
６年生のみなさん、卒業おめでとうございます！
とってもおめでたくて、とってもさびしいです・・・

1



本荘先生より本荘先生より本荘先生より本荘先生より
　コートを着て外を歩くと、少し汗ばむ季節となりました。春の訪れを感じます。
それと同時に今年もまた、１５人という多くの６年生とのお別れをしなければなりません。

　木村啓人・・・名キャプテン。彼の剣道を見ていると、映像等で強い人の剣道を勉強している
　　　　　　　　　 のがわかります。
　高橋慧・・・・・黙々の副キャプテン。まっすぐな面は彼の性格そのもの、どこまで伸びるか
　　　　　　　　　 非常に楽しみです。
　山崎直人・・・心優しい副キャプテン。小柄ながらスケールの大きな剣道をします。
　　　　　　　　　 父子で精進 ｇｏｏｄ！です。
　有賀大穂・・・よくぞ戻ってきてくれた！この学年を引っぱってきたのが大穂です。
　　　　　　　　　受験での｢大願成就」、素晴らしいです。
　有田楽・・・・・パワフルでいて業師、いろいろな技を器用にこなします。 今、三七の竹刀で打たれ
　　　　　　　　　るとずっしりと重みを感じます。
　太田智子・・・ほんわかとした雰囲気を持つ癒し系。でも竹刀を持つと強い女剣士。そのギャップが
　　　　　　　　　 魅力かな。
　大野敦史・・・明るく朗らか駒剣のムードメーカーです。卒業しても道場に来てくれそうな先輩
　　　　　　　　　 ナンバー１かな。
　小林孟史・・・勝負強いポイントゲッター。まだ欲がないけど、それが出てきたら相当の結果を残す
　　　　　　　　　 はずです。
　野村健人・・・学習能力が高く、習ったことをすぐにできちゃいます。数をかけて、本物の力をつけて
　　　　　　　　　 いってください。
　平田雄也・・・６年になって気持ちが強くなりました。宝ツインズと裕一郎とで、附中剣道部をさらに
　　　　　　　　　盛り上げてください。
　堀田智菜・・・陽菜・智菜ともにいい面が打てるようになりました。何とか稽古を続けてほしいと
　　　　　　　　　 思っています。
　堀田陽菜・・・姉妹で駒剣、修道館と休まず、一回一回の稽古を大切にしていました。稽古に臨む
　　　　　　　　　姿勢が立派です。
　本田安葵子・女子の中でやはり先輩、一日の長があります。  姿勢がよく、美しい剣道を身に
　　　　　　　　　 つけています。
　真砂裕・・・・・どこででも一番に面をつけ「お願いします！」は素晴らしい。 必ず強さとなって
　　　　　　　　　 かえってきます。
　吉田高壮・・・最後に来てググッと大きく伸びたのが高壮でした。素直さとコツコツ積み重ねる
　　　　　　　　　 粘りがあります。

　『本当に剣道が好きだなぁ』と思わせる６年生でした。
試合においても、浦和剣道大会で団体戦準優勝に輝くなど、新たな歴史を作ってくれた代でした。
　思い返すと、この学年には、ニューヨークからいつも応援してくれていた岩附弘樹君やファイター
木村敦君，いつもニコニコ茂木明日香さんもいましたね。４年生の春でしたか、有賀、岩附、有田
というメンバーでの団体戦でのメダルも記憶に残っている人も多いのでは。
　中学校に行っても駒剣のことを忘れずに、いつでも稽古に来てください。後輩たちが、がんばって
やっているか見に来てください。夏合宿やＯＢ稽古会の参加は欠かさずに。同期で声掛け合って
集合願います。

　さあ、今年度最後の大会です。明日が村岡杯、２１日がさくら草旗剣道大会です。それぞれ監督の
指揮のもと、チームでまとまって勝負をしてきてください。１試合でも多く試合ができるよう、各々の役割を
果たしましょう。個人戦の歩選手もファイトです。いい試合デビューをしてください。みんなの結果を
楽しみにしています。

　４月３日にはＯＢ合同稽古会が行われます。早いもので、第７回になります。ＯＢ杯での焦点は、西聖仁
先輩の三連覇なるか、それを止めるとしたら誰か、でしょうか。意外に新中１あたりにチャンスがある
ような気もします。ＯＢ、ＯＧと久しぶりに剣を交えられるのが楽しみです。試合や稽古ができない先輩も、
顔だけでも出してください。

　最後に皆さんにお願いです。今年も、５～７月に「駒剣主催　子ども剣道教室」を実施します。
ホームページや折り込みチラシ、ポスター等で参加者を呼びかけますが、なんと言っても一番効果がある
のが「クチコミ」です。クラスで、近所で、兄弟姉妹で、剣道やりたそうな気配を感じたら誘ってみてください。
昨年、今年とたくさんの仲間が卒業し、子どもの数が減りますので、特に今回は気合いを入れて勧誘して
いきましょう。よろしくお願いします。
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２月のお当番さんノートの感想より２月のお当番さんノートの感想より２月のお当番さんノートの感想より２月のお当番さんノートの感想より

２月４日(木)　　尾島先生・近藤先生
　　　　・寒い中、体調管理をきちんとしてください。
　　　　・足さばきを常に意識するよう、ご指導ありました。

２月６日(土)　　菅原先生・本荘先生・尾島先生
　　　　・本荘先生より・・・埼玉大学の寒稽古では多くの方々が参加されましたが、その中で、
　　　　　すぐに結果が出る人とそうでない人がいます。勝てないからといって人それぞれですから、
　　　　　気落ちせずに頑張ることです。
　　　　・尾島先生より・・・一番先に座って準備をした三浦君、列をよく見て一歩退いた本荘君など
　　　　　まわりをよく見て行動できていて、とてもうれしく思います。

２月１３日(土)　　本荘先生
　　　　・本荘先生より・・・大きい声を出すように！
　　　　・見学者３名ありました。近藤君（木崎小４年）、森田君（木崎小３年）、浜野君（本太小５年）
　　　　・ＯＢの田中裕一郎先輩が稽古に参加してくれました。ありがとうございます。
　　　　・冷たい雨にもかかわらず、みんなキビキビと稽古しました。

２月１８日(木)　　尾島先生
　　　　・２月１４日(日）に成人会員の新井美鈴さん、清水さん、本田さんが２段に合格されました。
　　　　　おめでとうございました。
　　　　・浜野君（本太小５年）が入会されました。これからいっしょに頑張りましょう。
　　　　・今日は雪も降り、とても寒い日でしたが、気合の入ったいい稽古を皆さんしていました。
　
２月２０日(土)　　本荘先生・尾島先生
　　　　・今日は比較的あたたかく、天気もよい一日でした。みんなの動きもよくなってきました。
　　　　・尾島先生より・・・足に気をつけて練習しましょう。技も決まりやすくなりますよ！
　　　　・今日から新しい仲間が増えました。森田君（木崎小３年）。宜しくお願いします。
　　　　・ＯＢ田中先輩参加。有難うございました。

２月２５日(木)　　尾島先生・本荘先生
　　　　・大原中の加藤建太先輩が稽古に来てくれました。試合のときの大きな声の気合やスピード、
　　　　　力強さなど、さすがです。
　　　　・みんなも、稽古のときはもちろんだけど、月例試合でも、さらに大きな声で気迫のこもった
　　　　　剣道ができると、もっとかっこいいなあと思いました。

２月２７日(土)　　本荘先生・尾島先生
　　　　・３年前に卒業された稲森先輩、中牟田先輩、松下先輩、渡辺あこ先輩が高校合格の報告に
　　　　　来てくれました。おめでとうございます！
　　　　・試合前に、立合いの声の大切さを教えていただきました。初めはなかなか声が出ません
　　　　　でしたが、試合回数が増すたびに、大きな声が聞こえてきました。
　　　　・６年生の最後の月例試合はとても活気が溢れていました。
　

手洗い手洗い手洗い手洗い
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とうとう、この時期が来てしまいましたよ～(T_T)
駒剣をリードして来てくれた６年生の皆さん、ご卒業おめでとうございますm(_ _)m

卒業する６年生に贈る言葉を木村先生、尾島先生、錬成部長　山田さんに、
卒業する６年生を代表してキャプテン木村くん、保護者を代表して木村君お父さんに
一言ずついただきました。
皆さん、すてきな一言をありがとうございましたm(_ _)m

                        おめでとう！そして、ありがとう                        おめでとう！そして、ありがとう                        おめでとう！そして、ありがとう                        おめでとう！そして、ありがとう
　　　　　　　                                                                                尾島 寿子    尾島 寿子    尾島 寿子    尾島 寿子
 
　男子11名、女子4名、計15名の駒剣士の卒業おめでとうございます。そのご家族の方々に、
多くのご理解・ご協力を頂いた事に感謝を申し上げます。
　毎年6年生になりたての4月の頃は、自分達の役割を手探りでさがし不安な様子の子供たち
も　夏頃になると心と体共に力をつけてきて、大きく成長します。この1年間の成長過程が
いちじるしく、微笑ましく、たくましく、そして巣立ちのこの時が寂しくも感じられます。
 
　「剣道は相手に勝って強いのではなく、自分の弱さに打ち勝った者が強い」
　今日は稽古に行きたくないな…という気持ちを自ら背中を押し道場へ足を運んだ事。辛い
掛り稽古で元立ちの先生に一人でも多くお願い出来た事。試合で相手に打たれたくないと
いう気持ちをはねのけて打ち出れた事。卒業まで剣道を続けられた事。駒剣の最上級生と
して役割を果たし、強い心と体、皆と力を合わせる協調性を持てたと感じています。
　君達15名が、この時期を迎えられたのは自分の強い意志と師範・お父さん先生・お母さん
先生・役員さん・保護者の皆さんの愛情のお陰です。一つ欠けても成せない事です。
やり遂げた事に自信と誇りを持ちましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 卒業おめでとう卒業おめでとう卒業おめでとう卒業おめでとう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木村　裕之　　　　木村　裕之　　　　木村　裕之　　　　木村　裕之

　
  ６年生の皆さん、卒業おめでとう。
心身共に大きく成長した君たちの姿は、とてもうれしく、頼もしく思われます。

私は、残念ながら、この間体調を崩して皆さんと稽古ができずに休ませて頂きました。卒業される
君たちが、稽古に励み、上達していく過程を見られなかったことが、残念でなりません。

君たちが、中学校の新しい環境で、何事にも積極的に自分から取り組んでゆくことを、心から
望んでいます。そして、より大きく成長した君たちの姿を、駒剣の後輩たちに見せて下さい。
駒剣全員の励みになります。

日々の努力は、必ず報われます。是非、「昨日」の自分と「今日」の自分を比較しながら、
自分自身を向上させ続けて下さい。決して他人との比較ではなく「昨日」の自分と比べるように
努力して下さい。君たちであればそれができます。

そして、自分自身の明確な目標を作って、一日一日を一生懸命頑張っていきましょう。

君たちの成長の姿を楽しみにしています。
卒業おめでとう。
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　中学の生活は、人の道の階段を一つ昇る事です。少し大人に近づきます。君達が大人に
なって社会で生きて行く糧（かて）を駒剣は学ばせてくれています。新しい生活で壁を感じて
立ち止まった時、迷った時、苦しい時には駒剣で稽古した心、仲間や先生の顔を思い出して
ください。突破口が開けるはずです。
 
　15名全員が宝です。関わった時間の長短でもなく、強い弱いでもなく、私の目に映った一人
一人が、その時その時一生懸命で、眩しく、素晴らしく、私の心を打ち響かせてくれました。
君達との出会いに感謝します。「ありがとう。」
 
　ピカピカの制服姿を披露しに来てくださいね。新たな環境の中での再会を楽しみにします。
 


 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お祝いの言葉お祝いの言葉お祝いの言葉お祝いの言葉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山田　節男　山田　節男　山田　節男　山田　節男

　　六年生のみなさん、卒業おめでとうございます。

　それぞれの小学校の生徒、そして駒場剣友会の小学生会員としての立場は、あと少しで卒業です。
駒場剣友会に入会した時期はそれぞれ違うと思いますが、一年を通して暑い夏の合宿や寒い
冬の寒稽古、みんな良く頑張ったと思います。
きっと見えないところで、みんなの力になっていることだろうと思います。そしてこれからも、みんなの
大きな支えとなることだと思います。
希望にあふれるこれからの新しい生活が、素晴らしいものであることを祈ります。

　少し、これからのみなさんに覚えておいてほしいことをお話します。

　小学校というのは、学校という名前のついている初めての場所だったわけです。
これからその場所を卒業して、次の中学校という場所に入るわけです。　駒場剣友会でも、小学生
会員からＯＢ会員になります。
いままでいた場所から新しいところへ入るのは、少しの不安と大きい期待があると思います。
小学生の間は、いろいろなことが初めてであったことと思いますがその度に、みんなは知らない間に
きっといろいろな人に助けられていたはずです。

　剣道の稽古を頑張るのも、学校の生活を頑張るのも、一人ひとりの力です。でもそれができるのは
いろんな人がいて初めてできるのです。道場は、いつも自動的に掃除がされて使えるようになって
いるわけではありません。ごはんは魔法で出てくるわけではありません。
　本当は大人になっても、いろんな人に助けられているのですが、すぐ忘れてしまいます。

　みなさんが小学生から次の中学生へ移る中で、いろんなことは誰かの助けがあることを思い出して
ください。そして、出来る限り、他の人を助けられることはないかも考えていってほしいと思います。
これはこういう機会に、私自身が思い出さなくてはいけないと思ったことです。

　小学生会員としての卒業おめでとうございます。
これからは駒場剣友会ＯＢ会員として、駒場剣友会を、そしてそこへ所属する我々大人も含めた
錬成部の仲間を助けていってください。
我々も、いつもみんなのことを仲間として見守っていきます。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4年間お世話になりました4年間お世話になりました4年間お世話になりました4年間お世話になりました
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ことよし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木村　士良　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木村　士良　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木村　士良　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木村　士良

  早いもので息子が駒場剣友会に入会させて頂き約４年がたとうとしております。４年間親子ともども
皆さまに大変お世話になりました。

　3年生の剣道教室から始め、最初の２年間はその場所に多くの先生・先輩・同輩・後輩がいて、
なんとなく楽しそうだからと言って通っておりました。その頃は試合をしても勝ちもせず、また、
勝ちたいとも思っていなかったようです。5年生になった頃位から後輩も増え、またきっかけもあり
楽しみながらも『勝ちたい』と言う意識が芽生えたようです。

　また６年生では愚息をキャプテンに選んで頂き、１年を通し支えて頂いた皆様に感謝申し上げます。
本人にとってもこの一年間は良い経験ができたと思っております。啓人は一人っ子ですが、今年は
多くの兄弟ができたかのように感じ、飛躍の年でした。

　私は昨年本厄もあり（関係ないか）あまり駒場剣友会のお役に立てずに申し訳ありませんでした。
時間の許す限り啓人の頑張っている姿を見に行こうとだけ思っておりました。個人的にはそれが私の
明日への活力でもありましたので。是非、皆様も時間の許される範囲で、お子さんの姿をみる事を
お勧めします。

　本人にとって剣道との出会いはとってもかけがえのない出来事であったと思い、それを導いて頂いた
駒場剣友会の皆様に感謝と今後の更なる御発展をお祈り申し上げます。
 

追伸：卒業後も飲み会には誘って頂けたら幸いです。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　『卒業にあたり』　　　　　　　　　　　　　　　　　『卒業にあたり』　　　　　　　　　　　　　　　　　『卒業にあたり』　　　　　　　　　　　　　　　　　『卒業にあたり』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 キャプテン　木村　啓人キャプテン　木村　啓人キャプテン　木村　啓人キャプテン　木村　啓人

　僕はよくスランプになり、試合をしても勝てなくなります。
稽古に行くのも嫌になります。だけど、嫌々ながらでも練習に通います。

　スランプから抜けるきっかけは、先生や仲間との厳しい稽古です。
厳しい稽古はつらいですが、先生から良くなったところをほめられると
『よっしゃ～！次も頑張ろう！』
と思っている自分がいて、稽古に行くのが楽しくなっています。調子が悪いとき、
話を聞いてくれる仲間がいてくれたこともありがたかったです。

　駒剣のみなさん、4年間ご指導ありがとうございました！中学でも剣道がんばります！

木村キャプテン、お疲れさまでしたm(_ _)m

先生方、愛情溢れる温かいメッセージをありがとうございました。
６年生の皆さん、卒業とともに、これからは新ＯＢ会員としてよろしくお願いしますね(^^)/
６年生の保護者の皆さん、お子様のご卒業おめでとうございます。これまで大変お世話になりましてありがとうございましたm(__)m

もちろん、お誘いしますよ～(*^。^*)
目指せ！飲み会皆勤賞！
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こんにちは！こんにちは！こんにちは！こんにちは！OGOGOGOGの山口聡美です。の山口聡美です。の山口聡美です。の山口聡美です。    

　大野先輩から「こまけんだより」のリレーのバトンを受けました、平成１１年度駒場剣友会卒業の
山口聡美です。大野先輩からのバトンということでプレッシャーを感じております。(汗)
　大野先輩は伝説の男ですから・・・。伝説の男からのバトン、しっかり次につなげたいと思います！！

　まずは自己紹介です。まずは自己紹介です。まずは自己紹介です。まずは自己紹介です。

駒剣で小学校３年生の夏に剣道を始めてから、今まで剣道部に所属し剣道を続けてきました。
今年の３月に大学を卒業し、春からは東京学芸大学大学院へ進学します。

　大学院には部活動がないため、学校で剣道部に所属するのは今年度が最後です。
この機会に、今までに剣道が私に与えてくれたものを振り返ってみることにしました。
まとめてみると次の３つでした。

① 人との出会い① 人との出会い① 人との出会い① 人との出会い
　剣道を通じて先生・先輩方、後輩や友人など多くの人との出会いがありました。家族や学校の
先生以外の大人の人に叱られたり褒められたり、剣道を通じて小学校のころからたくさんの方に
ご指導いただいて、本当にありがたいことだと感じています。
　先輩、後輩、友達と団体戦に出て泣いたり笑ったりしたこと、その人たちと何年かして別の大会で
再会したり、今でも飲みに行ったりすること、すごい幸せです。

② 言葉との出会い② 言葉との出会い② 言葉との出会い② 言葉との出会い
　『礼儀とは、相手への尊敬を態度で示すもの』　『勝ちたければ人の三倍稽古しろ』
『打って反省打たれて感謝』　etc…
稽古や試合を通して先生方から多くの言葉をいただきました。日常生活の中でもふと思い出し、
気合いを入れ直したり、反省することがあります。そんなとき、剣道で出会った言葉が自分の心の
養分になっているなぁと実感します。
　本やテレビからじゃ出会えない、先生からの生の言葉。宝物です。

へえ～大野先輩って伝説の男だったんですね・・・
って、どういう伝説？？？

大学院ですか、すごいなあ～♪

う～ん、さすが大学院生、
まとめ方が端的ですね～カッコいい！

　バンクーバーオリンピックは閉会してしまいましたが、駒剣勝手に指名リレーはおかげさまでまだまだ続いています！
社会人１年生の大野先輩から熱いバトンを引き継いで走ってくださるのは、小学校３年から大学卒業までず～っと剣道を
続けてこられた筋金入りの剣道乙女！駒剣初代女子キャプテン　山口聡美先輩です。
女の子には憧れの存在ですね～(*^。^*)　それでは山口先輩、よろしくお願いしま～す。
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③ 自分との出会い③ 自分との出会い③ 自分との出会い③ 自分との出会い
　負けるのが怖くて試合に出たくない、と何度も思いました。また、寒い日の稽古に行く前は迷いが
生じます。　だって寒いし。負けることも嫌だし。でも、試合では仲間のためにも自分の責任を
精いっぱい果たさなくてはいけないし、稽古はそんな迷いが生じたときこそ行かなくてはいけない。
そうやって、自分と向き合い自分と戦うことで、自分の弱さや強さを多く発見できました。

　実は今、剣道は少しお休み中です。卒業論文などの関係で、なかなか稽古に行けなかった
こともあり、何ヶ月か稽古をしていません。でも、こうやって剣道と少し距離が出来たから、今までの
剣道をゆっくりと振り返れたのかなと思います。
　すぐにまた、再開します。まだまだこれから、剣道でやりたいことがたくさんあります。
石井先輩が１月号で駒場の垂ネームつけて試合に出たいとおっしゃっていました。
大賛成です。ちなみに女子チームも作れちゃいますよ♪ね、星野。下川原さんや、歳離れちゃうけど
香織ちゃんや現役高校生の子たちも誘っちゃおう（＾皿＾）

　最後に、駒場剣友会の小学生の皆さん。

　剣道は、冬は裸足で寒くて、夏は面や防具で暑い。防具は重いし、打たれると痛いし、臭いは
独特だし、移動は大変だし、道具も多いから準備も大変。
もしかしたらこれから先、剣道が嫌だなと思う時が来るかもしれません。
でも、剣道はいろんな出会いを連れてきてくれます。
やめたいなと思った時、そんなこと言っていた先輩もいたなと思い出してもらえたら幸せです。

　花粉で鼻と目が大洪水になってきました。もうすぐ春ですね。
暖かくなり、また稽古が厳しくなりますが、頑張ってください。　応援しています。

では、次のバトン・・・私の同期の大本君（＾ｖ＾）♪では、次のバトン・・・私の同期の大本君（＾ｖ＾）♪では、次のバトン・・・私の同期の大本君（＾ｖ＾）♪では、次のバトン・・・私の同期の大本君（＾ｖ＾）♪
　　　　　　　　　　　　　　　　　よろしくおねがいしまーす☆　　　　　　　　　　　　　　　　　よろしくおねがいしまーす☆　　　　　　　　　　　　　　　　　よろしくおねがいしまーす☆　　　　　　　　　　　　　　　　　よろしくおねがいしまーす☆

「自分と向き合い、自分と戦う」・・・う～ん、なんかすごくいい言葉ですね！

おお～！駒剣ＯＢ・ＯＧチーム、続々と結成されそうですね！

山口先輩、花粉症大丈夫ですか～？
卒業直前のお忙しいところ、無理してお願いしてしまってスミマセンでした。
とっても素敵なお話をありがとうございましたm(__)m
駒剣ＯＧチーム、ぜひぜひ実現してください。楽しみにしています！

それでは、満を持してのご登場　大本先輩！ご指名です。それでは、満を持してのご登場　大本先輩！ご指名です。それでは、満を持してのご登場　大本先輩！ご指名です。それでは、満を持してのご登場　大本先輩！ご指名です。
大本先輩もたしか大学院進学のお忙しいところ、大変恐れ入りますが・・・、

来月号、どうぞよろしくお願いいたしま～す(^^)/来月号、どうぞよろしくお願いいたしま～す(^^)/来月号、どうぞよろしくお願いいたしま～す(^^)/来月号、どうぞよろしくお願いいたしま～す(^^)/
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最後はお楽しみ星やん武芸帳です♪　星野さんよろしくお願いしま～す！！

※　剣道教室は５月８日(土)～７月１０日(土)　全１０回！※　剣道教室は５月８日(土)～７月１０日(土)　全１０回！※　剣道教室は５月８日(土)～７月１０日(土)　全１０回！※　剣道教室は５月８日(土)～７月１０日(土)　全１０回！

　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 申込受付は４月３日(土)、１０日（土）　2：００～　　道場前にて申込受付は４月３日(土)、１０日（土）　2：００～　　道場前にて申込受付は４月３日(土)、１０日（土）　2：００～　　道場前にて申込受付は４月３日(土)、１０日（土）　2：００～　　道場前にて

　　　　
　　　　　　　　みんな、お友達をさそって仲間をふやそう！！　　　　　　　　みんな、お友達をさそって仲間をふやそう！！　　　　　　　　みんな、お友達をさそって仲間をふやそう！！　　　　　　　　みんな、お友達をさそって仲間をふやそう！！

        ４日（木）　通常どおり　５：００～７：００
　６日（土)　後期昇級審査会　３：００～５：００　駒場剣道場にて　６日（土)　後期昇級審査会　３：００～５：００　駒場剣道場にて　６日（土)　後期昇級審査会　３：００～５：００　駒場剣道場にて　６日（土)　後期昇級審査会　３：００～５：００　駒場剣道場にて
　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）
　　　　　　　　　お手紙が出ています。確認してください。　　　　　　　　　お手紙が出ています。確認してください。　　　　　　　　　お手紙が出ています。確認してください。　　　　　　　　　お手紙が出ています。確認してください。
　　　　　　　　　選手のみんな！がんばれ！！　　　　　　　　　選手のみんな！がんばれ！！　　　　　　　　　選手のみんな！がんばれ！！　　　　　　　　　選手のみんな！がんばれ！！

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
２０日（土）　通常どおり　３：００～５：００ さくら草旗出場選手結団式
２１日（日・祝）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・祝）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・祝）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・祝）さくら草旗争奪剣道大会　（さいたま市記念総合体育館）
　　　　　　　　　お手紙が出ています。確認してください。　　　　　　　　　お手紙が出ています。確認してください。　　　　　　　　　お手紙が出ています。確認してください。　　　　　　　　　お手紙が出ています。確認してください。
２５日（木）　通常どおり　５：００～７：００
２７日（土）　６年生を送る会　１：００～５：００２７日（土）　６年生を送る会　１：００～５：００２７日（土）　６年生を送る会　１：００～５：００２７日（土）　６年生を送る会　１：００～５：００
　　　　　　　　　１５人の６年生を盛大に送りましょう！　　　　　　　　　１５人の６年生を盛大に送りましょう！　　　　　　　　　１５人の６年生を盛大に送りましょう！　　　　　　　　　１５人の６年生を盛大に送りましょう！
　　　　　　　　　来年度のキャプテン決めもあります。　　　　　　　　　来年度のキャプテン決めもあります。　　　　　　　　　来年度のキャプテン決めもあります。　　　　　　　　　来年度のキャプテン決めもあります。
　　　　　　　　（夜は大人の６年生保護者を送る会があります）　　　　　　　　（夜は大人の６年生保護者を送る会があります）　　　　　　　　（夜は大人の６年生保護者を送る会があります）　　　　　　　　（夜は大人の６年生保護者を送る会があります）

  １日（木）　通常どおり　５：００～７：００
　３日（土）　駒剣　OB合同稽古会　１：００～５：００　（剣道教室申込受付①）駒剣　OB合同稽古会　１：００～５：００　（剣道教室申込受付①）駒剣　OB合同稽古会　１：００～５：００　（剣道教室申込受付①）駒剣　OB合同稽古会　１：００～５：００　（剣道教室申込受付①）
             駒場体育館メインアリーナにて             駒場体育館メインアリーナにて             駒場体育館メインアリーナにて             駒場体育館メインアリーナにて
　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 先輩方をお迎えして、合同稽古ならびに試合を行います。
　　　　　　　　　先輩方！新中学１年生のみなさんもお待ちしてますので、よろしく～(^^)/
　　　　　　　　　修道館は通常通りあります。
　８日（木）　通常どおり　５：００～７：００
１０日（土）　通常どおり　３：００～５：００　（剣道教室申込受付②2:00～）剣道教室申込受付②2:00～）剣道教室申込受付②2:00～）剣道教室申込受付②2:00～）
１５日（木）　通常どおり　５：００～７：００
１７日（土）　通常どおり　３：００～５：００
２２日（木）　通常どおり　５：００～７：００
２４日（土） 定期総会　３：００～５：００（２F会議室にて）２４日（土） 定期総会　３：００～５：００（２F会議室にて）２４日（土） 定期総会　３：００～５：００（２F会議室にて）２４日（土） 定期総会　３：００～５：００（２F会議室にて）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年に一度の大切な会です。先生方や他の保護者の方のお話を聞く
　　　　　　　 よい機会でもあります。万障お繰り合わせの上、ご出席のほど
　　　　　　　 よろしくお願い致しますm(_ _)m
　　　　　　　　稽古は通常どおりあります。
２９日（木・祝）　稽古はお休みです。２９日（木・祝）　稽古はお休みです。２９日（木・祝）　稽古はお休みです。２９日（木・祝）　稽古はお休みです。

４月の予定

３月の予定

せんぱい方！
よろしくお願い
します！！

新入会員の紹
介

浜野くん浜野くん浜野くん浜野くん

森田くん森田くん森田くん森田くん

わからないことがあったら、どんどん周りの人に聞いてくださいね！
みんなも、声をかけていろいろ教えてあげてくださいね！ よろしく

　おねがい
　　しま～す！

ようこそ駒剣へ！
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