
　　　　　　　　　　　　

                            

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６月号　駒場剣友会平成２２年６月号　駒場剣友会平成２２年６月号　駒場剣友会平成２２年６月号　駒場剣友会

平成２２年度　剣道教室平成２２年度　剣道教室平成２２年度　剣道教室平成２２年度　剣道教室

正座はまだちょっと慣れないけど、先生のお話はしっかり聞けています！　お返事の声も大きくて元気でいいですね～♪
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全１０回　みんな、がんばれ～！！

☆今月のことば・・・本荘先生・５月のお当番さん日誌の感想より

☆平成２２年度剣道教室始まる

☆好評連載　良平の部屋・・・物作りの『守』『破』『離』

☆駒剣勝手に指名リレー・・・今月は武藤駿介先輩です！

☆お知らせ ・・・６月、７月の予定など

☆星やん武芸帳・・・其の５６「右足で踏込んでいませんか？」
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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

　衣替えの時期になり、朝の青い空が目にまぶしく映ります。
職場まで歩きながら、つい方向を変え違う道に進みたいという衝動に駆られるときがあります。
そんな季節です。梅雨の空になる前に、外で大いに体を動かしましょう。

　５月８日に始まった「平成２２年度剣道教室」は、約３０名の参加者があり、
毎回元気いっぱいの稽古ができています。
菅原先生、近藤英隆先生、木村由枝先生の熱心な御指導に応えるように、大きな声が道場に響いています。
今年は、４回目に手ぬぐいのかぶり方や紐の結び方をやり、６月からは防具を着装します。
今までも、早くから来て手伝ってくれる小学生や成人会員さん、４時間続けてお当番をしてくださる後援部会員さ
んなど、多くの方の御協力をいただき運営されておりますが、これからも人手が必要です。
引き続き御支援をお願いいたします。

　さて、今月２０日はさいたま市浦和剣道大会があります。昨年の大会では、団体戦で決勝戦まで進み、惜しくも
優勝は逃しましたが、準決勝まで一人も負けなしという快進撃を見せました。個人戦でも、松本駿平選手、真砂
智選手が３位入賞、さらにまとまった熱い応援が加わり、　『駒剣旋風』を巻き起こしました。この大会は、秋に行わ
れる埼玉県剣道大会少年の部の地区予選を兼ねており、松本、真砂選手とベストエイトに入った山崎直人選手
が浦和剣道連盟の代表選手として選ばれるという“ご褒美”もありました。昨年までは見えていなかった良い目標
が今年はあります。一人一人が目標を高く持ち、強い気持ちで一試合一試合を戦いましょう。駒場剣友会の代表
選手としての誇りを持って。今年もどんなドラマが起きるのか、いまから楽しみにしています。

　それから、今日、明日、明後日とさいたま市の中学校の大会が大宮武道館で行われています。この大会は、県
大会、関東大会、全国大会へとつづく大きな大会です。負けてしまうとその時点で３年生は部活動としての引退と
なります。それだけになんとしても勝ちたいと誰もが思う試合です。今、駒剣のＯＢ・ＯＧの中学生はたくさんの学
校の剣道部に所属しています。土曜日の修道館にも大勢が集まり稽古に励んでいました。今日、明日と審判とし
て会場に足を運びます。全員の試合は見られないと思いますが、駒剣を巣立っていった先輩のがんばりを、自分
の目で見てきたいと思っています。明日、日曜日は男子の個人戦です。
このあとの「指名リレー」でも武藤先輩が、「中学生の試合を見て学ぶこと」を勧めています。
時間のある方は応援方々見取り稽古することを、私もお勧めします。
２０日の大会へも活かせるはずです。
きっとよく知っている先輩が上位入賞することでしょう。

　私事ですが、５月１５日に名古屋で行われた昇段審査において、剣道七段に合格させていただきました。
六段に合格したのが、アブダビから帰ってすぐの３１歳のときです。その６年後、３７歳からトライを始めて今４５歳
なので８年かかりました。
 剣道の段は、五段までは各県で受審できますが、六段以上は全国区になります。春に京都と名古屋、秋に名古
屋と東京であり、同じ季節はどちらか一つしか受けられません。この他８月に、福岡や北海道など、年によって違
う地区での開催もあります。私は、秋の東京での審査を中心に受審し、何回か春の名古屋にも行きました。それ
に、駒剣の合宿中に中日抜けて、新潟市で行われた審査に行かせていただいたこともありました。審査会場で稽
古はできませんので、その日は白熊旅館で皆さんと朝稽古をして、一汗かいた後余裕をもって乗り込めたので「こ
れはチャンス」と思いましたが、結果はダメでした。仕事の都合で一回も受けられない年もありましたが、全部で１
０回くらいの不合格をいただきました。そのたびに「何が悪かったんだろう、どうしたら合格できるんだろう。」と考え
させられました。いろいろな先生にアドバイスもいただきました。
　合格したから言えるのかもしれませんが、この８年間は貴重な時間でした。もし２～３回の挑戦で、３０代のうちに
七段になってしまっていたら、「自分の剣道は正しいんだ」という錯覚を起こし、その後違った稽古をしていたよう
に思います。周りの先生方もアドバイスをしづらく、今のようには教えてはくださらなかったのではないでしょうか。
悔しさ、不甲斐なさを感じたりもしましたが、幸せな時間だったのだと思います。
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５月のお当番さんノートの感想より５月のお当番さんノートの感想より５月のお当番さんノートの感想より５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

５月１日（土）　菅原先生・本荘先生・尾島先生
　　　・皆、礼儀正しく声も出ていてとても良かったです。
５月６日（木）　古澤先生・尾島先生・渡邊（順）先生（初心者）
　　　・なぜ、今この稽古をしているのか、何のための練習か、わかりやすく説明しながら
　　　　御指導いただいました。みんな、それぞれに考えながら稽古できていたと思います。
　　　・連休明けの学校のあとの稽古で、疲れもあったと思いますが、しっかり動けていました。
５月８日（土）　菅原先生
　　　・今日から剣道教室が始まりました。今年は３０人以上の大勢の参加なので、１人でも多く
　　　　駒剣に入会してほしいです♡
　　　・菅原先生、剣道教室から４時間続けての御指導、ありがとうございます！
５月１３日（木）　近藤先生・大本先生・尾島先生・本荘先生・大本先生（初心者）
　　　・試合メンバーの発表があり、気が引き締まった稽古ができました。
　　　　高学年は試合に向けて細かい指導を、大人の方には昇段審査に向けての稽古をしていただきました。
５月１５日（土）　菅原先生
　　　・声が出ていて良かったです。かかり稽古のときなど、意欲的に取り組む姿が見られました。
５月２０日（木）　尾島先生・木村（由）先生（初心者）
　　　・尾島先生の丁寧が御指導で充実した稽古でした。また、名古屋での昇段審査のお話
　　　　「二戦目の相手について・・・」では、剣道の奥深さを改めて感じました。
　　　　先生方の多くの経験を元に意味深い稽古をしていただいていることに感謝！！
５月２２日（土）　菅原先生・本荘先生（初心者）・木村（裕）先生・尾島先生
　　　・今日は高橋先輩、田中先輩、太田先輩が稽古に参加してくださり、多人数での稽古に
　　　　なりました。大きな声が道場中に響き渡り、活気がありました。が、途中、コールドスプレーを
　　　　かけてほしいという子が何人も・・・。ケガをしないように気をつけて稽古に励んでください。
５月２７日（木）　尾島先生・石井先生（初心者）
　　　・基本の素振りを丁寧に御指導していただきました。
　　　・暑くなってきたので、水分補給をしてがんばりましょう。大きな声が出ていて良かったと思います。
５月２９日（土）　菅原先生・本荘先生・木村（裕）先生・尾島先生
　　　・今日は学校行事と重なり、少ない人数での月例試合でしたが、大会の前ということもあり大変
        気合の入った試合でした。

今回、今までと何が違ったのか。ひとつは埼玉大学寒稽古を皆勤できたこと、
それに伴って例年以上に稽古回数が増えました。
それに、４月末に高校時代の稽古会である丸鐵会に久しぶりに参加し、
恩師である範士八段丸山鐵男先生に御指導いただけました。
ゴールデンウィーク中も稽古ができました。塚剣の朝錬に参加させていただき、
町田先輩とじっくり稽古ができました。
そして、近藤パパや稲森さんにお世話になり、駒場の道場をとっていただきました。
そのとき、長尾進先生にもおいでいただき、立合いを見て御指導いただきました。
　直前の週はできるだけ残業をせずに、ゆったりと過ごしました。前々日の木曜日には、近藤ママ御指導の駒
剣に参加させていただき、新井パパと稽古もさせていただきました。他、たくさんの人に稽古をお願いしまし
た。

 それらが結集して、９０秒×２回の立合いができました。感謝申し上げます。

　「４１０ Ｄ」　模造紙に張り出された自分の番号を見たとき身震いがしました。うれしいというよりホッとした気持
ちで、「剣道形しっかりやらないと」と少し緊張しました。名古屋から駒剣に戻り、皆さんから「おめでとう」と声を
かけられてうれしさがこみ上げてきました。夜の会でも我が事のように喜んでくださる皆さんに、心からありがた
いと思いました。驕らず精進してまいりますので、これからもよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
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黙想～～～！　みんな背筋がピンと伸びてますね～

先生方に礼！ お～カッコいい構えですね～！

みんなすぐに覚えちゃいました！手ぬぐい帽子、上手にできましたね

これから全１０回の後半に入ります。教室のみなさん、この調子で最後まで頑張ってくださいね～(^^)/
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物作りの『守』、『破』、『離』物作りの『守』、『破』、『離』物作りの『守』、『破』、『離』物作りの『守』、『破』、『離』

渡辺　良平渡辺　良平渡辺　良平渡辺　良平

　先月から始まった剣道教室ですが、参加してくれた方の人数が３０人を超えたのは多分６年ぶり。
丁度、あこ先輩（※１）が４年生の時以来だと思います。
剣道教室を通して新しい仲間がたくさん増えると嬉しいですね。

　

　嬉しい話題がもう一つありますね。
先月、剣道の昇段の難しさをグラフで説明しましたが、その難し～～い、難し～～い！七段の審査に
本荘先生が見事合格されました！
何回トライされたか？良平さんは知りませんが５回や６回ではないはずです、審査費用、交通費だけでも
新しい防具一式買えるくらいだったのではないでしょうか？　本当におめでとうございます！

（※1）渡辺あこ先輩・・・６年の渡辺周平君の一番上のお姉さんで駒剣ＯＧ。
　　　　現在高校１年生。絵が上手で良平さんの部屋のイラスト担当してくれています。

　ところで、昨年始めのこまけんだよりに『良平さんの特製鍔』作りに関して、３ｹ月にわたり特集？を
寄稿しました。これに関係する訳ではありませんが、かつては『物作り大国』であった日本が、
ここ数年『物作りを忘れてしまったのか？日本』みたいになってますので、今月は、物作りが大好きな
良平さんが自分なりに考えた『物作り大好き、得意！駒剣OBの育て方』を特集します。

　先ず、今月のタイトルにもありますが“物作りの“物作りの“物作りの“物作りの『『『『守守守守』』』』、、、、『『『『破破破破』』』』、、、、『『『『離離離離』”』”』”』”？？？？ですが、
これはなんや？？？
『守』、『破』、『離』については[星ヤン武芸帳！]にも星ヤン先生が昔分かりやすく書いて
くれていますので、もう一度見直して下さい。（※２）

この『守』、『破』、『離』は剣道だけでなく他のスポーツにも、勉強にも、料理にも、仕事でも何にでも
通じるものです。非常に難しい事やけど、本人の努力次第で簡単になります。

（※２）インターネットで「駒場剣友会」を検索すると駒剣のホームページが
　　　　出てきます。トップページの左にある「星やん武芸帳」を開いて、その中の
　　　　「其の１　守破離」を読んでみてくださいね♪
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こんな感じです→

　さて、一番最初の『守』ですが、簡単に言えば「師」の教えを『守る』事です。
剣道では、先生の教えを素直に忠実に守りながら稽古していく事になります。
今月は、この『守』は物作りにおいてはどういう事を意味しているのか、何点か例を挙げて説明します。
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・例えば、男の子の場合。・例えば、男の子の場合。・例えば、男の子の場合。・例えば、男の子の場合。

　　良平さんは、お父さんが元々物作りが好きな人で、特に『折り紙』が得意な人でした。また、戦争映画が
　好きでしたので小さな頃から良く一緒に戦車や、戦闘機、戦艦なんかのプラモデルを作りました。
　多分、幼稚園の頃には部品数が５０～６０点位の戦車を作っていたように思います。
　プラモデルでなくても、木工細工でも構わないのですが、部品が最初から切ってあって糊や、ボンドで
　設計図を見ながら部品と部品を張り合わせて行く物なら何でも良いと思います。

　　良平さんは、プラモデルが『守』でしたのでプラモデルで説明します。
　なんで？プラモデルが『守』なんか？と言うと設計図通りに作らないと完成しないからです。
　部品を切り取る順番、ボンドで部品と部品をくっつける順番や場所を守もらないと大変な事になるし
　部品が余ってしまうと動かなかったり、真っ直ぐになる場所が斜めになったり、立たなかったりします。
　設計図とにらめっこしながら慎重に取り組まないと、この部品はどこに引っ付けるねん？
　『ガッビ～～～ン！ボンド付け過ぎて車のドアがあかへん！飛行機のプロペラが回らへん！』
　なんて事になります。
　設計図の教えを守りながら組み立てていく！

　何回か簡単なプラモデルを経験すると当然、『大きいヤツ！』が欲しくなる。今風に言えば最初は
\１０００位の『ガンプラ（ガンダムのプラモデル）』で満足してたのが、\２０００のが欲しくなり、\４０００
のが欲しくなるようなものです。だんだん難しくなりますが、当然、部品点数も\４０００以上のガンプラは
￥１０００の物より何倍もあります。
　それでも、\１０００のガンプラを２～３回作ってしまえば細かい部品が増えた\４０００の物でも意外に
簡単に作れるようになるのです。
なんで作れるようになるのかというと、物の動く仕組みや全体の構造が分かってくるからです。

慣れてくると、設計図を余り見なくても作れるようになってきます。
ここまで来れば、『守』から『破』へ向かうレベルになります。
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・女の子の場合・女の子の場合・女の子の場合・女の子の場合

　　真砂A君は偉い！一人でお米を洗ってご飯が炊けるそうです！まだ小学３年生やのに立派やで！
　いつも家ではダラダラの良平さんは、数年前にやっと洗濯機の使い方を覚えただけで、お好み焼きと
　たこ焼きしか作れまへん？『それって！？関西人は誰でも作れるんちゃうの・・・・？』

　　我が家のS平君は学校の家庭科の時間にカレーを作ったようですが、ご飯は炊けまへん！
　ということで？女の子の場合は、やっぱり『守』はお料理やね！
　
　　チョッと危ないけどお母さんと一緒カレーを作るのがいいね！野菜を切ったり、お肉を切ったりが最初やね。
　野菜やお肉が大き過ぎたら食べにいし、小さすぎたら溶けてなくなってしまうし。
　そして、カレーが完成する頃に盛り付けをするお皿、スプーン、熱々のカレーを食べる時に必要な
　つめた～～い水を入れるコップを用意する。
　食べ終わったら、後片付けですね。カレーは結構油が多いので、お皿を洗うのが大変です。
　家族が多いと、洗い物をする順番を考えながら洗っていかないと、水切りが一杯になってお皿が置けなくなる、
　と結構大変なんです！・・・というか、良平さんはお皿を洗ったことがないので見ていて思います。

　　大人の料理は別ですが、カレー作りやお皿洗いには設計図はありません。
　お母さんが設計図です。
　お母さん設計図の教えを守らないとデッカイお肉や、
　だ～い好きな大きな人参がお皿に乗っかってくる！
　洗い物をしてて、お皿を割ったり、せっかく洗ったお皿を
　置く場所がなくなってまうで～～

　お料理の場合、一番大事な『守』は
包丁を使う時ですよ。
ちゃんと教えを守らないと指切るで～～！

　お料理の場合、洗い物が綺麗にできて水切りに
ちゃんとお皿が並ぶようになって、
『あ～次何作ろうか？』と思えるようになったら
『守』から『破』へのレベルかな？

次回は、物作りの『破』について説明しま～す！

『守』『破』『離』（しゅ、は、り）って剣道だけの言葉じゃなかったんですね～！
先生の教えを守って『守』はわかるけど・・・『破』って破る（やぶる）ってことですよね～？？？どういうことでしょうか？
次回の『破』のお話が楽しみです♪
良平さん、ありがとうございましたm(__)m
あこ先輩のイラストもどんどん上手になってる～！！ありがとうございました～(^^)/

7



 こんにちは。木村先輩からバトンを受けました武藤です。 こんにちは。木村先輩からバトンを受けました武藤です。 こんにちは。木村先輩からバトンを受けました武藤です。 こんにちは。木村先輩からバトンを受けました武藤です。

現在、早稲田大学商学部4年です。
2年の後期で早々に留年を決め、人生の夏休みを延長しました。
今は同期の就職を複雑な気持ちで祝っています。

 　さて、剣道は心が大切と言われていますが、これはみなさん日頃から素晴らしい先生方に
指導を受けているので全く問題ないと思います。
なので、今は剣道から遠ざかってしまってはいますが、僕からは勝負の話をさせてもらいたいと思います。

　剣道は勝負です。　剣道は勝負です。　剣道は勝負です。　剣道は勝負です。

面をかぶって竹刀を振るのは強くなるためだけではありませんが、面をかぶって竹刀を振るのは強くなるためだけではありませんが、面をかぶって竹刀を振るのは強くなるためだけではありませんが、面をかぶって竹刀を振るのは強くなるためだけではありませんが、

勝負である以上、やはり勝ちたい。勝負である以上、やはり勝ちたい。勝負である以上、やはり勝ちたい。勝負である以上、やはり勝ちたい。

では、勝つためにはどうしたらいいか。では、勝つためにはどうしたらいいか。では、勝つためにはどうしたらいいか。では、勝つためにはどうしたらいいか。

これを考えることが自分には足りなかったと、悔しい思いをしてから気づきました。

勝つことに対するこだわりが少なかったのです。

もし過去の自分に一言言えるなら、単位を取ることよりもこのことを言うでしょう。

　今月のランナーは木村直樹先輩からバトンを受けた武藤駿介先輩です。
平成１４年に道祖土小学校を卒業後、木崎中学に入り、その俊敏な剣道とリーダーシップで
木崎中剣道部キャプテンを務められたそうです！
そんな武藤先輩から、小学生会員に熱いメッセージをいただきましたよ～！
試合を目前にした駒剣士たちにはピッタリの先輩からのアドバイスです！！
それでは、武藤先輩、よろしくお願いします。

「勝つことに対するこだわり」かあ・・・
う～ん！、大学の単位を取ることよりも過去の自分に言いたいことって・・・
すごいですね～！！
武藤先輩、現役時代、よぼど悔しい想いをされたのでしょうか・・・

はい！
やっぱり、試合で勝
ちたいです！

人生の夏休み・・・♪
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　では、なにを考えて練習をすればいいか。
　　　　　かだい

　まず課題を見つけることです。まず課題を見つけることです。まず課題を見つけることです。まず課題を見つけることです。

　自分にはなにが足りていないのか。自分にはなにが足りていないのか。自分にはなにが足りていないのか。自分にはなにが足りていないのか。

　　　　打突のスピードが遅いのであれば、どうすれば速くなるのか。
また、速い人はどうやって打っているのか。
打つタイミングが分からないのであれば、強い人はどのタイミングで打っているのか。
また、そのタイミングでなぜ一本が入るのか。

　日頃から見取り稽古をするよう言われていると思いますが、見取り稽古をするよう言われていると思いますが、見取り稽古をするよう言われていると思いますが、見取り稽古をするよう言われていると思いますが、
ただ見て、この人強いなーと思っているだけでは意味がありません。ただ見て、この人強いなーと思っているだけでは意味がありません。ただ見て、この人強いなーと思っているだけでは意味がありません。ただ見て、この人強いなーと思っているだけでは意味がありません。

　なぜこの人は強いのか、ということを考えながら見るようにしましょう。なぜこの人は強いのか、ということを考えながら見るようにしましょう。なぜこの人は強いのか、ということを考えながら見るようにしましょう。なぜこの人は強いのか、ということを考えながら見るようにしましょう。
高学年の人は、中学生の試合や練習を見に行くのもいいでしょう。練習に参加させてもらえれば
させてもらってもいいと思います。

　今言ったことは、当然のことのようですが、おそらくできている人は少ないのではないかと思います。
これから暑い季節になり、稽古もきつくなると思いますが、これらのことを意識してがんばってください。
同じ時間稽古しても成果は違ってくると思います。

　　　僕からは以上です。

次、近藤君よろしく。次、近藤君よろしく。次、近藤君よろしく。次、近藤君よろしく。

自分に足りないものを
見つける＝課題を見つける
勝つための練習は
そこから始まる！

先輩、どうしてこんなに
強いのかなあ？
打った後もカッコいいな
あ・・・

あ、あれが残心だ！

竹刀の振りが速いなあ。
どうすれば、あんなに速くなる
のかなあ？
毎日素振りしてみようかな？

考えながら、見取り中・・・

スパッ、スパーンッと、切り落とすような鋭い説得力のある先輩のアドバイスでした。
武藤先輩、ありがとうございました～！
というわけで、スパッ、スパーンッと鋭くバトン渡りました。
近藤誠也先輩、お忙しいところ恐れ入りますが、来月号よろしくお願いいたしま～す(^^)/
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　３日（木）　　通常どおり　5:00～7:00
　５日（土）　　剣道教室５回目　1:00～3:00　　日（土）　　剣道教室５回目　1:00～3:00　　日（土）　　剣道教室５回目　1:00～3:00　　日（土）　　剣道教室５回目　1:00～3:00　　 稽古は通常どおり　3:00～5:00
１０日（木）　　通常どおり　5:00～7:00
１２日（土）　　剣道教室６回目　1:00～3:00　１２日（土）　　剣道教室６回目　1:00～3:00　１２日（土）　　剣道教室６回目　1:00～3:00　１２日（土）　　剣道教室６回目　1:00～3:00　 　稽古は通常どおり　　3:00～5:00
１７日（木）　　通常どおり　　5:00～7:00
１９日（土）　　剣道教室７回目　1:00～3:00１９日（土）　　剣道教室７回目　1:00～3:00１９日（土）　　剣道教室７回目　1:00～3:00１９日（土）　　剣道教室７回目　1:00～3:00 　　稽古は通常どおり　　3:00～5:00
２０日（日）２０日（日）２０日（日）２０日（日）　　浦和少年剣道大会さいたま市剣道大会（大宮武道館）浦和少年剣道大会さいたま市剣道大会（大宮武道館）浦和少年剣道大会さいたま市剣道大会（大宮武道館）浦和少年剣道大会さいたま市剣道大会（大宮武道館）
　　　　　　　　　　　　　　　３年生以上の個人戦、団体戦（大人もあり）。
　　　　　　　　　　　　　　　８：４５現地集合　１０：００開会式　詳しくはお手紙を確認してください。

２４日（木）　　通常どおり　　5:00～7:00
２６日（土）２６日（土）２６日（土）２６日（土）　　剣道教室8回目　1:00～3:00剣道教室8回目　1:00～3:00剣道教室8回目　1:00～3:00剣道教室8回目　1:00～3:00 　　稽古は通常どおり　　3:00～5:00

　　　　お　知　ら　せお　知　ら　せお　知　ら　せお　知　ら　せ

６月の予定６月の予定６月の予定６月の予定

７月の予定７月の予定７月の予定７月の予定

　１日（木）　　通常どおり　5:00～7:00
　３日（土）　　剣道教室９回目　剣道教室９回目　剣道教室９回目　剣道教室９回目　1:001:001:001:00～～～～3:003:003:003:00　稽古は通常どおり　3:00～5:00
　８日（木）　　通常どおり　5:00～7:00
１０日（土）　  剣道教室１０回目　最終日　剣道教室１０回目　最終日　剣道教室１０回目　最終日　剣道教室１０回目　最終日　 1:001:001:001:00～～～～3:003:003:003:00　稽古は通常どおり　3:00～5:00
１５日（木）　　通常どおり　5:00～7:00
１７日（土）　  稽古休み（予約の抽選にはずれたため）　１９日に振り替え　５時からの修道館はあり稽古休み（予約の抽選にはずれたため）　１９日に振り替え　５時からの修道館はあり稽古休み（予約の抽選にはずれたため）　１９日に振り替え　５時からの修道館はあり稽古休み（予約の抽選にはずれたため）　１９日に振り替え　５時からの修道館はあり
１９日（月・祝）　塚越剣友会との交流会　　９：００～１２：００　（蕨東小学校にて）１９日（月・祝）　塚越剣友会との交流会　　９：００～１２：００　（蕨東小学校にて）１９日（月・祝）　塚越剣友会との交流会　　９：００～１２：００　（蕨東小学校にて）１９日（月・祝）　塚越剣友会との交流会　　９：００～１２：００　（蕨東小学校にて）
２２日（木）　　通常どおり　5:00～7:00
２４日（土）　  通常どおり　3:00～5:00
２９日（木）　　通常どおり　5:00～7:00
３１日（土）　　通常どおり　3:00～5:00

出場予定選手　小学生個人戦　 ３年　　　真砂歩君、權田陽樹君、篠田君
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　４年　　　真砂智君、本田君、新井君、三浦君
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　５年　　　清水君、本荘君、松本君、森君
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　６年　　　佐々木君、中牟田さん、野口君、渡辺君
　　　　　　　　　　小学生団体戦　駒剣Ａ　　本田君、真砂智君、森君、松本君、中牟田さん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  駒剣Ｂ　　權田陽樹君、新井君、本荘君、野口君、渡辺君
　　　　　　　　　　成人団体戦　　 駒剣Ａ　　中牟田さん、清水さん、渡辺良平さん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  駒剣Ｂ　　羽鳥先輩、野口先輩、石井先輩
審判員お手伝い　　　　山田さん、山崎さん、渡辺良平さん、中牟田さん
本部お手伝い　　 　　　星野さん
昼食接待お手伝い　　 浜野さん、佐々木さん、有田さん、加藤さん
　　　　お手伝いのみなさん、ご苦労様です。よろしくお願いいたします。m(__)m

　　平成２２年度前期の会費納入について　お手紙がでています。　　平成２２年度前期の会費納入について　お手紙がでています。　　平成２２年度前期の会費納入について　お手紙がでています。　　平成２２年度前期の会費納入について　お手紙がでています。
　　　　　　　　　　　　　　　　４月～９月分までの半年分を銀行口座に振り込んでください。
　　　　　納入期日は６月３０日（水）までです！　詳しくはお手紙をご確認ください。

　　　　　ご不明な点がありましたら、会計担当（松本さん・森さん）までご連絡ください。
　　　　　　　期日厳守でみなさまのご協力よろしくお願い致しますm(_ _)m

会費納入のお願い会費納入のお願い会費納入のお願い会費納入のお願い

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(^^)/
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