
　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 
　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　
　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　

今月のめにゅ～今月のめにゅ～今月のめにゅ～今月のめにゅ～
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。

平成２２年４月号　駒場剣友会平成２２年４月号　駒場剣友会平成２２年４月号　駒場剣友会平成２２年４月号　駒場剣友会平成２２年４月号平成２２年４月号平成２２年４月号平成２２年４月号

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

☆今月のことば・・・本荘先生・３月のお当番さんの感想☆今月のことば・・・本荘先生・３月のお当番さんの感想☆今月のことば・・・本荘先生・３月のお当番さんの感想☆今月のことば・・・本荘先生・３月のお当番さんの感想

☆村岡杯剣道大会の結果報告☆村岡杯剣道大会の結果報告☆村岡杯剣道大会の結果報告☆村岡杯剣道大会の結果報告

☆さくら草奪剣道大会の結果報告☆さくら草奪剣道大会の結果報告☆さくら草奪剣道大会の結果報告☆さくら草奪剣道大会の結果報告

☆良平の部屋・・・「我が家の家宝！？」☆良平の部屋・・・「我が家の家宝！？」☆良平の部屋・・・「我が家の家宝！？」☆良平の部屋・・・「我が家の家宝！？」

☆駒剣勝手に指名リレー・・・今月の走者は大本先輩です♪☆駒剣勝手に指名リレー・・・今月の走者は大本先輩です♪☆駒剣勝手に指名リレー・・・今月の走者は大本先輩です♪☆駒剣勝手に指名リレー・・・今月の走者は大本先輩です♪

☆新正副キャプテン決まる！・・・ひと言ずついただきました～！☆新正副キャプテン決まる！・・・ひと言ずついただきました～！☆新正副キャプテン決まる！・・・ひと言ずついただきました～！☆新正副キャプテン決まる！・・・ひと言ずついただきました～！
　　　　
☆お知らせ・・・新入会員のお知らせ、駒剣文集完成！、４，５月の予定☆お知らせ・・・新入会員のお知らせ、駒剣文集完成！、４，５月の予定☆お知らせ・・・新入会員のお知らせ、駒剣文集完成！、４，５月の予定☆お知らせ・・・新入会員のお知らせ、駒剣文集完成！、４，５月の予定

☆星やん武芸帳・・・「その五十四　　正しい基本の上にしか上達はない。」☆星やん武芸帳・・・「その五十四　　正しい基本の上にしか上達はない。」☆星やん武芸帳・・・「その五十四　　正しい基本の上にしか上達はない。」☆星やん武芸帳・・・「その五十四　　正しい基本の上にしか上達はない。」

　「１５人の駒剣士　卒業おめでとうございます！」　　　平成２１年度６年生を送る会　　　2010.3.27　「１５人の駒剣士　卒業おめでとうございます！」　　　平成２１年度６年生を送る会　　　2010.3.27　「１５人の駒剣士　卒業おめでとうございます！」　　　平成２１年度６年生を送る会　　　2010.3.27　「１５人の駒剣士　卒業おめでとうございます！」　　　平成２１年度６年生を送る会　　　2010.3.27
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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

　３月末に肌寒い日が続きましたが、４月になり春の象徴、さくらの花が美しく咲いています。
また、新しいスタートです。みんなでヨーイ、ドン！気持ちを合わせて一歩一歩進んでいきま
しょう。

　３月２７日に行われた「６年生を送る会」は、例年どおり盛大な会になりました。前半の試合
では、昨年同様、６年生対送る側（小１から大人まで）の団体戦を行いました。小さな子が果
敢に６年生にかかっていく微笑ましさと、６年生の強さが印象的な戦いでした。１，２年生が惜
しい技を打つ度に大きな歓声が上がり盛り上がりました。ハンディが１本あるとはいえ、引き
分け等の健闘ぶりは大したものでした。また、キャプテン、副キャプテンを中心とした６年生の
後半戦はさすがでした。５年生までを早々と破り、成人会員と対戦。初段、二段、三段所有
者を次々と破り、最後は四段の先生まで引っぱり出しました。３月の村岡杯、さくら草旗剣道
大会で活躍した、最上級生としての堂々とした剣道を、見事に披露してくれました。
　後半のセレモニーでは、６年生一人一人から立派なあいさつがありました。特に、「これか
らも剣道を続ける。」とみんなが言っていたのが、頼もしく感じられました。これから、それぞれ
稽古する環境は駒剣とは違うことが多いとは思いますが、今まで積み上げた剣道を大切にし
て、さらに伸びていって欲しいと願っています。
　今年も記念品がいっぱいでした。先生、成人会員、後輩からの思い出のアルバム、良平先
生からの手作り木刀のつば（紅葉入り）、星やん先生からの刻印やストラップ、芸術的な書、
役員のお母さんからの手作りつば止め、そしてお菓子などなど。何かつらいことや苦しいこと
があったら、アルバムを広げて、木刀や竹刀を手にして、たくさんの仲間に囲まれていること
を思い出してください。
　卒業しても、いつでも駒剣に来てくださいね。中学校でのさらなる活躍を期待しています。

　今日はＯＢ合同稽古会です。たくさんのＯＢ・ＯＧに久しぶりに会えるのを楽しみにしていま
した。どんな剣道をするのか、どれだけ背が伸びたのか、成長した姿を見るのは何よりの楽し
みです。年度初めのあわただしい時期ではありますが、ぜひ恒例行事として、毎年の参加を
お願いします。
　「文集　剣は心なり」第５号が刊行されました。石田恵介先生が寝る間を惜しんで作成して
くれたものです。他にも、写真を撮ってくださった方、製本作業をしてくださった方、イラストを
描いてくださった方など、多くの方の協力によりできあがった一冊です。ありがとうございま
す。じっくり読んで、見て、今一度駒剣について、剣道について考える機会としましょう。

　平成２２年度がスタートしました。中牟田キャプテン、渡辺、野口副キャプテンを中心として
まとまって元気よく稽古していきましょう。小学生は人数が減りますので、まずは一人一人が
稽古を休まないこと、より声を出すこと。そして、剣道教室参加者を増やし、そこから多くの仲
間を迎え入れられるようがんばりましょう。

　最後に一つ注意を。道場前で待っているとき、竹刀を振っている人がいます。人が通るの
で危ないです。袋から出してつばとつば止めをつけたら、手に持たず置いておくように。
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３月のお当番さんノートの感想より３月のお当番さんノートの感想より３月のお当番さんノートの感想より３月のお当番さんノートの感想より

本荘先生、お当番さん、ありがとうございました。m(__)m

3月4日(木)　古澤先生・尾島先生
　　　　　　・昇級審査と村岡杯をひかえての稽古内容を準備してくださいました。
　　　　　　・「すでに1級を持っている6年生も小さい子たちを手伝い、みんな昇級できるようサポートしてください」
　　　　　　　と古澤先生からお話がありました。
　　　　　　・限られた時間の中で、基本稽古、試合稽古と充実していました。それぞれが目標を持って、
　　　　　　　毎回稽古することができると素晴らしい成長をすることと思います。

3月6日(土)　本荘先生・尾島先生
　　　　　　・神田先輩、木村香織先輩から受験結果の報告と一言をいただきました。
　　　　　　・本荘先生より・・・特2級になった人が何人かいました。1級に挑戦してください。新中１生と新6年生に
　　　　　　　木刀を渡します。下級生は打たれたらうまく体を開くこと、打たせ方も上手になりましょう。
　　　　　　・尾島先生より・・・今日のような気持ちで稽古を続けましょう。

3月11日(木)　神田先生・尾島先生
　　　　　　・星野正成先輩が高校合格の報告と稽古にいらしてくれました。
　　　　　　・田中裕一郎先輩が稽古にいらしてくれました。
　　　　　　・浜野くん、長谷部くんは木村由枝先生のご指導で別メニュー。
　　　　　　・見学の須山くんがたくさん手伝ってくれました。ありがとう。

3月13日(土)　本荘先生・尾島先生・菅原先生
　　　　　　・2段合格者の表彰状授与、おめでとうございます。
　　　　　　・村岡杯もみんなとても頑張り、駒剣士として素晴らしかったです。
　　　　　　・本日見学の渡辺くん、お当番のお手伝いありがとうございます。
　　　　　　・みんなキビキビとして、声も出ていて活気に溢れていました。全員出席です！

3月18日（木)　尾島先生・近藤先生（初心者指導）
　　　　　　・さくら草旗に向けて、試合を想定したきめ細かな指導をいただきました。きっと一人一人の力に
　　　　　　　なったと思います。参加人数も多く、活気ある稽古でした。
　　　　　　・浜野くん、長谷部くんは近藤先生による別メニュー。

3月20日(土)　本荘先生・尾島先生
　　　　　　・明日のさくら草旗大会に向けて、古澤先輩、星野先輩、渡辺（郁・靖）先輩、田中先輩、西先輩が来て
　　　　　　　くださいました。
　　　　　　・声も大きく、気迫に満ちていました。

3月25日(木)　尾島先生
　　　　　　・久しぶりに皆さんの稽古を見せていただきました。稽古の声はもちろん、返事の「ハイ」がみんな
　　　　　　　揃っていてとても気持ち良かったです。
　　　　　　・いつもと違うメニュー（4チームに分かれて基本、団体戦などで競争）で、楽しそうに試合をする
　　　　　　　子どもたちが印象的でした。
　　　　　　・見学の有田くんが時計の手伝いをしてくれました。ありがとう。

3月27日(土)　本荘先生
　　　　　　・6年生を送る会
　　　　　　　卒業生相手に、低学年の子が一生懸命戦っている姿がとても印象的でした。
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先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 勝ち（本数）

平田 大野 野村 小林 真砂　裕

メ　メ コ　　

メ　　 メ　　 メ　　

石坂 清水 金本 玉置 奥原

コメント

開始直後、小
手をねらうが小
手抜き面を取ら
れる。後半よく
攻めたが、1本
にはならず、１
本負けとなっ
た。

前に前に出て、
出ばな小手や
小手抜き面な
どおしい技も
あったが、後半
に小手をねらっ
たところを抜か
れて面を取ら
れた。

試合の早い段
階で面をもらう
が、思い切った
面で取り返し、
試合終了間際
に面が決まっ
た。

お互いに相面
や相小手で攻
め合うが、なか
なか1本が決ま
らず、そのまま
引分けとなっ
た。

相手が攻めて
きたところをき
れいに出ばな
小手を決め
た。これを守り
きって１本勝
ち。

先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 勝ち（本数）

平田 大野 野村 小林 真砂　裕

メ　メ メ　　 メ　メ メ　メ メ　　

櫻井 加藤 小川 中山 藤本

コメント

前半戦に見事
な小手抜き面
が決まり、その
後体当たりし
て、相手が下が
るところを面
で、見事な勝
利。

積極的に攻め
続けて、何本か
おしい技があっ
た。お互いに決
まり手がなく、
引分けと思った
ところ、ぎりぎり
で面を決めた。

開始と同時に
豪快な飛び込
み面が決まる。
2本目も同じよ
うに面を決め
た。

小さい相手に
やりにくそうで
あったが、相手
をよく見て、2本
とも面を決め
た。危なげない
試合であった。

相手は小さい
ながらも切れ
の良い技で攻
めてきたが、
落ち着いて面
を決めて1本
勝ち。もう1本
取れたかな？

先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 勝ち（本数）

平田 大野 野村 小林 真砂　裕

メ　メ メ　 メ　 メ

メ

矢吹 水本 瀬口 冨江 加藤

先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 勝ち（本数）

平田 大野 野村 小林 真砂　裕

メ

メ　メ コ

宇津木

駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会

初音剣志塾初音剣志塾初音剣志塾初音剣志塾

２（３）
引分１

２（３）
引分１

駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会 ５（８）

境剣友会境剣友会境剣友会境剣友会 ０（０）

駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会 ３（５）

三剣会三剣会三剣会三剣会 ０（１）

駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会 ０（１）

昭島中央剣友会昭島中央剣友会昭島中央剣友会昭島中央剣友会 ４（９）

越谷村岡杯剣道大会の報告越谷村岡杯剣道大会の報告越谷村岡杯剣道大会の報告越谷村岡杯剣道大会の報告
日　時　：　平成22年３月７日（日）
場　所　：　ウイングハット春日部
個人戦　：　真砂　歩くん
団体戦　：　平田くん、大野くん、野村くん、小林くん、真砂裕くん

個人戦個人戦個人戦個人戦

団体戦団体戦団体戦団体戦

真砂　歩くん真砂　歩くん真砂　歩くん真砂　歩くん　　　　　　　　　　小林（城北剣志）・・・よく前に出ていた。声も出ていて良かった。面がきれいに

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　決まった。小手もおしかったね。公式試合初勝利おめでとう！

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 斎藤（桜南剣友）・・・常に先に打って出て攻めていたが、面の打ち合いで相手の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　面が当たってしまった。

感想・・・感想・・・感想・・・感想・・・「はじめての大会にさんかしてよかったです。１回目はめん1本でかって、２回目はめん1本で
　　　　　　まけてしまいました。つぎはゆうしょうします。」

メ

メ

-

-

【１試合目】【１試合目】【１試合目】【１試合目】

【２試合目】【２試合目】【２試合目】【２試合目】

【３試合目】【３試合目】【３試合目】【３試合目】

【４試合目】【４試合目】【４試合目】【４試合目】

3試合目、4試合目は記録がなく
記憶にたよった記載となっております。
あしからず、ご了承くださいm(__)m

参加した駒剣士たちは、みんな大健闘！　応援の大人たちが
思わず目頭を押さえてしまうほど、気迫のこもった
一生懸命さがにじみ出る素晴らしい戦いぶりでした！
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感想　　先鋒　平田くん感想　　先鋒　平田くん感想　　先鋒　平田くん感想　　先鋒　平田くん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「今日、僕たちは3回勝利しました。しかし、4回戦目に負けてしまいました。
　　　　　　　4回戦目、戦う前に先生が「勝たなくてもいいから、死ぬ気でやってこい。」と言われました。
　　　　　　　しかし、負けてしまいました。僕はこの経験を生かして、中学につなげていけたらな　と思います。
　　　　　　　これからも、僕は死ぬ気でやっていきたいと思います。」

　　　　　　次鋒　大野くん次鋒　大野くん次鋒　大野くん次鋒　大野くん
　　　　　　「初めての団体戦でした。初めは少しきんちょうしてあまり動けませんでした。でも、試合で初めて
　　　　　　　勝てたので、うれしかったです。」

　　　　　　中堅　野村くん中堅　野村くん中堅　野村くん中堅　野村くん
　　　　　　「大会では、とてもがんばって全力が出せたと思います。１～３回戦では、スコアも見てできたと
　　　　　　　思います。4回戦では、昭島と当たってしまいました。でも昭島と戦うことができるのは、駒剣で
　　　　　　　剣道をやっていたからだと思います。結果は1本ずつの引き分けで、全力を出しきれたと
　　　　　　　思います。最後の大会を中学の部活でも生かせるといいと思います。」

　　　　　　副将　小林くん副将　小林くん副将　小林くん副将　小林くん
　　　　　　「村岡杯は小学校で最後の試合でした。なので、入賞できなかったのは、とてもくやしいです。
　　　　　　　でも、みんなで精一杯できてよかったです。今回は千葉に住んでいるいとこたちも出ていて、
　　　　　　　同じ大会に出れてよかったです。」

　　　　　　大将　真砂くん大将　真砂くん大将　真砂くん大将　真砂くん
　　　　　　「ぼくは今日、昭島の大将に1分もしないうちに負けてしまったけれど、新しく目標ができて
　　　　　　　自分の短所も発見できたので、試合の内容には満足できました。（結果は不満）
　　　　　　　尾島先生が試合の前に「結果はいいから、2分間死ぬ気でやれ！」と言っていました。
　　　　　　　ぼくは言われたとおり「死ぬ気」でやったけれど、残念な結果に終わりました。」

「歩、がんばれ！」 「いざ初陣！」 「強気だ～！」

「攻める！」 「攻める！！」 「攻める！！！」

「死ぬ気でやってこい！」　「ハイッ！」

「みんなすごくカッコよかった・・・！」 「お疲れさまでした(*^。^*)」

尾島先生をはじめ、審判やお手伝いをしてくださった成人会員さんたち、役員さんたち、お世話になりましてありがとうございましたm(__)m

大野くん 野村くん 小林くん
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【Aチーム　　１試合目】【Aチーム　　１試合目】【Aチーム　　１試合目】【Aチーム　　１試合目】
先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将 勝数（本数）

駒場剣友会　A駒場剣友会　A駒場剣友会　A駒場剣友会　A 松本 森 渡辺 有田 山崎 石田 西

メ　メ メ　メ メ　メ 　▲

メ　コ

立明館心剣道場立明館心剣道場立明館心剣道場立明館心剣道場
（吉川市）（吉川市）（吉川市）（吉川市）

平賀(伊） 冨樫 山本 湯木 平賀（大） 野口 鈴木

【Aチーム　　２試合目】【Aチーム　　２試合目】【Aチーム　　２試合目】【Aチーム　　２試合目】
先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将 勝数（本数）

駒場剣友会　A駒場剣友会　A駒場剣友会　A駒場剣友会　A 松本 森 渡辺 有田 山崎 石田 西 ４（６）４（６）４（６）４（６）

メ　メ ド　　 メ　　　 コ　メ

ド　▲

武蔵館武蔵館武蔵館武蔵館
（越谷市）（越谷市）（越谷市）（越谷市）

豊田 板橋 斉藤 高島 渋江（翔） 渋江（遥） 宮古 ０（１）０（１）０（１）０（１）

【Ａチーム　　３試合目】【Ａチーム　　３試合目】【Ａチーム　　３試合目】【Ａチーム　　３試合目】
先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将 勝数（本数）

駒場剣友会　A駒場剣友会　A駒場剣友会　A駒場剣友会　A 松本 森 渡辺 有田 山崎 石田 西

メ　 ▲　メ メ　メ

▲　　　 メ　コ メ　　　 メ　メ

ＢＳＣ剣志会ＢＳＣ剣志会ＢＳＣ剣志会ＢＳＣ剣志会
（神奈川県）（神奈川県）（神奈川県）（神奈川県）

伊藤 手代木 佐藤 中山 金川 下向 柿澤

コメントコメントコメントコメント

タイミングのよ
い面2本、見
事でした。

もう少し遠間
からチャンス
をねらって打
とう。

　　　

素晴らしい
飛び込み面
でした。

おしい胴が何
度もありまし
た。

常に優位に
試合を運びま
した。

1本にこそなり
ませんでした
が、相手にも
決定打を与
えませんでし
た。

スピードのあ
る面でした。
今日の面はど
れもお手本の
ような面でし
た。

おしい相面で
した。2本目
の出小手は
少しもったい
なかったです
ね。

押し気味では
あったのです
が、残念。

今日はなか
なか自分のリ
ズムが作れな
くて苦労した
ようです。で
も相手に1本
も与えなかっ
たのは立派
です。

おしい相面
でした。また
もや背の高
い相手に果
敢に挑んだ
面は立派で
す。

攻めてはいる
のですが、な
かなか1本を
取ることが出
来ませんでし
た。残念。

１（２）１（２）１（２）１（２）

西先輩らしい
スピードのある
面。そして
堂々とした風
格のある立合
いでした。小
学生たちのお
手本になった
と思います。

背の高い相
手に果敢に
面を打って
いきました。

よく粘りまし
た。

２（４）２（４）２（４）２（４）

３（５）３（５）３（５）３（５）

もう少し落ち着
いて、ねらって
打っていこう。

開始直後の小
手、見事でし
た。2本目の面
も落ち着いて
取れました。

３（６）３（６）３（６）３（６）

コメント

コメント

積極的な攻め
がよかったで
す。

剣は走ってい
ました。次、
勝ちましょう。

絶好調！
この調子で次
もいきましょ
う！

ねばりまし
た。決して負
けていません
でした。

さくら草旗争奪剣道大会の報告さくら草旗争奪剣道大会の報告さくら草旗争奪剣道大会の報告さくら草旗争奪剣道大会の報告

　　日　時　：　平成22年３月２１日（日）
　　場　所　：　さいたま市記念総合体育館
　　Aチーム　松本くん、森くん、渡辺くん、有田くん、山崎くん、石田涼先輩、西先輩、
　　Bチーム　本荘くん、野口くん、中牟田さん、高橋くん、木村くん、古澤先輩、加藤先輩
　　正剣会　　真砂智くん、清水くん、佐々木くん、太田さん、本田安葵子さん、渡辺靖宝先輩、渡辺郁宝先輩

２勝して予選リーグ突破！
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【Bチーム　１試合目】【Bチーム　１試合目】【Bチーム　１試合目】【Bチーム　１試合目】
先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将 勝数（本数）

駒場剣友会　B駒場剣友会　B駒場剣友会　B駒場剣友会　B 本荘 野口 中牟田 高橋 木村 古澤 加藤

コ　コ ド　ド コ　コ メ　メ メ　　 メ　メ　

愛武館道場愛武館道場愛武館道場愛武館道場
（群馬県）（群馬県）（群馬県）（群馬県）

津久田 宇野 山形 知久 竹澤 楳原 根岸

【Bチーム　２試合目】【Bチーム　２試合目】【Bチーム　２試合目】【Bチーム　２試合目】
先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将 勝数（本数）

駒場剣友会　B駒場剣友会　B駒場剣友会　B駒場剣友会　B 本荘 野口 中牟田 高橋 木村 古澤 加藤

メ　メ ド　　 メ　メ

メ　　 メ　コ

菖蒲剣心会菖蒲剣心会菖蒲剣心会菖蒲剣心会
（菖蒲町）（菖蒲町）（菖蒲町）（菖蒲町）

大庭 井上 大野 岩部 小林(日向） 斎藤 小林（日南乃）

【正剣会　１試合目】【正剣会　１試合目】【正剣会　１試合目】【正剣会　１試合目】
先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将 勝数（本数）

正剣会正剣会正剣会正剣会 真砂（智） 清水 佐々木 太田 本田（安） 渡辺（靖） 渡辺（郁）

コ　メ ド　　 メ　メ メ　　 メ　メ ド　　

八潮市剣道連盟八潮市剣道連盟八潮市剣道連盟八潮市剣道連盟
（八潮市）（八潮市）（八潮市）（八潮市）

岡本(拓） 勝田（朗） 東谷 渡辺 土川 岡本(優） 勝田（恵）

【正剣会　２試合目】【正剣会　２試合目】【正剣会　２試合目】【正剣会　２試合目】

2本ともつば
ぜり合いから
の引胴を決
められる。相
手の元気に
押されてい
た。

何本もおし
い技はあっ
たが、決めら
れず、逆に
動きを合わさ
れて面をもら
う。内容は負
けてなかっ
た。

飛び込みの
得意な相手で
した。

どんどん出て
くる相手に負
けずに食い
下がっていま
した。

動きの速い相
手に頑張って
打ち込んでま
した。

何とか面を取
ろうと頑張っ
て向かってい
ました。

なかなかスキ
をお互いに見
つけられませ
んでした。

全体的には
互角であった
が、前半に不
用意な引面を
もらう。何とか
取り返してほ
しかった。

有利に試合を
運ぶが、決定
打なし。逆に
少し居ついた
ところを面をも
らう。もったい
ない負けで
あった。

開始早々に
得意の面と
思ったが入ら
ず、その後よ
く攻めるも出
小手に敗れ
る。残念だっ
た。

０（０）０（０）０（０）０（０）

６（９）６（９）６（９）６（９）

相手が下がる
ところをよく攻
めていた。中
盤に返し胴を
決めて、これ
を守りきった。

高橋君らしい
のびのびとし
た面で攻め、
2本とも相面
を制した。
チームの勝
利を引き寄せ
た。

積極的な相
手を応じ技
で返す。最
後の面は惜
しかった。し
かしチーム
の勝利を決
めた貴重な
引き分け。

相手の攻めを
上手く防ぎな
がら連続技で
攻め返した。
相手の引面
は危なかった
が、引き分け
に持ち込ん
だ。

前半の相面は
こちらと思った
が相手の1本。
後半見事な相
小手面も決ま
らず、逆に決
められた。惜し
かった。

０（０）０（０）０（０）０（０）

６（１１）６（１１）６（１１）６（１１）

３（５）３（５）３（５）３（５）

２（３）２（３）２（３）２（３）

試合早々から
見事な面。2
本目も相手が
出るところを
出ばな面。
チームに勢い
をつけた。

面や小手、返
し胴をよく出
したが、小手
が決まらない
ところを逆に
面を打たれ
た。押してい
たのに残念。

前半はやや
押され気味で
あったが、よく
耐えて価値あ
る引き分け。

最初は互角
だが、手元が
あいたところ
を小手。次も
出小手をもら
う。少し元気
がなかった。

力のある相
手でした。

互角の打ち
合いでした。
一瞬のスキ、
引胴が入って
しまいました。
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先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将 勝数（本数）

正剣会正剣会正剣会正剣会 真砂（智） 清水 佐々木 太田 本田（安） 渡辺（靖） 渡辺（郁）

メ　メ メ　　

メ　　 メ　反 メ　　 メ　コ メ　　

尚武剣友会尚武剣友会尚武剣友会尚武剣友会
（新座市）（新座市）（新座市）（新座市）

石川 上野 福井 高村 中島 山崎 皆川

２（３）２（３）２（３）２（３）

４（７）４（７）４（７）４（７）

よく動いてい
ました。これこ
そ先鋒！とい
う感じでした。

序盤からよく
足が出ていま
した。途中の
胴が効いて、
面につながり
ました。

相手の細か
い動きにまよ
わず、打ち
切っていまし
た。

上手い相手
でしたが、体
は一歩も引き
ませんでし
た。

中心をとって
勝負に出ま
したが、相手
のほうがウワ
テでした。

序盤から激し
い打ち合いで
した。おしい
面もたくさん
ありました。

最後に大将が
「負けない」姿
を見せてくれ
ました。

選手の感想選手の感想選手の感想選手の感想

先鋒　松本くん先鋒　松本くん先鋒　松本くん先鋒　松本くん
「Ａチームは3回試合をして僕は3回勝てたけど、最後の試合はもう1本とれたと思いました。なので次の試合にむ
けて、稽古を頑張っていきたいです。」

次鋒　森くん次鋒　森くん次鋒　森くん次鋒　森くん
「今日は、一回戦目に面と小手を取られてしまい、二回戦目に引き分け、三回戦目に面と小手を取られてしまい
ました。今日は一回も勝てなかったけど、次の試合は頑張りたいです。」

五将　渡辺くん五将　渡辺くん五将　渡辺くん五将　渡辺くん
「三回戦まで進めてよかったです。今度やるときは予選を突破したいです。」

中堅　有田くん中堅　有田くん中堅　有田くん中堅　有田くん
「今日の試合は全引き分けだった。足のケガもあったが、勝てる相手に勝てなかったのがくやしかった。駒剣最後
の試合がこのような結果で終わってしまったので、中学で頑張りたい。」

三将　山崎くん三将　山崎くん三将　山崎くん三将　山崎くん
「小学校最後の試合で個人では満足できる内容だった。だが最後の試合は、相面で負けて非常に悔しかっ
た。この悔しさをバネに次の試合は絶対勝つぞ！！」

副将　石田涼先輩副将　石田涼先輩副将　石田涼先輩副将　石田涼先輩
「久しぶりに駒剣のみんなと稽古、試合をすることができ、昔のように熱く楽しくすることが出来ました。しかし、み
なさんが望んだ結果が出せなかったと思います。今日の反省を生かし、部活引退まで全力で取り組みたいと思
います。」

大将　西先輩大将　西先輩大将　西先輩大将　西先輩
「今回は大将として参加させていただきありがとうございました。試合で心がけたことは、『足を止めない』ということ
でしたが、練習試合では技が尽きて足の止まったところに面を打たれてしまいました。また、あせりすぎて一足一刀
の打ち間に入るまでの攻めがなく、ただ面に飛んでしまったように思われます。今回の大会では、まだまだ自分に
足りないものがあると分かりました。今後とも、駒剣や修道館でも夏の大会に向けて頑張りますのでよろしくお願い
します。」

次鋒　野口くん次鋒　野口くん次鋒　野口くん次鋒　野口くん
「チームが一回でも勝てた。自分は毎年負けていて役にたっていない。」

五将　中牟田さん五将　中牟田さん五将　中牟田さん五将　中牟田さん
「1回戦目に引き胴を二本入れられて、負けてしまいました。次回はこのような結果にならないように、練習をたく
さんしたいです。」

先鋒　本荘くん先鋒　本荘くん先鋒　本荘くん先鋒　本荘くん
「僕は1回しか勝ってないので、もっと練習をして強くなりたいです。」

BチームBチームBチームBチーム

AチームAチームAチームAチーム
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中堅　木村くん中堅　木村くん中堅　木村くん中堅　木村くん
「今日は小学校で最後の大会だったけど、うまく調子が出ず、負けたり引き分けたりしか出来なかったのがとても悲
しいです。中学でも頑張ります。」

三将　高橋くん三将　高橋くん三将　高橋くん三将　高橋くん
「今日のさくら草旗剣道大会では、一回戦目に自分の力を十分に発揮できず、二回戦目にエンジンに火が付い
て本調子がでるパターンで、一回戦目から本調子を出せるような剣道が出来なかったのが残念です。これからは
自分の力を出しきれるようなウォーミングアップをしていきたいです。」

副将　古澤さん副将　古澤さん副将　古澤さん副将　古澤さん
「自分の力不足でチームに貢献できず、申し訳なかったです。もし、違う機会で駒剣として大会にでることがあれ
ば、自分の欠点を直して臨みたいと思います。応援ありがとうございました。」

大将　加藤くん大将　加藤くん大将　加藤くん大将　加藤くん
「今回、Ｂチームはリーグで敗退という結果でした。しかし、久しぶりに駒剣のみんなと肩を並べて試合ができて、
とてもうれしかったです。自分は今回負けてばかりで、みんなの足を引っ張ってしまい、迷惑をかけてしまいまし
た。本当にすみませんでした。これからも強くなれるよう努力していきますので、このような機会があったら、また
いっしょにやらせてもらえると幸いです。本当にありがとうございました。」

先鋒　真砂智くん先鋒　真砂智くん先鋒　真砂智くん先鋒　真砂智くん
「1回目は2本で負けました。でも2回目は取って取られて取り返したので、2本勝ちしました。だから次の
試合は全部2本勝ちしたいです。」

正剣会正剣会正剣会正剣会

次鋒　清水くん次鋒　清水くん次鋒　清水くん次鋒　清水くん
「一試合目は引き胴を取られたけど、二試合目は面を取れた。来年度もがんばりたい。」

五将　佐々木くん五将　佐々木くん五将　佐々木くん五将　佐々木くん
「気合を十分に出して、全力を出しきれたけれど、自分もチームも負けてしまったので残念でした。また、
特に場外反則を2回もしてしまったので、今度は気をつけたいです。」

中堅　太田さん中堅　太田さん中堅　太田さん中堅　太田さん
「今日よかったところは、声をしっかり出して積極的に攻められた。だけど少し後ろに下がることが多かっ
たと思うから、今度は前に前にいきたいと思う。」

三将　本田安葵子さん三将　本田安葵子さん三将　本田安葵子さん三将　本田安葵子さん
「小学校最後の試合は負けてしまったけど、とてもよかったです。試合の途中で、隣の会場からとっても大
きな声がしたので、あと2回しかないけど、大きな声をだして頑張ろうと思いました。」

副将　渡辺靖宝くん副将　渡辺靖宝くん副将　渡辺靖宝くん副将　渡辺靖宝くん
「常に『前へ』を意識して、思い切った試合ができました。だが、相手の動きに対応できなかったり、相手
に合わせて打ってしまったりと、多くの課題が残ってしまいました。チームとしてしっかりと応援が出来たの
でよかったです。悔いは残りましたが、とてもよい経験になりました。」

大将　渡辺郁宝くん大将　渡辺郁宝くん大将　渡辺郁宝くん大将　渡辺郁宝くん
「自分としては、よい打ちがあっても決めることが出来なかったのが残念だった。チームとしては、みんな
団体戦だということを意識した試合ができていなかった。だが、思い切った試合をやっていた。」

応援席より応援席より応援席より応援席より

１年　小松田くん１年　小松田くん１年　小松田くん１年　小松田くん
「はじめてのおうえんでした。」

２年　真砂歩くん２年　真砂歩くん２年　真砂歩くん２年　真砂歩くん
「こま剣や正剣会はかったりまけたりしてました。みんな、いろんなわざをだしてました。ぼくはいいみとり
げいこになりました。」
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３年　大西くん３年　大西くん３年　大西くん３年　大西くん
「今日は、けんどうのしあいをいっぱい見られて、自分のためにもなってよかったです。」

３年　有田好さん３年　有田好さん３年　有田好さん３年　有田好さん
「Ａチームは3回戦でまけてしまって、すこしくやしかったです。」

３年　新井くん３年　新井くん３年　新井くん３年　新井くん
「つよいひとの試合がみれてよかったです」

３年　本田青一郎くん３年　本田青一郎くん３年　本田青一郎くん３年　本田青一郎くん
「みんな大きい声を出していて、がんばっているなぁと思いました。とてもがんばっていました。」

５年　大野くん５年　大野くん５年　大野くん５年　大野くん
「応援をして、中学生の人からいろいろ学びました。学んだことをこれからも生かしていきたいです。」

「駒場正剣会チーム」 「駒場剣友会Ａチーム」 「駒場剣友会Ｂチーム」

「尾島先生が縫ってくださり
星野先生が書いてくださった
魂のこもったゼッケン」

菅原先生、尾島先生をはじめ、前日の準備から当日のお手伝い、審判などでお世話になった成人会員の方々、
役員さん、応援の方々、ありがとうございました。みなさん、お疲れさまでした。

真砂　智くん 中牟田さん

山崎くん 加藤先輩 本田安葵子さん
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　良平さんお気に入りの坂本冬美の『また君に恋してる。』って言う歌ですが、最近ものすごく人気が

出てきたそうです。良平さんは去年からこの歌は人気がでると思ってました！さすが良平さん！

そして、探して、探して、探し回った結果ついにCDを見つけました、上野駅の中にあるCDショップで

1枚だけ残ってたのを見つけてレジへ一直線！（貸して欲しい人がいたら言ってな！）

　この坂本冬美のCDが良平さんの家の家宝ではありませんが、

今月は中国の貧しい家の家宝についてお話します。

　最近、中国が目覚しく発展し、日本製の車や液晶テレビがたくさん中国国内で売れていますが、

中国の人の一般的な人の給料は少し高い人でも一ヶ月で２～３万円、安い人だと１万円くらいです。

そのような人は恵まれた人で、そのような人が住んでいるのは中国の沿岸部～海から数10km程度の

範囲に住んでいる人か、去年オリンピックのあった北京や、チョッと小中学生には難しいけど

瀋陽や重慶といった大工業都市に住んでいる人たちだけです。

（物の値段が中国の方が安いので、日本とお金の価値を比較するのは全てが正しい訳ではないです。）

　もう中国へ帰ってしまったけど、良平さんの友達で中国の山奥出身の人がいました。

ある日、その人に「私の街は貧しい所です。普通の生活をしている家で一番大事にしている物、

つまり 『家宝』 は何だと思いますか？」　と質問されました。

　良平さんは、「自転車ですか？」・・・違います。

「ﾃﾚﾋﾞですか？」・・・とんでもない！

「そしたらﾗｼﾞｵ？」・・・貧しい家には電気がないから

　　　　　　　　　　　　　ﾃﾚﾋﾞやﾗｼﾞｵを持っている訳じゃないでしょ！

「ん～～マンガ本？」・・・そんなもん見たこともない！

こんなやりとりをして、「わからん！教えて～～！」で

ギブアップしたら教えてくれました。

　その街は、山の奥なんですが、・・・山の奥？日本で考えると、太平洋から日本海まで一番距離が長い

場所でも300kmはありまへん。また、どこに行っても木があるし、日本には四季があるので水が豊富

にあります。・・・でも中国の場合、遠い場所では海から3000km（東京-沖縄より遠い）進んでも

まだ中国という場所もあります。

そうなんです。　中国でいう山奥は 『大陸の奥の方』 を意味するそうです。

我 が 家 の 『家宝』 ！？我 が 家 の 『家宝』 ！？我 が 家 の 『家宝』 ！？我 が 家 の 『家宝』 ！？

渡辺　良平渡辺　良平渡辺　良平渡辺　良平

お宝！

「それは、ナベです。」　　　　「ナベ？？？？？」
さっぱり訳がわからなくなり、
「ナベって？もしかして料理する時に使うナベのことですか？」と
聞き返したら、「鍋を料理する時以外なんに使うのですか！」としかられました。

「えええええ～～～ウソでしょう！！？？」　　なんで鍋が家宝なんですか？
ひょっとして金で作られた鍋？？　それやったら貧しくないよね？

それで、くわしく話を聞きました。
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　そんな 『山奥』 では一年を通してめったに雨が降らない場所もあります。

山奥でも雨が降る場所なら野菜や果物を作る農業があり、雨が降らなくても

金や銀のような貴金属や鉱産物が採れれば、街はお金持ちになります。

雨が降らずに、貴金属、鉱産物も採れない街の人のお給料は1000円程度、最も安い人は300円

くらいです。（ちなみに我が家の『家宝？』で、新六年生のS平君のおこづかいは月300円です。）

一日じゃないですよ！一ヶ月です！

　そんな貧しい街の、普通か、それ以下の暮らしをしている家では自転車やﾃﾚﾋﾞなんて買えるはずない

ですよね。

それでも生きていくためには食べなければなりません、食べるためには料理が必要です。

料理するためには 『鍋』 『鍋』 『鍋』 『鍋』 が必要なんです。

　もちろん、ｶﾞｽなんてないし、今の日本では当り前の電気炊飯器なんて、電気もないから、

そんな便利なものが、世の中にあることすら知らない人のほうが多いのです。

料理する時は、ｶﾞｽや電気の代わりに薪（ﾏｷ）を燃やすそうです。

（ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄの隊長の冨田先生ならこんな生活でも大丈夫かな？？？）

　こんな不便な貧しい街で何で住んでるの？と思う人は立派です！

良平さんもそう思います。

でも中国では勝手に引越しできないのです。

お隣に引っ越すくらいは問題ないのですが、

勝手に街を出て引っ越すことは法律で禁止されています。

　良平さんもそうでしたが、小さい頃からﾃﾚﾋﾞ（小学校低学年の時は白黒）がありましたし、

冷蔵庫もありました。（でも自転車は小学校5年生まで買ってもらえなかったな。）

おもちゃもたくさんはなかったけど、良い子？にしてたら買ってもらえたし、

今は車も持ってるし、日本人は幸せです。

　『鍋が家宝』 の街の子供たちは電気がないから、

当然、DS や Wii なんて知りません。

公園も遊園地もありません。遊びは野原を駆け回ったり

木登りしたりと、自然が相手の遊びしか知りません。

おもちゃに飽きたり、チョッと壊れたからといって捨てて

しまったりするのは幸せなのかも知れませんが、

世の中にはたった一つの鍋が、家で一番大切な宝物で

ある人もいる。遊びは友だちどうしで、

自然相手の遊びしか知らない子どもたちがいて、

それでも楽しく遊んでいることを考えると、物がなくても

幸せになれる人もいるんだなと考えさせられました。

友だちと遊べる子は幸せで、家の手伝いばかりで遊べない子もたくさんいるそうですよ！

　　　『物を大事にせなあかんで～～～！！』　　　『物を大事にせなあかんで～～～！！』　　　『物を大事にせなあかんで～～～！！』　　　『物を大事にせなあかんで～～～！！』
『わがままばっかり言ったらあかんで～～！！」『わがままばっかり言ったらあかんで～～！！」『わがままばっかり言ったらあかんで～～！！」『わがままばっかり言ったらあかんで～～！！」

テレビをたくさん見て、学校や塾でも勉強して、パソコンやゲームで遊ぶ日本の子ども。
学校にも行けず、テレビも見られず、家族のために小さいときから働いている貧しい国の子ども。
育つ環境はすごく違うけど、それぞれの夢や希望をかなえて、みんな幸せになってほしいなあ・・・
良平さん、よいお話をありがとうございましたm(__)m　あこ先輩、イラストありがとうございました！
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みなさん、こんにちは！　ＯＢの大本 学です。みなさん、こんにちは！　ＯＢの大本 学です。みなさん、こんにちは！　ＯＢの大本 学です。みなさん、こんにちは！　ＯＢの大本 学です。

可愛い山口さんから「こまけんだより」のご指名を受けて書かせていただきます。
僕も山口さんと同じ平成11年度卒業です。
僕は今まで「こまけんだより」を書かれてきた先輩方と違い、文章能力がないので、
駄文になってしまい、大変申し訳なく感じております・・・

まず、自己紹介からさせていただきます。
自分は本太小学校→本太中学校→日本大学付属櫻丘高校→日本大学（日本の大学！）経済学部に
所属しております。日本大学は私立でありながら、国の名を背負って生活しているため荷が重く、
毎日肩こりとの戦いです。
来年は、哲学系の大学院に行きたいので、5年生として残り、勉強させていただいています。

駒剣では、小学校3年生からお世話になっており、中学校3年生まで剣道を続けておりました。
高校からはアウトドア部に所属して、剣道とは違う道を歩みましたが、どの活動をするにあたっても
剣道の精神は共通するものだと感じています。

大学生は神人であるという言葉があります。嘘ですが嘘ではありません。それを証明していきます。
哲学者ニーチェの言葉に「神は死んだ！！」という言葉がありますが・・・正解です、エ○ゴ製菓です。
大学生の生活は、小学生・中学生・高校生の方々からみれば、生活は死んでいます。
まさにお前はもう死んでいる！！状態です。

死んでいるといっても、つまらなくて死んで入るのではなく、楽しすぎて堕落？しているから
こういった表現を用いています。僕が今回書く内容は、神人（大学生）の生活がいかに素晴らしいか！
という内容をブログ形式に書かせていただきます。

７時　：　今日も朝の授業ダルいけど、出席すれば単位をくれるセンセイだから、嫌々起きて学校に
　　　　　行ってきます。マジめんどう

８時　：　満員電車です。最悪です。朝、会社員のお父さん方はやる気満々なのでしょうが、髪に
　　　　　整髪剤をつけ過ぎです。すごい匂いです。もうちょっと抑えてくださいよ（泣）
　　　　　会社のＯＬさんも苦しんでいます・・・きっと

９時　：　朝起きてから一番うれしいことがありました～。なんだと思います？みなさん、ご想像のとおり
　　　　　１時間目のセンセイ休講（授業がお休みになること）でした～（喜）マジうれしい。
　　　　　サークル室でも行って麻雀でもして暇つぶししてきま～す。授業ある方は頑張って～

１０時　：　麻雀、勝負がつきません。２時間目、授業だから抜けないと・・・と思っていたのですが、
　　　　　　友達に「あのセンセイ、出席とってないから、出なくてよくない？」
　　　　　　たしかに、何言ってるか解らない授業だし、自主休講（さぼること）にしちゃお～。
　　　　　　みなさんはまじめに出てくださいね。こんな悪い人になったら駄目ですよ～。

１２時　：　あぁ～疲れた。結局、朝から何もせず遊んでしかいないのに疲れちゃいました。
　　　　　　何もしていなのにお腹は空きます。お昼、近くのお蕎麦屋さんで食べてきます。

先月の山口先輩からバトンを受けたのは、大本学先輩です。大本先生の息子さんで、駒剣の合宿にも何度か
ＯＢとして参加してくださいました。気さくで心優しい人気者の兄貴分♪です。では、大本先輩、よろしくお願いしま～す！

そんな・・・まだ始まったばかりですよ！

たしかに、日本大学ってある意味、東京大学よりすごい名前ですよね～！それによく見ると
「大本学」という名前、「日本大学」の四文字のうちの三文字が入ってるんですね～。荷が重い宿命なんでしょう！！

アウトドア部って何するのかなあ～？
ハイキング？バーベキューとか？
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ん～(^_^;)　「そのときにしかできないこと」というのもあるから、それなりに学校の授業や勉強も
大事だと思いますが・・・でも、長い人生を考えるとやっぱり友達は大切ですよね！
大本先輩、グダグダ大学生活大暴露話、そして貴重な後輩へのアドバイス！　ありがとうございました～(^^)/

というわけで、木村先輩　バトン渡りました～！というわけで、木村先輩　バトン渡りました～！というわけで、木村先輩　バトン渡りました～！というわけで、木村先輩　バトン渡りました～！
お忙しいところ恐れ入りますが、次回５月号よろしくお願いいたしま～す！！お忙しいところ恐れ入りますが、次回５月号よろしくお願いいたしま～す！！お忙しいところ恐れ入りますが、次回５月号よろしくお願いいたしま～す！！お忙しいところ恐れ入りますが、次回５月号よろしくお願いいたしま～す！！

１３時　：　３時間目～５時間目の先生は、出席しないと（単位が）取れないので、授業に出ます～。
　　　　　　その間、ブログ更新できなかったらごめんなさ～い

１６時　：　ばれないように携帯使ってブログ更新中～
　　　　　　なんなんだよ、この授業。自分の自慢と旅行の思い出しか話してないよ（泣）
　　　　　　授業の話は正味３０分。だったら授業３０分で終わりにしてくださいよ。

１８時　：　授業終わり～ました。長い戦いでした。国の名背負うのも楽じゃないよ。サークル室
　　　　　　行って、麻雀してきます（笑）←麻雀しすぎ

２２時　：　気づいたら午後１０時、お腹すいたからみんなでファミレスにでも行ってきま～す

２３時　：　母からメール来ました。母「今日は帰るの！？」→返信「わかんな～い」
　　　　　　毎日このやり取りしている気がするwww

２４時　：　終電ないから友達の家に行きます。

２時　：　　友達と飲んでいます。だいぶ酔っ払ってきたので、この辺で寝ます。おやすみなさ～い。

といった具合で、グダグダな大学生活を毎日送っています。３日間家に帰らないとかあるので、
渡り鳥の異名をいただいた事もあります。
これはかなり堕落した大学生活だと思う方々がたくさんいると思います。毎日きちんと勉強して
生活することが当然かもしれません。
しかし、僕が大学生活４年間で勉強だけでは得られなかったことがありました。それは大事な
親友と人づきあいの仕方です。いくら勉強ができても、人とのコミュニケーションがとれない人は
人生を棒に振り、損をしていると僕は考えております。なので、皆さん大学生になったら、ぜひ
人とのコミュニケーションを大事にしてください。親友という生涯の宝物を得られると思います。

最後に駒場剣友会の小学生会員のみなさんへ
みなさん、暑い中も寒い中も鍛錬し、ほかのお友達より強靭な精神をお持ちの事だと思います。
でも、人間、つらい事がたくさんあると思います。そんなときは、１人で悩まず、誰かに相談して
みてください。駒剣の先生をはじめ、お母さん・お父さん方はみんなの相談を快く聞いてくださる
と思います。だから、１人で思いつめずに、誰かに相談してみてください。
そうすれば、よりよい生活が得られて、稽古にも集中できて楽しいと思います。
それでは、みなさん練習がんばってください。長文・駄文で申し訳ありませんでした。

人間関係のことや、いかに人生を楽しむかの相談だったら、
僕が教えられることでしたらいつでもお教えしますよ～

では、次のバトンは同じ平成１１年度卒業組の木村直樹くんに！
木村君、よろしくお願いしま～す！！

親友

な、なるほど・・・たしかに楽しすぎて堕落（？）してるかも・・・(^_^;)
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新正副キャプテン決まる！新正副キャプテン決まる！新正副キャプテン決まる！新正副キャプテン決まる！

先月、６年生を送る会の前に、平成22年度の新しい正副キャプテンを決める投票がありました。
その結果、キャプテンには中牟田莉奈さん、副キャプテンには野口亮くんと渡辺周平くんが決まりました。
みんな、新しいキャプテン、副キャプテンに協力して、今年も駒剣を盛り上げていきましょうね♪

新しいキャプテン、副キャプテンより一言新しいキャプテン、副キャプテンより一言新しいキャプテン、副キャプテンより一言新しいキャプテン、副キャプテンより一言

【副キャプテン】
野口 亮（野口 亮（野口 亮（野口 亮（のぐち りょうのぐち りょうのぐち りょうのぐち りょう）くん　新６年）くん　新６年）くん　新６年）くん　新６年
　　　　「副キャプテンになりました。責任を持ってがんばるので、よろしくお願いします。」

【キャプテン】
中牟田 莉奈（中牟田 莉奈（中牟田 莉奈（中牟田 莉奈（なかむた りななかむた りななかむた りななかむた りな）さん　新６年）さん　新６年）さん　新６年）さん　新６年
　　　　「キャプテンは中牟田莉奈と言われたときは、びっくりしました。でも、私がキャプテンがいいと
　　言ってくださった方が大勢いると思うとうれしく思います。1年間めいわくをかけると思いますが、
　　がんばるのでよろしくお願いします。」

【副キャプテン】
渡辺 周平（渡辺 周平（渡辺 周平（渡辺 周平（わたなべ しゅうへいわたなべ しゅうへいわたなべ しゅうへいわたなべ しゅうへい）くん　新６年）くん　新６年）くん　新６年）くん　新６年
　　　　「副キャプテンとして、責任を持って、年間かいきんしたいと思います。」

　お　知　ら　せ　お　知　ら　せ　お　知　ら　せ　お　知　ら　せ

新入会員のお知らせ新入会員のお知らせ新入会員のお知らせ新入会員のお知らせ

近藤くん近藤くん近藤くん近藤くん

本日（４月３日）OB合同稽古会にて配布予定。　今年もまたページ数が増！どこまで増えるの～？本日（４月３日）OB合同稽古会にて配布予定。　今年もまたページ数が増！どこまで増えるの～？本日（４月３日）OB合同稽古会にて配布予定。　今年もまたページ数が増！どこまで増えるの～？本日（４月３日）OB合同稽古会にて配布予定。　今年もまたページ数が増！どこまで増えるの～？
読み応え、見ごたえ十分です！　　石田恵介編集長　今年もありがとうございました！m(_ _)m読み応え、見ごたえ十分です！　　石田恵介編集長　今年もありがとうございました！m(_ _)m読み応え、見ごたえ十分です！　　石田恵介編集長　今年もありがとうございました！m(_ _)m読み応え、見ごたえ十分です！　　石田恵介編集長　今年もありがとうございました！m(_ _)m

平成2１年度駒剣文集平成2１年度駒剣文集平成2１年度駒剣文集平成2１年度駒剣文集

「剣は心なり　「剣は心なり　「剣は心なり　「剣は心なり　第５集第５集第５集第５集」」」」堂々完成！堂々完成！堂々完成！堂々完成！

わからないことがあったら、何でも近くの人に聞いてくださいね。
みんなも、早く仲よくなれるように声をかけて、いろいろ教えてあげてね！
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　１日（木）　 通常どおり　5:00～7:00
　３日（土）　駒場剣友会OB合同稽古会　1：00～5：00　　（剣道教室申込受付①　２：００～）３日（土）　駒場剣友会OB合同稽古会　1：00～5：00　　（剣道教室申込受付①　２：００～）３日（土）　駒場剣友会OB合同稽古会　1：00～5：00　　（剣道教室申込受付①　２：００～）３日（土）　駒場剣友会OB合同稽古会　1：00～5：00　　（剣道教室申込受付①　２：００～）
　　　　　　　　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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年に一度の合同稽古会です。先輩方、よろしくお願いしま～す！！！！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（修道館は通常どおりあります）
　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②　２：００～）（剣道教室申込受付②　２：００～）（剣道教室申込受付②　２：００～）（剣道教室申込受付②　２：００～）
１５日（木）　 通常どおり　5:00～7:00
１７日（土）　 通常どおり　3:00～5:00
１８日（日）１８日（日）１８日（日）１８日（日）　 浦和剣連一級審査会　（駒場体育館）浦和剣連一級審査会　（駒場体育館）浦和剣連一級審査会　（駒場体育館）浦和剣連一級審査会　（駒場体育館） ・・・６年生、新中学1年生の対象者のみ
２２日（木）　 通常どおり　5:00～7:00
２４日（土）２４日（土）２４日（土）２４日（土）　 駒場剣友会定期総会　午後３：００～５：００（駒場体育館２Ｆ会議室） 駒場剣友会定期総会　午後３：００～５：００（駒場体育館２Ｆ会議室） 駒場剣友会定期総会　午後３：００～５：００（駒場体育館２Ｆ会議室） 駒場剣友会定期総会　午後３：００～５：００（駒場体育館２Ｆ会議室）
　　　　　　　 　　　　年に１回の大切な会です。皆様、万障お繰り合わせの上、ご出席くださいますよう、
　　　　　　　　 　　　よろしくお願い致します。
　　　　　　　   稽古も３：００～５：００であります！稽古も３：００～５：００であります！稽古も３：００～５：００であります！稽古も３：００～５：００であります！

２９日（祝・木） 　祝日につき、稽古はお休みです。２９日（祝・木） 　祝日につき、稽古はお休みです。２９日（祝・木） 　祝日につき、稽古はお休みです。２９日（祝・木） 　祝日につき、稽古はお休みです。

４月の予定４月の予定４月の予定４月の予定

最後はお楽しみ、星やん武芸帳です。最後はお楽しみ、星やん武芸帳です。最後はお楽しみ、星やん武芸帳です。最後はお楽しみ、星やん武芸帳です。

星野さん、いつもありがとうございます！！

お父さん、お母さん、どうぞお子さんたちと一緒に読んであげてくださいね♪
そのとき、全部分からなくてもいいんです。後からじわじわ～っと分かってくることもあるかもです・・・
どうぞよろしくお願いしますm(_ _)m　　　　　　　　　（こまけんだより編集係　本荘母）

ドキドキのクラス替え

　１日（土）　　　　通常どおり　3:00～5:00
　　　　６日（木）　　    通常どおり　5:00～7:00
　８日（土）　　　平成２２年度剣道教室初日　１：００～３：００８日（土）　　　平成２２年度剣道教室初日　１：００～３：００８日（土）　　　平成２２年度剣道教室初日　１：００～３：００８日（土）　　　平成２２年度剣道教室初日　１：００～３：００
　　　　　　　　　　 稽古は通常どおり　　3:00～5:00
１３日（木）　　　　通常どおり　5:00～7:00
１５日（土）　　　剣道教室２回目　1:00～3:00１５日（土）　　　剣道教室２回目　1:00～3:00１５日（土）　　　剣道教室２回目　1:00～3:00１５日（土）　　　剣道教室２回目　1:00～3:00
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 稽古は通常どおり　　　　3:00～5:00
２０日（木）　　　  通常どおり　5:00～7:00
２２日（土）　　　剣道教室３回目　　1:00～3:00２２日（土）　　　剣道教室３回目　　1:00～3:00２２日（土）　　　剣道教室３回目　　1:00～3:00２２日（土）　　　剣道教室３回目　　1:00～3:00
　　　　　　　　　　 稽古は通常どおり　3:00～5:00
２７日（木）　　　　通常どおり　5:00～7:00
２９日（土）　　　剣道教室４回目　1:00～3:00２９日（土）　　　剣道教室４回目　1:00～3:00２９日（土）　　　剣道教室４回目　1:00～3:00２９日（土）　　　剣道教室４回目　1:00～3:00
　　　　　　　　　　 稽古は通常どおり　　　3:00～5:00

５月の予定５月の予定５月の予定５月の予定 　　　　　平成22年度剣道教室
　
　5月9日(土）～7月10日（土）全10回

　担当される先生
　　　　菅原慶一先生
　　　　近藤英隆先生
　　　　木村由枝先生

6月20日6月20日6月20日6月20日(日・父の日)には
浦和少年剣道大会（大宮武道館）
があるよ！

　　＜防具・竹刀・稽古着等のリサイクルのお願い＞＜防具・竹刀・稽古着等のリサイクルのお願い＞＜防具・竹刀・稽古着等のリサイクルのお願い＞＜防具・竹刀・稽古着等のリサイクルのお願い＞

小さくなった胴着や袴、竹刀や防具などを駒剣に譲っていただけませんか？
駒剣の後輩が大切に使わせていただきます。
剣道教室もあり新しい仲間が増えますので、みなさんのご協力よろしくお願いいたします。
随時受付中ですので、役員さんにお声をかけてください。
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