、総勢６０名以上の宴会は終始心温まる和やかな雰囲気の中で、喜びと感謝の気持ちに包まれていました。
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会場に飾られた賞状や記念品と丸山先生のお写真

九州の山﨑先生（元駒場剣友会師範）からの祝電が披露
されました。山崎先生、ありがとうございましたm(__)m

菅原先生のお祝いに駒剣小学生剣士たちが書いた寄せ書きが贈られました。

出席者全員に記念品として配られた特製の風呂敷

祝賀会を企画運営してくださった役員さんと成人会員さんたち、素晴らしい会をありがとうございましたm(__)m
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２１日間の寒稽古もいよいよ大詰めを迎えた先月１０日（日）、埼玉大学鳳翔剣大会が開催されました。

小学生の試合は２分間の本数勝負。３本でも４本でも取れるだけ取るというちょっと変わった試合で、いっぱい取れた子も、逆に取られてしまった子も

いたのではないでしょうか。

しかし、どの子も堂々とした態度で試合に臨み、力いっぱい戦っていました。試合結果とコメントに合わせて、各選手の感想もどうぞ。

本荘　日向くん本荘　日向くん本荘　日向くん本荘　日向くん

- 大貫（朝霞） ・・・背の高い相手。負けずに真ん中を攻めていました。惜しい判定負けでした。

感想　「一回戦で負けたのでくやしかったです。」感想　「一回戦で負けたのでくやしかったです。」感想　「一回戦で負けたのでくやしかったです。」感想　「一回戦で負けたのでくやしかったです。」

森　渉くん森　渉くん森　渉くん森　渉くん

- 竹川（忠誠館） ・・・序盤からいい声が出てました。勢いのある面でした。終始自分のペースでした。

- 上野（真和会） ･･･お互い面の打ち合いでした。小刻みに足を使って動かれた分、一瞬のところで

　　　　　　　　　打たれました。

感想　「２回戦目で負けて悔しかったです。」感想　「２回戦目で負けて悔しかったです。」感想　「２回戦目で負けて悔しかったです。」感想　「２回戦目で負けて悔しかったです。」

中牟田　莉奈さん中牟田　莉奈さん中牟田　莉奈さん中牟田　莉奈さん

- 會田（川口北スポ） ･･･先を取ってよく攻めた。1本になりそうな胴が2つあった。判定では旗3本上がった。

- 渡部（朝霞剣連） ･･･いろいろな技を出していたが惜しかった。自分から攻めていく気持ちが良かった。

感想　「2回戦目は小手で負けてしまいました。声も出なかったし、足も動かなかったので次の試合では気をつけてたいです。」感想　「2回戦目は小手で負けてしまいました。声も出なかったし、足も動かなかったので次の試合では気をつけてたいです。」感想　「2回戦目は小手で負けてしまいました。声も出なかったし、足も動かなかったので次の試合では気をつけてたいです。」感想　「2回戦目は小手で負けてしまいました。声も出なかったし、足も動かなかったので次の試合では気をつけてたいです。」

木村　啓人くん木村　啓人くん木村　啓人くん木村　啓人くん

- 福島（荒川） ・・・初太刀から先を取ってよく攻め、休まず技を出したが、相手のタイミングがよかった。

感想　「今日は打ちが小さく、相手の中心を取れなかったです。これからの稽古でもっと大きく打ち、相手の中心を取れるようにしたいです。」感想　「今日は打ちが小さく、相手の中心を取れなかったです。これからの稽古でもっと大きく打ち、相手の中心を取れるようにしたいです。」感想　「今日は打ちが小さく、相手の中心を取れなかったです。これからの稽古でもっと大きく打ち、相手の中心を取れるようにしたいです。」感想　「今日は打ちが小さく、相手の中心を取れなかったです。これからの稽古でもっと大きく打ち、相手の中心を取れるようにしたいです。」

真砂　裕くん真砂　裕くん真砂　裕くん真砂　裕くん

- 村田（天馬） ・・・小さいながらもすばしっこい相手でした。落ち着いて攻めてましたが、

　　　一瞬の隙に面が入ってしまいました。

感想　「正面打ちをまともに食らってしまった。もっとしっかり応じたい。」感想　「正面打ちをまともに食らってしまった。もっとしっかり応じたい。」感想　「正面打ちをまともに食らってしまった。もっとしっかり応じたい。」感想　「正面打ちをまともに食らってしまった。もっとしっかり応じたい。」

高橋　慧くん高橋　慧くん高橋　慧くん高橋　慧くん

- 安河内（天馬） ・・・まっすぐできれいな剣道をしている。連続技も出て、互角の相手に良い試合ぶりだった。

- 金子（朝霞） ・・・一回戦目よりエンジンがかかり、力強さが加わった。思い切った面が素晴らしかった。

- 赤澤（妙武館） ・・・気持ちは負けていなかった。相手の剣先の速さ、鋭さが少し優っていた。

感想　「三回戦負けでまずまずな結果だったけれど、技術ではなくて礼儀とは言いがたいけれど試合が終わったあとに、感想　「三回戦負けでまずまずな結果だったけれど、技術ではなくて礼儀とは言いがたいけれど試合が終わったあとに、感想　「三回戦負けでまずまずな結果だったけれど、技術ではなくて礼儀とは言いがたいけれど試合が終わったあとに、感想　「三回戦負けでまずまずな結果だったけれど、技術ではなくて礼儀とは言いがたいけれど試合が終わったあとに、

　　　　　相手の人ともっと仲良くなれたことがうれしかったです。これからも交剣知愛を大切にして頑張っていきたいです。」　　　　　相手の人ともっと仲良くなれたことがうれしかったです。これからも交剣知愛を大切にして頑張っていきたいです。」　　　　　相手の人ともっと仲良くなれたことがうれしかったです。これからも交剣知愛を大切にして頑張っていきたいです。」　　　　　相手の人ともっと仲良くなれたことがうれしかったです。これからも交剣知愛を大切にして頑張っていきたいです。」

山崎　直人くん山崎　直人くん山崎　直人くん山崎　直人くん

- 吉田（朝霞剣連） ・・・声がよく出て、気勢十分。間合いもよく、他にも惜しい面があった。

- 寺尾（天馬） ･･･（試合が重なりコメントできず）

感想　「1試合目はエンジンがかからなかったが、何とか勝てた。2試合目は出小手が決まって油断してしまい逆転負けでした。感想　「1試合目はエンジンがかからなかったが、何とか勝てた。2試合目は出小手が決まって油断してしまい逆転負けでした。感想　「1試合目はエンジンがかからなかったが、何とか勝てた。2試合目は出小手が決まって油断してしまい逆転負けでした。感想　「1試合目はエンジンがかからなかったが、何とか勝てた。2試合目は出小手が決まって油断してしまい逆転負けでした。

　　　　　なので、次からはこのようなことがないように気をつけたいです。」　　　　　なので、次からはこのようなことがないように気をつけたいです。」　　　　　なので、次からはこのようなことがないように気をつけたいです。」　　　　　なので、次からはこのようなことがないように気をつけたいです。」
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６年生６年生６年生６年生
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有田　楽くん有田　楽くん有田　楽くん有田　楽くん

- 北村（朝霞剣連） ・・・気合があり、よく声が出て攻めまくった。延長で鋭い小手が決まった。少し間合いを取ると

　　　もっと決まるのでは？

- 神山（川口北スポ） ･･･体格の小さい相手にあわせよく面を出した。小手擦り上げ面とか高度な技もあった。延長での

　　　小手で１本。

- 新井（荒川） ･･･延長での胴で抜けたところを追い面で取られ残念だったが、休まず多彩な技を出していた。

感想　「相手はいつもと同じような強さだったが、延長戦時間ギリギリで面を取られてしまった。（三回戦）感想　「相手はいつもと同じような強さだったが、延長戦時間ギリギリで面を取られてしまった。（三回戦）感想　「相手はいつもと同じような強さだったが、延長戦時間ギリギリで面を取られてしまった。（三回戦）感想　「相手はいつもと同じような強さだったが、延長戦時間ギリギリで面を取られてしまった。（三回戦）

　　　　今日のような失敗をしないように稽古していこうと思う。」　　　　今日のような失敗をしないように稽古していこうと思う。」　　　　今日のような失敗をしないように稽古していこうと思う。」　　　　今日のような失敗をしないように稽古していこうと思う。」

野村　健人くん野村　健人くん野村　健人くん野村　健人くん

- 薮上（朝霞） ・・・序盤から面２本。エンジン全開。

（不戦勝） - 関根（天馬）

- 松本（妙武館） ・・・（試合が重なりコメントできず）

感想　「全体的に良い試合ができたと思います。三回戦目の試合は自分では勝てる相手だと思いましたが感想　「全体的に良い試合ができたと思います。三回戦目の試合は自分では勝てる相手だと思いましたが感想　「全体的に良い試合ができたと思います。三回戦目の試合は自分では勝てる相手だと思いましたが感想　「全体的に良い試合ができたと思います。三回戦目の試合は自分では勝てる相手だと思いましたが

　　　　気持ちで負けてしまってくやしいです。」　　　　気持ちで負けてしまってくやしいです。」　　　　気持ちで負けてしまってくやしいです。」　　　　気持ちで負けてしまってくやしいです。」

平田　雄也くん平田　雄也くん平田　雄也くん平田　雄也くん

- 岡（妙武館） ・・・小さくてもよく動く相手。落ち着いてよく攻めていました。

感想　「ぼくは一回戦目で判定負けしてしまいました。全然攻めていなかったので、これからはどんどん攻めていきたいです。」感想　「ぼくは一回戦目で判定負けしてしまいました。全然攻めていなかったので、これからはどんどん攻めていきたいです。」感想　「ぼくは一回戦目で判定負けしてしまいました。全然攻めていなかったので、これからはどんどん攻めていきたいです。」感想　「ぼくは一回戦目で判定負けしてしまいました。全然攻めていなかったので、これからはどんどん攻めていきたいです。」

大野　敦史くん大野　敦史くん大野　敦史くん大野　敦史くん

- 永田（川口北スポ） ･･･先に先に攻めていました。延長で惜しかった。

感想　「ずっと面を打っていたと思う。良かったところが多かったので、次の大会では勝ちたいです。」感想　「ずっと面を打っていたと思う。良かったところが多かったので、次の大会では勝ちたいです。」感想　「ずっと面を打っていたと思う。良かったところが多かったので、次の大会では勝ちたいです。」感想　「ずっと面を打っていたと思う。良かったところが多かったので、次の大会では勝ちたいです。」

堀田　陽菜さん堀田　陽菜さん堀田　陽菜さん堀田　陽菜さん

- 竹渕（粕川） ･･･強い相手でしたが、落ち着いて相手を見ていました。

感想　「今日は３-０で１本も取れずに負けてしまったので、次は１本でも取れるように頑張りたいです！」感想　「今日は３-０で１本も取れずに負けてしまったので、次は１本でも取れるように頑張りたいです！」感想　「今日は３-０で１本も取れずに負けてしまったので、次は１本でも取れるように頑張りたいです！」感想　「今日は３-０で１本も取れずに負けてしまったので、次は１本でも取れるように頑張りたいです！」

堀田　智菜さん堀田　智菜さん堀田　智菜さん堀田　智菜さん

- 宇田（川口北スポ） ･･･惜しい面がありました。いつもより声は出ていたよ！

感想　「１本も取れなかったので、次の試合のときは１本とれるようにしたいです。」感想　「１本も取れなかったので、次の試合のときは１本とれるようにしたいです。」感想　「１本も取れなかったので、次の試合のときは１本とれるようにしたいです。」感想　「１本も取れなかったので、次の試合のときは１本とれるようにしたいです。」

太田　智子さん太田　智子さん太田　智子さん太田　智子さん

不戦勝 - 平松（天馬）

- 大島（真和会） ･･･前年優勝の相手の剣先が効いていたが果敢に攻めていく姿勢が立派。

　　連続技など上達を感じます。

感想　「２回戦で負けてしまいました。まだまだだめな所がたくさんあったので、これから直していきたいです。」感想　「２回戦で負けてしまいました。まだまだだめな所がたくさんあったので、これから直していきたいです。」感想　「２回戦で負けてしまいました。まだまだだめな所がたくさんあったので、これから直していきたいです。」感想　「２回戦で負けてしまいました。まだまだだめな所がたくさんあったので、これから直していきたいです。」

本多　安葵子さん本多　安葵子さん本多　安葵子さん本多　安葵子さん

　　- 上野（真和会） ･･･絶えず攻めてくる相手によく応戦した。あと一息、声をのばすと１本になるのでは？

感想　「１本も取れなかったので、もっと練習して今度の試合には勝ちたいと思います。」感想　「１本も取れなかったので、もっと練習して今度の試合には勝ちたいと思います。」感想　「１本も取れなかったので、もっと練習して今度の試合には勝ちたいと思います。」感想　「１本も取れなかったので、もっと練習して今度の試合には勝ちたいと思います。」

小林　滉生先輩　小林　滉生先輩　小林　滉生先輩　小林　滉生先輩　

- 畠山（新座） ･･･落ち着いた試合運びだったが、もう少し前に出ていけたら良かった。

感想　「相手攻撃を受けてばかりで自分の思うような試合ができなかった。もっと足を使って試合を進められるようにしたいです。」感想　「相手攻撃を受けてばかりで自分の思うような試合ができなかった。もっと足を使って試合を進められるようにしたいです。」感想　「相手攻撃を受けてばかりで自分の思うような試合ができなかった。もっと足を使って試合を進められるようにしたいです。」感想　「相手攻撃を受けてばかりで自分の思うような試合ができなかった。もっと足を使って試合を進められるようにしたいです。」

コ

コ

メ

メ

判

ド

メ

メ

メ

コ

メ

メ

メ

メメ

メ

メメメ

メ
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石田　陸人先輩石田　陸人先輩石田　陸人先輩石田　陸人先輩

- 杉田（塚越） ・・・良い飛び込み面が決まった。が、少し受ける側に回ることが多いか？もっと前へ前へ！

- 膳熊（粕川） ･･･面は相変わらず良いのに、なかなか決まらず。もったいない。１試合目に続き、もう少し

　　　前に出る積極さがほしかった。

感想　「体勢が崩れてしまうことが多かった。また自分のペースが保てず、相手のペースで進んでしまった。感想　「体勢が崩れてしまうことが多かった。また自分のペースが保てず、相手のペースで進んでしまった。感想　「体勢が崩れてしまうことが多かった。また自分のペースが保てず、相手のペースで進んでしまった。感想　「体勢が崩れてしまうことが多かった。また自分のペースが保てず、相手のペースで進んでしまった。

　　　　　次はもう少し攻め方を工夫したい。」　　　　　次はもう少し攻め方を工夫したい。」　　　　　次はもう少し攻め方を工夫したい。」　　　　　次はもう少し攻め方を工夫したい。」

本多　修平先輩本多　修平先輩本多　修平先輩本多　修平先輩

- 板橋（朝霞） ・・・基本に忠実に真っ直ぐ打っていた。打ったあとも素晴らしい。

- 櫻井（粕川） ･･･初太刀、相面を制したが追いつかれ、最後も面を取られた。

感想　「相面で１本とることができたけど、２回戦目では相手との手数の量で負けてしまったので、これからの稽古で活かしていきたいです。」感想　「相面で１本とることができたけど、２回戦目では相手との手数の量で負けてしまったので、これからの稽古で活かしていきたいです。」感想　「相面で１本とることができたけど、２回戦目では相手との手数の量で負けてしまったので、これからの稽古で活かしていきたいです。」感想　「相面で１本とることができたけど、２回戦目では相手との手数の量で負けてしまったので、これからの稽古で活かしていきたいです。」

野口　慶太先輩野口　慶太先輩野口　慶太先輩野口　慶太先輩

- 阿部（与野東） ・・・スピードのある相手によく粘り善戦。出ばなも惜しいものがあったが、

　　　もっと攻める気持ちを持ってほしい。

感想　「いい動きができなかった判定で負けてしまったことがくやしかったです。自分のペースでできませんでした。感想　「いい動きができなかった判定で負けてしまったことがくやしかったです。自分のペースでできませんでした。感想　「いい動きができなかった判定で負けてしまったことがくやしかったです。自分のペースでできませんでした。感想　「いい動きができなかった判定で負けてしまったことがくやしかったです。自分のペースでできませんでした。

　　　　　でも自分の力を出せて良かったです。声をよく出せました。」　　　　　でも自分の力を出せて良かったです。声をよく出せました。」　　　　　でも自分の力を出せて良かったです。声をよく出せました。」　　　　　でも自分の力を出せて良かったです。声をよく出せました。」

細谷 遼太先輩細谷 遼太先輩細谷 遼太先輩細谷 遼太先輩

- 青山（大原中） ･･･身長差はあったが、積極的に面を攻めていた。惜しい小手もあった。

- 中野（日進中） ･･･惜しい小手が数回あったが、その場打ちになってしまった。

- 川村（与野東） ･･･双方よく攻めあっていたが、細谷が相手の動きを落ち着いてよく見ていた。

　　　きれいな抜き胴だった。

- 小野（埼大附） ・・・試合が重なりコメントできず。

濱野（野田一中） ･･･相手のスピードが速く、細谷のいい所が出せずじまいだった。

中学生の部では、岸中の古澤先輩が２位、木崎中の西先輩が３位に入賞されました。中学生の部では、岸中の古澤先輩が２位、木崎中の西先輩が３位に入賞されました。中学生の部では、岸中の古澤先輩が２位、木崎中の西先輩が３位に入賞されました。中学生の部では、岸中の古澤先輩が２位、木崎中の西先輩が３位に入賞されました。

ご指導くださった先生方、当日の記録やお世話をして下さった成人会員のみなさん、

そして応援してくださった保護者の方々もありがとうございました。
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さて、今年ももう２月・・・ということは、６年生はもうすぐ卒業です。

みんなのあこがれ６年生が１５人も,いなくなっちゃうのは、本当にさびしいですね～(T_T)

そこで今しか聞けない６年生の気持ち、好きなタレントなどなど教えてもらいました。・・・へぇ～そうだったんだ～(^o^)がたくさん！！

たくさんの質問に頑張って答えてくれましたので、みなさんも頑張って読んでくださいm(_ _)m

有賀くん　習い事のない日は２時間くらい

有田くん　約３０分

太田さん  １時間３０分くらい

大野くん　１時間くらい

木村くん　１時間～１時間半

小林くん　少し

高橋くん　１時間

野村くん　３０分

有賀くん　　ありー、有賀

有田くん　　らっくん

太田さん 　 さっちゃん、ことさん

大野くん　　大野

木村くん　　ひろと、キムさん、きむひろ、木村

　　　　　　キム、ひろくん

小林くん　　タケシ

高橋くん　　さとる、さとちゃん、さとちん

　　　　　　さぁ～とぉ～るぅ～、たかちゃん

野村くん　　ノム

有賀くん　　４人家族　妹が１人

有田くん　　５人家族 ３人兄妹

太田さん 　 ６人家族　兄弟

大野くん　　５人家族　姉１人

木村くん　　８人家族（人：３人、犬：１匹、金魚：４匹）

小林くん　　４人

高橋くん　　４人家族　小２の弟が１人

野村くん　　４人家族　兄弟は２人

Q1.ペットなども入れて何人家族？兄弟は何人？Q1.ペットなども入れて何人家族？兄弟は何人？Q1.ペットなども入れて何人家族？兄弟は何人？Q1.ペットなども入れて何人家族？兄弟は何人？

平田くん　　　 ５人家族　３人姉弟

堀田(智)さん　　６人家族　３姉妹

堀田(陽)さん　　　　　　〃

本田さん　　   家族･･･４人、兄弟･･･弟１人

真砂くん　　   ５人

山崎くん　　   ４人家族（妹が１人）ペット･･･金魚・イモリ

吉田くん　　　 両親２人、妹が１人、かめ１匹

Q３.学校でのあだ名は？Q３.学校でのあだ名は？Q３.学校でのあだ名は？Q３.学校でのあだ名は？

　

Q２.好きな食べ物、嫌いな食べ物は？Q２.好きな食べ物、嫌いな食べ物は？Q２.好きな食べ物、嫌いな食べ物は？Q２.好きな食べ物、嫌いな食べ物は？

好き(^o^)　　　　　　　　　嫌い(>_<)好き(^o^)　　　　　　　　　嫌い(>_<)好き(^o^)　　　　　　　　　嫌い(>_<)好き(^o^)　　　　　　　　　嫌い(>_<) 好き(^o^)　　　　　　　　　嫌い(>_<)好き(^o^)　　　　　　　　　嫌い(>_<)好き(^o^)　　　　　　　　　嫌い(>_<)好き(^o^)　　　　　　　　　嫌い(>_<)

Q４.毎日、家でどのくらい勉強しますか？Q４.毎日、家でどのくらい勉強しますか？Q４.毎日、家でどのくらい勉強しますか？Q４.毎日、家でどのくらい勉強しますか？

好物１位はﾗｰﾒﾝ・肉に決定(^o^)♪　苦手１位は納豆・きのこ類(>_<)

有賀くん　　ブルーベリー　　　　　　　魚

有田くん　　　  肉　 　　　　　　　しいたけ

太田さん 　　たくあん　　　　　　　納豆･豆腐

大野くん　　　 すし　　　　　　　ウインナー

木村くん　軟骨のからあげ　　　　うに、甘エビ

小林くん　焼きそば、焼肉　　ピーマン、ナス、キノコ

高橋くん　カレーライス　　　　　　　ゴーヤ

野村くん　ラーメン　　　　　　　　　きのこ

平田くん　　　ハヤシライス　　　　　　　セロリ

堀田(智)さん　　　メロン　　　　　　　キウイフルーツ

堀田(陽)さん　　梨、ギョーザ　　　　ｶﾘﾌﾗﾜｰﾌﾞﾛｯｺﾘｰ､ﾊﾞﾅﾅ

本田さん　　　　　タルト　　　　　　　　なっとう

真砂くん　　 　じゃがいも　　　　　　 たこ、いか

山崎くん　　 　 ラーメン　　　　　　　梅干、えび

吉田くん　　　 ビーフシチュー　　　　 たまご焼き

平田くん　　　ひら

堀田(智)さん　 たくさんあるけど･･･ほっちゃん、
　　　　　　　とも、ほっさん（主にとも）

堀田(陽)さん　 ほっちゃん、はる、ほっつ

本田さん　　  パンちゃん、本ちゃん、本田ちゃん、アーちゃん

真砂くん　　  マチャゴ

山崎くん　　  直人

吉田くん　　　たかさん

平田くん　　１時間

堀田(智)さん　宿題の量によってだいたい１時間～３０分くらい？

堀田(陽)さん　宿題とかで２時間くらい

本田さん　　２時間以上

真砂くん　　３０分？

山崎くん　　０～３０分

吉田くん　　３０分以上１時間以内

毎日２時間はすごいなあ！！エライ＼(◎o◎)／！
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平田くん　　　ハリーポッターと２０世紀少年

堀田(智)さん　 名探偵コナン

堀田(陽)さん　 マンガ：疾風怒濤（しっぷうどとう）

本田さん　　  コナン

真砂くん　　  武士道16･17･18

山崎くん　　  本：ぼくらの7日間戦争　映画：ポニョ

吉田くん　　　特にありません

平田くん　　　　　体育　　　　　　　　　社会

堀田(智)さん　やっぱ体育❤　　　　社会とか基本教科

堀田(陽)さん　　 体育！　　　　　　　　算数

本田さん　　      体育　　  　　　　　　社会

真砂くん　　　　 　社会　　　　　　　　　国語

山崎くん　　　　　体育･社会　　　　　　　理科

吉田くん　　　理科･算数･図工　　　　 体育・家庭科

有賀くん　体育･図工･社会　　　　理科･音楽･家庭科

有田くん　　体育･図工　　　　　　　　 算数

太田さん 　　 国語　　　　　　　　　算数･理科

大野くん　　体育・社会　　　　　　　  理科

木村くん　算数･体育･社会　　　　　家庭科・国語

小林くん　　　 体育　　　　　　　　 体育以外

高橋くん　　体育･算数　　　　　　　 特にない

野村くん　　　理科　　　　　　　　　　算数

Q６.剣道以外に習いごとは？Q６.剣道以外に習いごとは？Q６.剣道以外に習いごとは？Q６.剣道以外に習いごとは？

Q５.好きな教科、きらいな教科は？Q５.好きな教科、きらいな教科は？Q５.好きな教科、きらいな教科は？Q５.好きな教科、きらいな教科は？

好き(^o^)　　　　　　　　　　嫌い(>_<)好き(^o^)　　　　　　　　　　嫌い(>_<)好き(^o^)　　　　　　　　　　嫌い(>_<)好き(^o^)　　　　　　　　　　嫌い(>_<)
好き(^o^)　　　　　　　　嫌い(>_<)好き(^o^)　　　　　　　　嫌い(>_<)好き(^o^)　　　　　　　　嫌い(>_<)好き(^o^)　　　　　　　　嫌い(>_<)

Q７.一番面白かった本やマンガ、映画は？Q７.一番面白かった本やマンガ、映画は？Q７.一番面白かった本やマンガ、映画は？Q７.一番面白かった本やマンガ、映画は？

みんな、いろいろ観たり読んだりしているんですね～、感心感心！

Q８.好きなキャラクターや芸能人、テレビ番組は？Q８.好きなキャラクターや芸能人、テレビ番組は？Q８.好きなキャラクターや芸能人、テレビ番組は？Q８.好きなキャラクターや芸能人、テレビ番組は？

ロボット教室ってロボット作るのかな?スゴイ!　（*^。^*)

足利尊氏からﾐｯｷｰまでいろいろでましたね～♪(*^。^*)

有賀くん　塾、勉強

有田くん　やっている（チェロ）

太田さん  公文

大野くん　水泳、塾

木村くん　塾、金管、英語

小林くん　塾、ロボット教室

高橋くん　水泳

野村くん　フットサル

平田くん　　　塾

堀田(智)さん　 やってないですよー

堀田(陽)さん　 やってません！!

本田さん　　　塾、英語、習字、植物画

真砂くん　　　英語

山崎くん　　　そろばん、英語

吉田くん　　　塾（算数･国語）

有賀くん　武士道16･武士道17

有田くん　ワンピース

太田さん  ＮＡＲＵＴＯ

大野くん　特にないかな?

木村くん　本：夢をかなえるゾウ、マンガ：鋼の錬金術師

小林くん　本：ダスト

高橋くん　本：ﾊﾞｰﾃｨﾐｱｽｼﾘｰｽﾞ、水滸伝、ゲド戦記

　　　　　  映画：ﾊﾘｰﾎﾟｰｯﾀｰｼﾘｰｽﾞ、ｽﾀｰｳｫｰｽﾞ

野村くん　ハリーポッター

有賀くん　特にないけど歴史上の人物では足利尊氏が好き

有田くん　ﾀｶｱﾝﾄﾞﾄｼのタカ、TV:黄金伝説

太田さん  ｷｬﾗｸﾀｰ:リラックマ　　TV:ﾚｯﾄﾞｼｱﾀｰ

大野くん　レッドシアター

木村くん　芸能人:さまぁ～ず、とんねるず　TV:ﾓﾔﾓﾔさまぁ～ず２、

　　　　　　とんねるずのみなさんのおかげでした

小林くん　TV:しゃべくり００７

高橋くん　小栗旬、二宮和也（嵐）、福山雅治、妻夫木聡

野村くん　ガンダムのシャア、TV：ライアーゲーム

平田くん　　　浦和レッズ、はねるのとびら

堀田(智)さん　 ｷｬﾗｸﾀｰ:ﾌﾟﾙｰﾄ（ﾐｯｷｰの飼い犬)、TV:お笑い系?

堀田(陽)さん　 動物系のｷｬﾗｸﾀｰが好きで～す♪

本田さん　　  ｷｬﾗｸﾀｰ：ﾐｯｷｰ･ﾐﾆｰ、TV：ｲｯﾃQ
真砂くん　　  特になし

山崎くん　　  （巨人の）小笠原選手、（剣道の）正代選手

吉田くん　　　好きなＴＶ：世界一受けたい授業

体育や社会が好きな人が多いですね～(^^)/　不人気は算数と家庭科？
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有賀くん　特に何もしていない

有田くん　素振り

太田さん  特になし

大野くん　時々素振り

木村くん　イメトレ、素振り

　　　　　　DVDを何度も繰り返し見る

小林くん　素振り

高橋くん　特にやっていないのですが

　　　　　　早素振り

野村くん　素振り

平田くん　素振り

堀田(智)さん　プラスチック製のバットで素振り
　　　　　　　　（竹刀だと天井にぶつかる。）

堀田（陽)さん　　　たま～に走る。

本田さん　　とくにしてない

真砂くん　　 特になし

山崎くん　　 主に素振り、イメトレ

吉田くん　　特にしてません

平田くん　　 Aﾌﾞﾛｯｸサッカー大会で優勝し、中央大会に行けたこと

堀田(智)さん　たて岩!（りんかん学校ー!）

堀田(陽)さん　修学旅行

本田さん　　 駒剣の女子が増えたこと

真砂くん　　 骨折。。。

山崎くん　　 修学旅行でふくべ細工が楽しかった

吉田くん　　 サッカー大会

Q９.好きなゲームは？Q９.好きなゲームは？Q９.好きなゲームは？Q９.好きなゲームは？

Q１２.小手、面、胴の中で一番好きな技は？Q１２.小手、面、胴の中で一番好きな技は？Q１２.小手、面、胴の中で一番好きな技は？Q１２.小手、面、胴の中で一番好きな技は？ Q１３.家ではどんなトレーニングをしていますか？Q１３.家ではどんなトレーニングをしていますか？Q１３.家ではどんなトレーニングをしていますか？Q１３.家ではどんなトレーニングをしていますか？

Q１０．小学校生活で一番の思い出は？Q１０．小学校生活で一番の思い出は？Q１０．小学校生活で一番の思い出は？Q１０．小学校生活で一番の思い出は？

Q１１．剣道はいつから、どうして始めたんですか？Q１１．剣道はいつから、どうして始めたんですか？Q１１．剣道はいつから、どうして始めたんですか？Q１１．剣道はいつから、どうして始めたんですか？

有賀くん　ドラクエ

有田くん　プレステ２ならなんでも

太田さん  太鼓の達人

大野くん　トモダチコレクション

木村くん　METAL GEAR SOLIDシリーズ

小林くん　ﾘﾄﾙ･ﾋﾞｯｸﾞﾌﾟﾗﾈｯﾄ

高橋くん　FFXⅢ

野村くん　ガンダムNEXT PLUS

平田くん　　 人生ゲームとサッカー

堀田(智)さん　今のところ「どうぶつの森」あきっぽいので･･･ころころ変わっちゃう。

堀田(陽)さん　どうぶつの森

本田さん　　 トモダチコレクション

真砂くん　　 特になし

山崎くん　　 ウイイレ・ドラクエ

吉田くん　　 ゲームはやっていません

有賀くん　日光へ行った修学旅行で定規を使った遊びをやったこと

有田くん　修学旅行

太田さん  赤来自然の教室

大野くん　日光と赤城

木村くん　修学旅行

小林くん　特になし

高橋くん　修学旅行

野村くん　6年の修学旅行

有賀くん　　2年生の剣道教室から。あまり覚えていなく、

　　　　　　　気づいたら剣道していた。

有田くん　　2年のころ母にすすめられて駒剣に入った。

太田さん 　 おととしの９月から。姉にさそわれて。

大野くん　　5年生から。剣道教室が楽しかったから。

木村くん　　4年の初めに。剣道教室が楽しかったから。

小林くん　　年中から。友達を見て。

高橋くん　　3年生から。親に無理やり入れられて。

野村くん　　小学校1年生。兄がやっていたので見学していて

　　　　　　　やりたくなった。

平田くん　　 2年生から。お母さんにすすめられて。

堀田(智)さん　親に「やってみれば?」と言われた＆少しやってみたかった。

堀田(陽)さん　お父さんとお母さんが「やってみれば?」っていったから。

本田さん　　 5年の夏。楽しそうだったから。

真砂くん　　 1年生から。おもしろそうだったから。

山崎くん　　 3年生の剣道教室から。

　　　　　　　 父にだまされて気が付いたら入っていた。

吉田くん　　 5年の8月ごろ。母にすすめられて。

有賀くん　　面

有田くん　　小手

太田さん 　 面
大野くん　　小手

木村くん　　面

小林くん　　小手

高橋くん　　面

野村くん　　胴

平田くん　　胴

堀田(智)さん　やっぱ「面」でしょ!

堀田(陽)さん　全部!!

本田さん　　面

真砂くん　小手面の2段打ち、応じ胴

山崎くん　　面

吉田くん　　面

　
　

ふくべ細工：乾燥させて中をくりぬいた夕顔（かんぴょう)の実に、彩色などしてお面や花器を作ること。。。みたいです(#^.^#)　心に残る修学旅行、いいですね～♪
骨折は痛かったね(>_<)

お家の人のお勧め、剣道教室、いつの間にか?!　だまされた?！・・・いろいろです(^_^;)
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Q１４.稽古のとき、６年生だから大変なことは何ですか？Q１４.稽古のとき、６年生だから大変なことは何ですか？Q１４.稽古のとき、６年生だから大変なことは何ですか？Q１４.稽古のとき、６年生だから大変なことは何ですか？

Q１５.駒剣で一番楽しかったこと、一番つらかったことは？Q１５.駒剣で一番楽しかったこと、一番つらかったことは？Q１５.駒剣で一番楽しかったこと、一番つらかったことは？Q１５.駒剣で一番楽しかったこと、一番つらかったことは？

Q１６．中学に行ったら何をしますか？（部活は？）Q１６．中学に行ったら何をしますか？（部活は？）Q１６．中学に行ったら何をしますか？（部活は？）Q１６．中学に行ったら何をしますか？（部活は？）

有賀くん　　6年だからというより体力面や技術面で

　　　　　　　ういていくのが大変。

有田くん　　自分より低い学年の人たちをリードして

　　　　　　　いかなければいけない。

太田さん 　 特になし

大野くん　　元立ち

木村くん　　元立ち

小林くん　　特になし

高橋くん　　しっかり声を出して、一つ一つのことに全力
で

　　　　　　　取り組まなければいけないところ。

野村くん　　 元立ち

平田くん　　 特になし

堀田(智)さん　速い人の元立ちをやるとついていけない。(^_^);

堀田(陽)さん　6年生が元立ちの時

本田さん　　 もとだち

真砂くん　　 5年4年3年2年1年の世話
山崎くん　　 特にありません

吉田くん　　 特にありません

有賀くん　　月末の試合　　　   　　夏合宿の稽古

有田くん　　　夏合宿 　　　　　　　　　寒稽古

太田さん 　 クリスマス会　　　　　　 合宿

大野くん　　　夏合宿　　 　　　　　特にない

木村くん　　　 合宿 　　　　　　　　合宿

小林くん　　クリスマス会　　　　　 いつもおなじ

高橋くん　　クリスマス会　　　　　 　 掛り稽古

野村くん　　クリスマス会 　　　　 　 寒稽古

平田くん　　　　 夏の合宿　　　　　　　　　　　寒稽古

堀田(智)さん　　クリスマス会　　　　　　 　　・・・・・

堀田(陽)さん　　合宿が楽しかったけど、回り稽古はつら～い

本田さん　　　　合宿・クリスマス会

真砂くん　　  　　　　　　　　　　寒稽古

山崎くん　　 友達と仲良くなれたこと　　　合宿の２階での朝稽古

吉田くん

平田くん　　 剣道部

堀田(智)さん　剣道がないので、バスケ。（泣）

堀田(陽)さん　剣道部がないので、なくなくバスケ・・・(>_<)

本田さん　　 わからない（考え中）

真砂くん　　 剣道部

山崎くん　　 剣道

吉田くん　　 剣道部

有賀くん　　遊ぶ　剣道部

有田くん　　剣道部に入る

太田さん 　 剣道

大野くん　　剣道部の予定

木村くん　　もちろん剣道部

小林くん　　剣道部

高橋くん　　無論剣道部

野村くん　　剣道部

Q１７．剣道をしていてよかったこと、自分で成長したと思うことは？Q１７．剣道をしていてよかったこと、自分で成長したと思うことは？Q１７．剣道をしていてよかったこと、自分で成長したと思うことは？Q１７．剣道をしていてよかったこと、自分で成長したと思うことは？

有賀くん　　前より礼儀正しくなったこと

有田くん　　剣道を始めてから、礼儀が正しくなった

太田さん 　 学校以外で知り合いができたこと。

大野くん　　成長できたかわからない･･･でも、

　　　　　　　がんばることができるようになった。

木村くん　　スタミナがついた

小林くん
高橋くん　　良かったことは、友達がたくさんできること。

　　　　　　　剣道を通じて友達になれること。成長したかな

　　 　　　 という部分では、入る前と比べ、心も剣道も

　　　　　　　力強く大きくなってきたという実感があります。

野村くん　　　一級審査に合格したこと

平田くん　　　胴を打つときにちゃんと打てるようになった。

堀田(智)さん　良い：友達がおもしろーい!！

　　　　　　　　 成長：痛かった面が少しずつ痛くなくなってきた。

堀田(陽)さん　良かったのは、良い姿勢と返事が身についたこと。

本田さん　　  良い：礼儀正しくなった。

　　　　　　　　 成長：ぬけるのが速くなった。

真砂くん　　  応じ胴のタイミングがつかめるようになった。

山崎くん　　  先生方がたくさんいて、熱心に指導してくださる所。

吉田くん　　　良かったこと･･･体力がついた。

楽しかった(^o^)　　　　　　　つらかった(>_<)楽しかった(^o^)　　　　　　　つらかった(>_<)楽しかった(^o^)　　　　　　　つらかった(>_<)楽しかった(^o^)　　　　　　　つらかった(>_<) 楽しかった(^o^)　　　　　　　　つらかった(>_<)楽しかった(^o^)　　　　　　　　つらかった(>_<)楽しかった(^o^)　　　　　　　　つらかった(>_<)楽しかった(^o^)　　　　　　　　つらかった(>_<)

クリスマス会は楽しかったよね～!　合宿は楽しくもあり、厳しくもあり・・・かな?
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Q１８．将来の夢は？Q１８．将来の夢は？Q１８．将来の夢は？Q１８．将来の夢は？

有賀くん　　医者になって様々な人の命を助けること。

有田くん　　警察官

太田さん 　 JRで働く

大野くん　　ゲームデザイナー

木村くん　　パイロット

小林くん　　特になし

高橋くん　　警察官！

野村くん　　小学校の先生

平田くん　　　まだ考えていない

堀田(智)さん　学校の先生ー!（でも勉強苦手）

堀田(陽)さん　保育士

本田さん　　  助産師

真砂くん　　  警察官、小学校教員

山崎くん　　  警察官

吉田くん　　　小学校の理科の先生

Q１９．後輩たちにアドバイスをお願いします！Q１９．後輩たちにアドバイスをお願いします！Q１９．後輩たちにアドバイスをお願いします！Q１９．後輩たちにアドバイスをお願いします！

有賀くん　　　「努力が大切だと思うので、稽古など一つ一つを大切にしたほうがよいと思います。」

有田くん　　　「みんな、先生の言うことを良く聞き、今まで以上に大きな声を出すこと。」

太田さん 　　 「がんばってください。」

大野くん　　　「みんな仲良くがんばってください。」

木村くん　　　「大会で結果が出せるように稽古を一生懸命がんばれ！」

小林くん　　　「特になし」

高橋くん　　　「どんなかべにぶち当たってもあきらめるな！　気持ちで負けるな！」

野村くん　　　「けがのないように剣道頑張ってください。」

平田くん　　　「駒剣をどんどん強くしていってください！」

堀田(智)さん　「一度注意されたことは、一回で直そう！」

堀田(陽)さん　「私は短い間だったので、一回一回を大事にしました。だからみなさんもがんばってくださ～い！」

本田さん　　  「声を大きく！！（自分も）がんばれ！」

真砂くん　　  「『当てっこ剣道』じゃなくて、真っ直ぐな剣道をしてください！」

山崎くん　　  「一回一回の稽古を大切にしてください」

吉田くん　　　「強くなっても基本を忘れずに！」

イラスト　堀田智菜さん

イラスト　真砂裕くん

イラスト　堀田陽菜さん

イラスト　山崎直人くん
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６年生の皆さん、たくさんの質問に答えてくれてありがとう！イラストも有難う！！
中学で剣道続ける人も、そうでない人も、先生方に教えていただいたこと
例えば・・・元気な挨拶！　例えば・・・思いやりの心！　例えば・・・強気の姿勢！　例えば・・・先を取る！　例えば・・・道具の整理整頓！
　などなどを忘れずに、これからの中学校生活に活かしていってくださいね。
そうすれば、りっぱな中学生になれること請け合い！！（駒剣の教えは、剣道だけじゃない！生活全般にオールマイティーなのだ～(*^_^*)）
卒業までカゼなど引かないように、もう少しの間、後輩たちへの指導もよろしくお願いしま～す(^^)/

Q２０．先生方、成人会員さんたちに一言、どうぞ。Q２０．先生方、成人会員さんたちに一言、どうぞ。Q２０．先生方、成人会員さんたちに一言、どうぞ。Q２０．先生方、成人会員さんたちに一言、どうぞ。

有賀くん　　「今までありがとうございました。中学へ行って強くなったらまた稽古をしてください。」

有田くん　　「５年間ありがとうございました。中学に入っても剣道を続けるので、これからもよろしくお願いします。」

太田さん  　「短い間だったけど、本当にありがとうございました。」

大野くん　　「たくさんのご指導ありがとうございました。中学でもがんばりますのでよろしくお願いします。」

木村くん　　「３年間稽古してくださってありがとうございました。中学の稽古でも、大会で結果が残せるようがんばります。」

小林くん　　「１年間ありがとうございました。」

高橋くん　　「三年間ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。」

野村くん　　「１年間ご指導いただきありがとうございました。」

平田くん　　「いろいろありがとうございました。これからもよろしくお願いします。」

堀田(智)さん「１年間と短い間でしたが、ありがとうございました。注意されたことをもとにこれからもがんばります！」

堀田(陽)さん「短い間だったけどありがとうございました。駒剣はとっっってもたのしかったです！」

本田さん　　「１年間ありがとうございました。駒剣に来たときはよろしくお願いします！」

真砂くん　　「中学生になってもお世話になると思いますので、これからもよろしくお願いします。」

山崎くん　　「時間があるときは修道館も行きたいと思います。そのときは稽古よろしくお願いします。今までありがとうございました。」

吉田くん　　「今までご指導して頂きありがとうございました。これからもよろしくお願いします。」

Q２１．お家の人に一言どうぞ！Q２１．お家の人に一言どうぞ！Q２１．お家の人に一言どうぞ！Q２１．お家の人に一言どうぞ！

有賀くん　　「剣道を勧めてくれたりアドバイスをしてくれたりして感謝しています。これからも剣道に限らず、いろいろなことを

　　　　　　　　がんばっていきたいと思うので、応援よろしくお願いします。」

有田くん　　「５年間駒剣に行かせてくれてありがとうございました。」

太田さん  　「これからもがんばりますのでお願いします。」

大野くん　　「中学でもがんばります。」

木村くん　　「中学に入って、いろいろと迷惑をたくさんかけると思いますが、これからもよろしくお願いします。」

小林くん　　「いつもありがとう。」

高橋くん　　「送り迎え、試合の手伝い、お当番、どうもありがとうございました。」

野村くん　　「いつも送り迎えありがとうございました。」

平田くん　　「これからも剣道がんばります。」

堀田(智)さん「強くなるからね！（宣言）」

堀田(陽)さん「駒剣に入会させてくれてありがとうございました～！がんばりましたぁ～！」

本田さん　　「いつも送り迎えありがとう！」

真砂くん　　「中学生になってもよろしくお願いします。」

山崎くん　　「これからも剣道を続けます。」

吉田くん　　「今までありがとうございました。これからも剣道を続けていくので、中学生でもよろしくお願いします。」

イラスト　本田安葵子さん
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渡辺良平渡辺良平渡辺良平渡辺良平

　最近、感動した事ありますか？

先生方、保護者（特にお母さん達）、成人会員の多くの人が1月30日の菅原先生の『功労賞』の受賞

記念式典に参加され、感動された方もたくさんいらっしゃったのではないでしょうか。

良平さんも感動しましたが、最近他に感動した事では昨年の大晦日の紅白歌合戦で聴いた

石田陸人先輩のお母さんにそっくりな、アンジェラアキの「手紙～拝啓 15の君へ～」の歌にメチャメチャ

感動しました。

早速、TUTAYAで借りようと思ったら、あこ先輩がもう持ってて「この歌知らなかったの？遅れてる！」

と言わんばかりに快く貸してくれましたので、ウォークマンに録音して毎日電車の中で聴いてます。

「また君に恋してる。」を歌っているのが坂本冬美であることが分かったのにも感激しましたが、

CDショップを10軒位回って探しましたが、未だに見つかりません。

誰か、売ってるお店見つけたら教えて下さい！（お願いしま～す！）

「また君に恋してる」は関係無いとして、陸人先輩のお母さん、じゃ無くて、アンジェラアキのこの歌

の歌詞がメチャクチャ良いよね！

　紅白歌合戦では、「拝啓、ありがとう～15のあなたに～伝えたい事があるのです～～」と二番から

でしたが、「拝啓、この手紙～読んでいるあなたは～どこで、何をしているのだろう～～」から始まる

一番の歌詞が自分の昔を思い出させました。

実は良平さん、体が弱くてしょっちゅう学校を休むような小学生でしたが、性格は今とほとんど同じで、

明るいお茶目な子でした。　（可愛かったんですよ、ほんまに！）

そんなお茶目な可愛い？４～５年の頃近所の「悪餓鬼（ﾜﾙｶﾞｷ）」に苛（ｲｼﾞ）められていた時期がありました

誰も怖がってかばってくれませんでした、また、家に帰ってもお父さん、お母さんにも言えず

友達にも相談できなくてこの歌の歌詞にあるように、「今、負けそうで、泣きそうで～～～苦しい中で～

今を生きている～～」になって事もありました。

しかし、お母さんは気づいていたようで良平さんが元気になるようにいつも明るく振舞ってくれました。

「ありがとう。」とは言えませんでしたが、陰ながら支えてくれた家族、ありがたかったです！

苛められる事を経験した小学校時代でしたが、それでも無事卒業し、中学で出会った剣道。

勉強も、恋愛（したかったな～？）もせず、無我夢中で剣道ばかり！（神田先輩程ではないけど）

良平の部屋良平の部屋良平の部屋良平の部屋
犬が西向きゃ、尾は東　かな？犬が西向きゃ、尾は東　かな？犬が西向きゃ、尾は東　かな？犬が西向きゃ、尾は東　かな？

「手紙』～拝啓　15の君へ～「手紙』～拝啓　15の君へ～「手紙』～拝啓　15の君へ～「手紙』～拝啓　15の君へ～
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そして、大学を卒業して働き始め、少しずつ大人に成長してきましたが、～～やっぱり、当然、当たり前

大人になっても歌詞にあるように「泣きそうになる事はありませんが、負けそうで、くじけそう～～」

な事もたくさんあります。

特に辛かったのは、関西から一人で東京に転勤で引っ越してからでした、学生の頃の友達は数人

関東地方にはいましたが滅多に会えませんでした、仕事で失敗して、会社で怒られて、真っ暗な

４畳半＋ｷｯﾁﾝとﾄｲﾚの汚いｱﾊﾟｰﾄ（当然ｸｰﾗｰなし）へ帰って、卵をのせてﾁｷﾝﾗｰﾒﾝを鍋のまま食べる。

（鍋のまま食べれば、洗い物が鍋だけで済む）月曜日は銭湯（当時は270円）は休みやし

日曜日に銭湯に入っている間に纏めてｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰで一週間分の洗濯。（ｱｲﾛﾝも自分で掛けました！）

ところが、ところが、風呂から出てきたら洗濯機の上に置いてあったはずの洗剤が！！！！

置いてあったはずの～～無い！！　ガッビ～～ン！「誰や！俺様の洗剤パクッた奴は！」と心の中で

叫んでも、誰も応えてくれまへんがな！

給料日前には、恥ずかしいけど銭湯に行くのに１００円玉１枚＋５０円玉１枚＋１０円玉１２枚と

小銭をチャリンチャリン言わせながら負けずに、くじけずに頑張ってきました。

窓を閉めるの忘れて会社へ行っら、大雨が降ってきて－－－－畳がビチョビチョってな事もありました。

おまけに、住んでたぼろアパート古くなったんで建て替えるからと追い出され。。（家賃安かったのに～）

「自分とは何で～♪、どこへ～向かうべきか～問い続ければいいのです～～」なんてアンジェラアキは

カッコよく歌ってますが、良平さんはそんなカッコいい事考えた事はありません。

良平さんよりもっと、すごく、大変な苦労、経験をしている「１５の君」、大人もいると思います。

良平さんは、昔から、今でもそうですが嫌な事があったり、つらい事が会った時は忘れるように

しています。完全に忘れる事は出来ませんが、悩んでも仕方無い事は悩まないように、悩んで

考えて何とかなる事はジックリ悩み、考えるようにしています。

また、できるだけ人に話しを聞いてもらい、愚痴（ｸﾞﾁ）を聞いてもらうようにしています。

何より大事にしているのは「Keep on believing, keep on believing ! 」（信じ続けろ！、信じ続けろ！）

とありますが、自分を信じています。

また、勝負の場は一回限りではない、今回負けても次は勝ってやるぞ！何年かしたら逆転してやるぞ！

そのために今は頑張ろう！或いは、失敗しても殺される訳じゃない！

と、自分で納得しながら、自分を励ますようにしています。

駒剣の先輩達の中には今、受験を目前にしている人もたくさんいますが自分に自信を持って

リラックスして臨んで下さい。

　思い出すなぁ～。受験の前日に新品の鉛筆をカッターナイフで何本も削って、　思い出すなぁ～。受験の前日に新品の鉛筆をカッターナイフで何本も削って、　思い出すなぁ～。受験の前日に新品の鉛筆をカッターナイフで何本も削って、　思い出すなぁ～。受験の前日に新品の鉛筆をカッターナイフで何本も削って、

鉛筆削りで削るように綺麗に削れなかったけど、ミョ～～ニ落ち着いたな！鉛筆削りで削るように綺麗に削れなかったけど、ミョ～～ニ落ち着いたな！鉛筆削りで削るように綺麗に削れなかったけど、ミョ～～ニ落ち着いたな！鉛筆削りで削るように綺麗に削れなかったけど、ミョ～～ニ落ち着いたな！

「Keep on believing, keep on believing ! 　い～ま、負けないで～♪」「Keep on believing, keep on believing ! 　い～ま、負けないで～♪」「Keep on believing, keep on believing ! 　い～ま、負けないで～♪」「Keep on believing, keep on believing ! 　い～ま、負けないで～♪」

アパートで１人暮らししていたころの良平さん･･･想像しちゃいました～(*^。^*)
受験を控えている先輩たちやみんなのお兄さんお姉さんに、良平さんのメッセージをどうぞ教えてあげてくだ
さいね。
みんな、応援してますよ～！！「自分を信じて、信じ続けて」頑張れ～！！

良平さん、素敵なメッセージをありがとうございましたm(__)m
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クラッチとは、エンジンとトランスミッション（変速
機）の間に取り付けられていて、発進、停止、変速
時にエンジンのパワーをトランスミッションに伝え
たり、遮断したりする役割をする「動力伝達装
置」。

・・・だそうです・・・難しい＼(◎o◎)／！
（株）エフシーシーさんのホームページより

今月、指名リレーのバトンを引き継いでくれたのは、石井先輩の仲良し剣士、大野先輩です。
石井先輩と同じく、昨年から社会人としてお仕事を頑張っている駒剣の先輩。みんなもいつしか、こんな風にりっぱな大人になっていくんですね
～♪
それでは大野先輩、よろしくお願いしま～す(^^)/

!!!!!!!!

♪♪♪♪
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浜松生まれ♪

生まれ育ったさいたまを離れて、浜松の地でうなぎパイ片手にがんばっている大野先輩が目に浮かびますね♪
バランスの良いお食事を心がけて、お仕事バリバリこなしてくださいね！
写真入り、レイアウト済みの完璧な原稿で楽しいお話をありがとうございました～(^^)/
というわけで、山口先輩、バトンが渡りました～！
卒業間際のお忙しい時期に大変恐れ入りますが、次回３月号、よろしくお願いいたしますm(__)m

？？？？
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※　　駒剣OB合同稽古会は　※　　駒剣OB合同稽古会は　※　　駒剣OB合同稽古会は　※　　駒剣OB合同稽古会は　４月３日（土）です！４月３日（土）です！４月３日（土）です！４月３日（土）です！

１：００～５：００　（駒場体育館メインアリーナにて）　　１：００～５：００　（駒場体育館メインアリーナにて）　　１：００～５：００　（駒場体育館メインアリーナにて）　　１：００～５：００　（駒場体育館メインアリーナにて）　　

先輩たちに会うチャンスがあったら、お知らせしてくださいね。

・・・いつもご協力ありがとうございますm(_ _)m　こまけんだよりは　皆さんからのご寄稿を元に本荘母（変酋長）が編集させて頂いております。
ご意見、ご希望、ご感想などお寄せいただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。ｍ(_ _)m
　　　※　ただいま編集に参加・ご協力いただける方　大募集しております！　詳しくは本荘母までお気軽にどうぞ！

　４日（木）　通常どおり　５：００～７：００
　６日（土）　通常どおり　３：００～５：００
１１日（木･祝）　稽古はお休みです１１日（木･祝）　稽古はお休みです１１日（木･祝）　稽古はお休みです１１日（木･祝）　稽古はお休みです
１３日（土）　通常どおり　３：００～５：００
１４日（日）　埼玉大学　お礼稽古　　埼玉大学体育館　９：３０～１１：３０１４日（日）　埼玉大学　お礼稽古　　埼玉大学体育館　９：３０～１１：３０１４日（日）　埼玉大学　お礼稽古　　埼玉大学体育館　９：３０～１１：３０１４日（日）　埼玉大学　お礼稽古　　埼玉大学体育館　９：３０～１１：３０
　　　　　　　　寒稽古に参加した御礼ということで、埼玉大学の学生さんたちがとっても丁寧に
　　　　　　　　　小中学生を指導してくれます！
　　　　　　　　　うまくなるためのよいアドバイスがいただけるチャンス！かも

　

１８日（木）　通常どおり　５：００～７：００
２０日（土）　通常どおり　３：００～５：００
２５日（木）　通常どおり　５：００～７：００
２７日（土）　通常どおり　３：００～５：００

２月の予定

３月の予定

今後の予定今後の予定今後の予定今後の予定

　４日（木）　通常どおり　５：００～７：００
　６日（土）　通常どおり　３：００～５：００
　７日（日）　村岡杯剣道大会（春日部ウイングハット）７日（日）　村岡杯剣道大会（春日部ウイングハット）７日（日）　村岡杯剣道大会（春日部ウイングハット）７日（日）　村岡杯剣道大会（春日部ウイングハット）
１１日（木）　通常どおり　５：００～７：００
１３日（土）　通常どおり　３：００～５：００
１８日（木）　通常どおり　５：００～７：００
２１日（土）　通常どおり　３：００～５：００
２１日（日）　さくら草旗争奪剣道大会　　（さいたま市記念総合体育館）２１日（日）　さくら草旗争奪剣道大会　　（さいたま市記念総合体育館）２１日（日）　さくら草旗争奪剣道大会　　（さいたま市記念総合体育館）２１日（日）　さくら草旗争奪剣道大会　　（さいたま市記念総合体育館）
２５日（木）　通常どおり　５：００～７：００
２７日（土）　６年生を送る会　（夜は大人の６年生保護者を送る会があります）２７日（土）　６年生を送る会　（夜は大人の６年生保護者を送る会があります）２７日（土）　６年生を送る会　（夜は大人の６年生保護者を送る会があります）２７日（土）　６年生を送る会　（夜は大人の６年生保護者を送る会があります）

残念ながら、今月の星やん武芸帳はお休みです。星野さん、また来月よろしくお願いいたしま～す！
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