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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～
おうちの人といっしょによんでくださいね。おうちの人といっしょによんでくださいね。おうちの人といっしょによんでくださいね。おうちの人といっしょによんでくださいね。

さいたま市浦和剣道大会　　平成２２年６月２０日さいたま市浦和剣道大会　　平成２２年６月２０日さいたま市浦和剣道大会　　平成２２年６月２０日さいたま市浦和剣道大会　　平成２２年６月２０日

３年權田陽樹くん　優勝　　４年本田青一郎くん　準優勝
５年本荘日向くん　優勝　　５年森渉くん　３位入賞
小学生団体Ａチーム　準優勝　　　　おめでとうございます！！
他のみんなも、堂々とした戦いぶり！本当にカッコよかったよ！

　☆今月のことば・・・本荘先生・６月のお当番さんの感想　☆今月のことば・・・本荘先生・６月のお当番さんの感想　☆今月のことば・・・本荘先生・６月のお当番さんの感想　☆今月のことば・・・本荘先生・６月のお当番さんの感想
　　　　
　☆さいたま市浦和剣道大会の報告　☆さいたま市浦和剣道大会の報告　☆さいたま市浦和剣道大会の報告　☆さいたま市浦和剣道大会の報告
　　　　
　☆駒剣勝手に指名リレー・・・今月の走者は近藤誠也先輩です♪　☆駒剣勝手に指名リレー・・・今月の走者は近藤誠也先輩です♪　☆駒剣勝手に指名リレー・・・今月の走者は近藤誠也先輩です♪　☆駒剣勝手に指名リレー・・・今月の走者は近藤誠也先輩です♪
　　　　
　☆お知らせ・・・新入会員のご紹介、７・８月の予定その他　☆お知らせ・・・新入会員のご紹介、７・８月の予定その他　☆お知らせ・・・新入会員のご紹介、７・８月の予定その他　☆お知らせ・・・新入会員のご紹介、７・８月の予定その他
　　　　
　☆星やん武芸帳その57・・「剣道具をつけても、つけなくても・・・」　☆星やん武芸帳その57・・「剣道具をつけても、つけなくても・・・」　☆星やん武芸帳その57・・「剣道具をつけても、つけなくても・・・」　☆星やん武芸帳その57・・「剣道具をつけても、つけなくても・・・」
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　暑く湿気の多い季節になりました。厳しい環境の中でがんばると強くなれるのが剣道です。今まさに強くなれる
時期ととらえ、強い精神力としっかりとした目標を持って稽古に励みましょう。

　さて、今年も“さいたま市浦和剣道大会”で駒剣勢は大活躍でした。まずは個人戦で、３年生の權田陽樹選手が
快進撃。序盤戦はほとんど二太刀で決めていました。「お願いします。」と元気よく試合場に入ってきて、審判の
「はじめ！」「二本目！」「勝負あり！」までがほとんど２０秒以内、駒剣に勢いをもたらしてくれました。見事な優勝
でした。
　４年生は、中盤戦まで誰一人負けず、まさに伸びている力強さを感じました。三浦選手が有効打を取るのが上
手になったのが印象に残りました。そんな中で決勝戦に駒を進めたのが本田選手でした。気迫のこもった真直ぐ
な剣さばきで、堂々の準優勝でした。
　５年生は、森選手対本荘選手の駒剣対決が見所だったでしょうか。二人は勝ちあがり準決勝での対戦となりまし
た。お互い手の内は知り尽くしているので、どちらも有効打を奪えず延長戦へ。それでもなかなか決まりそうな気
配がなく、判定なしの準決勝ということもあり、本荘選手の打った引き胴に旗が・・・そんな結末でした。
　その後、すぐに３位決定戦でしたが、森選手は再び気合を入れなおし見事な面、立派な３位入賞。決勝戦の相
手は前年度優勝者でしたが、森選手のがんばりに応えるように、本荘選手が面を２本連取で優勝。応援団も大い
に盛り上がったようです。
　６年生は、佐々木選手のがんばりが目をひきました。初戦、１本取られた後、負けない強い気持ちが見え、粘っ
て取り返し、さらにもう１本決めて勝利。次の試合もいいところを打っていました。入賞者はいませんでしたが、皆
よく動けているなという印象で、団体戦が楽しみになりました。
　
　団体戦、Ｂチーム１回戦は個人戦後すぐに始まったことで気持ちの準備が整わなかったこともあり、先鋒、次鋒と
破れ中堅も１本先に取られるという絶体絶命のピンチとなりました。しかし、ここから持ち直し中堅戦勝利。副将戦
が引き分けで、大将は二本勝ちして代表戦という厳しい状況の中、渡辺選手切れよく二本連取。さすがでした。
代表戦、最初に引き分けた者が出るというルールがあり、副将同士の対戦。野口選手が積極的に攻め、落ち着い
て面を決め、大逆転劇が見られました。代表戦は一本勝負なのに、決まった後審判が間違えて「二本目！」。「エ
～ッ・・・なんで？」と言っている間に見事な小手まで決めてしまった一戦、野口選手、冴えていました。
　Ａチームはだいぶ遅れての始動でした。１回戦、２回戦、３回戦と難なく突破、昨年同様、一人も負けなし。昨年
は多少ハラハラしましたが、今年は準決勝までは試合をやる前からまったく負ける気はしませんでした。全体とし
て気持ちが入っていましたし、勢いがありました。決勝戦、相手は昨年と同じチーム、名前負けせず強い気持ちで
向かっていけるかがポイントでした。結果としては一勝差、一本差でしたが次鋒戦まではリードもし、力の差は縮ま
りました。来年こそは・・・です。これを駒剣の目標の一つとして、稽古していきましょう。
　
　６月５～７日に行われたさいたま市中体連の試合では、私の予言どおり？個人戦において西聖仁先輩が優勝、
田上征哉先輩が第３位、古澤由奈先輩がベストエイト、渡辺靖宝先輩、加藤建太先輩、千葉智佳先輩が県大会
出場とたくさんの先輩が市の上位に顔を並べました。参加者を数えたら、男子で４００人近い人数でした。西先輩
はその中でのトップです。すごいことですね。試合内容も素晴らしく、「心・技・体」のいずれにおいても他を圧倒し
ていました。
　団体戦でも、男子で石田陸人先輩や野口慶人先輩らがいる木崎中と石田涼先輩や松尾雅樹先輩らがいる本
太中が、女子では平島先輩がいる本太中がそれぞれ県大会出場を決めました。
　多くの先輩が、忙しい中、県大会出場の報告に来てくれました。先輩達の活躍は、小学生の励みであり大きな
目標でもあります。ぜひ県大会においても力を発揮して、思い出に残る試合をしてもらいたいです。先輩方、８月
の夏合宿の参加もよろしくお願いします。

　埼玉県剣道道場連盟から案内があり、「少年剣士リーダー研修会」に渡辺周平君と野口亮君、副キャプテン二
人を参加させることにしました。全県から高学年の剣士が集まり、交流を深めながら正しい剣道を学び、それを多
くの仲間や後輩達に伝えることが目的とのことです。８月３、４日の一泊で、場所は吉見町のフレンドシップハイツ
よしみという施設です。二人には合宿前にいろいろと学んできてもらって、それを駒剣に持ち帰ってもらいましょ
う。

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
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６月５日（土）　　本荘先生・菅原先生・尾島先生　

・大会を控え「試合の中での場面設定」をいろいろ教えてくださいました。

・幸地悠吾くん（５年）本日入会です。

６月１０日（木）　　木村由枝先生

・大会も近いので気合を入れてケガのないように練習しましょうとのこと。

・気合の声は聞こえるのですが、返事などが小さく、度々注意をされました。

　どんな場面でも大きな声を出せるように心がけられるよいですね。

６月１２日（土）　　本荘先生・尾島先生

・本太中の石田涼先輩、田上先輩、松尾先輩、岸中の古澤先輩、千葉先輩、木崎中の西先輩、

　石田陸人先輩、真砂裕先輩が県大出場の報告に来てくれました。

６月１７日（木）　　尾島先生

・２０日の大会が近いということもあり、団体トーナメント戦の試合をやりました。みんな声も出て

　気合が入って入るようです。この調子で存分に力を出してがんばってください。

６月１９日（土）　　本荘先生

・成人会員の大西美映子さんが初段に合格されたそうです。おめでとうございます。

・足と手の指をケガした人がいました。明日の試合に向けて、練習にもかなり気合が入っていましたが

　ケガのないように注意して試合の臨んでいただきたいと思います。声もすごく大きく、活気があります。

６月２４日（木）　　尾島先生・近藤先生

・西村君（２年生）が見学に来てくれました。

・面・小手・胴打ちの基本的動作を熱心に御指導いただきました。子ども達も集中して練習していた

　と思います。

６月２６日（土）　　本荘先生

　 ・西村君が入会。本城くんが見学・体験に来てくれました。

・中牟田先輩（高１・元キャプテン）が来てくださいました。

・今日は月例試合。初心者で試合が初めての子もいて、みんながんばっていました。

　高学年の子が初心者のお世話をしている姿がとてもよかったです。

６月のお当番さんノートの感想より６月のお当番さんノートの感想より６月のお当番さんノートの感想より６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

平成２２年度剣道教室　暑い中、防具をつけてみんながんばっています！
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６月２0日（日）大宮武道館でさいたま市浦和剣道大会が開催されました。
今年も、これまでの稽古の成果を存分に発揮した見応えある試合に応援のお父さん、お母さん、兄弟姉妹や
駒剣士たちがみんなで応援してくれましたね！
成人会員さんがつけてくれた試合結果とコメント、選手達の感想、応援の方々の感想も全部載せちゃいます。

權田くん權田くん權田くん權田くん     　　　　　　　　　　　　　平松（天馬）・・・・・素早く面２本連取。元気も良く大きな声で満点の試合でした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大貫（西浦和）・・・一試合目に続き素早く抜き胴、面を決めた。一撃で決める鮮やかさ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小黒（中尾）・・・・・打突二回で（抜き胴）決めた。得意な胴が面白いように決まる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国近（田島）・・・・・記入する間がないほど、試合時間が短く、完璧に決めていく。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　少し、小手技、面も欲しい。相手も注目しているので、上になると
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　少し厳しい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木（一心館）・決勝の相手はさすがに胴を警戒していてなかなか上手く決まら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なかったが、一試合目同様、面をきれいに決めた！！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　優勝おめでとう！！
　

メ メ

ド メ

ド ド

ド ド

メ

真砂真砂真砂真砂歩歩歩歩くんくんくんくん    　　　　　　　　　　　橋口（三室）・・・・・前によく出ていたが、間合いが近すぎて元打ちが多かった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次回は相手との距離を考えてやってみよう。

コ

小学３年生個人戦小学３年生個人戦小学３年生個人戦小学３年生個人戦

小学４年生個人戦小学４年生個人戦小学４年生個人戦小学４年生個人戦

篠田くん篠田くん篠田くん篠田くん     　　　　　　　　　　　　 渡邊（天空）・・・・ 少し緊張していた？次はもう少し声を出して元気よく行こう！
　

メ コ

新井くん新井くん新井くん新井くん     　　　　　　　　　　　　　吉田（一心館）・・・序盤から押して相手の場外を取りました。その後、見事な面１本！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大井（埼玉田島）・・だいぶ声が出ていました。延長できれいな面、大きな声で
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取れました。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉野（緑の風）・・・・接戦！気持ちは負けていませんでした。

メ

メ

▲

メ

真砂智くん真砂智くん真砂智くん真砂智くん     　　　　　　　　　　　町田（西浦和）・・・アッという間でした。完勝。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋（天馬）・・・・・上背のある相手によく向かった。おしい面がたくさん！接戦でした。

コ メ

メ メコ

決勝戦決勝戦決勝戦決勝戦
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メ　コ

松本くん松本くん松本くん松本くん     　　　　　　　　　　　　　佐藤（埼玉田島）・・相手が居ついたところの面がとても良かった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安村（緑の風）・・・・惜しかった。いい引き面だった。

メ メ

メ

本田くん本田くん本田くん本田くん     　　　　　　　　　　　　　 浜本（埼玉田島）・・・前へ前へ出てました。キレイな小手二本入り、とても良かった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元気もよく声が出ていた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋（原山）・・・・・・・ムリに押してくる相手でした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤（一心館）・・・・・激しい打ち合い。つばぜり合いでよくくっ付いてくる相手。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギリギリ判定勝ち。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉野（緑の風）・・・・・終了間際で引き胴が入りました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋（天馬）・・・・・・気合、気持ちでは負けていなかった。がんばりました。

判

コ コ

メ

ド

メ 反決勝戦決勝戦決勝戦決勝戦

コ コ

コ コ

メ メ

コ メ

メ３位決定戦３位決定戦３位決定戦３位決定戦

三浦くん三浦くん三浦くん三浦くん     　　　　　　　　　　　　 五十嵐（剣真会）・・・がんばって前に踏み込んでました。勢いがあり、判定勝ち。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 野村（三室）・・・・・・・落ち着いて面。素晴らしい面。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 田村（一心館）・・・・・大変強い相手でしたが、よくこらえて戦いました。ギリギリのところで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　面をとられました。

判

メ メ

メ

小学５年生個人戦小学５年生個人戦小学５年生個人戦小学５年生個人戦

清水くん清水くん清水くん清水くん     　　　　　　　　　　　　　佐々木（緑の風）・・果敢に攻めていた。小手抜き面が惜しかった。面を取られた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ものの、前に出てがんばっていて良かった。

メ

森くん森くん森くん森くん    　　　　　　　　　　　　　　　天田（天翔）・・・・・・気合の入ったいい出小だった。声もよく出ていた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岸（領家）・・・・・・・またまた気合の入ったいい出小手。小手がうまい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮本（天馬）・・・・・・堂々としたいい面だった。手数も勝っていた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 梓（三室）・・・・・・相手をよく見た出ばな小手が素晴らしい。引き面も
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイミングが良かった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本荘（駒剣）・・・・・・同門対決だったが、とっても良い試合だった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安村（緑の風）・・・・くっついてきてやりづらい相手。そこからの面は良かった。

ド（延）
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小学６年生個人戦小学６年生個人戦小学６年生個人戦小学６年生個人戦

佐々木くん佐々木くん佐々木くん佐々木くん     　　　　　　　　　　　山科（西浦和）・・・小手を取られながらも積極的に攻めて、気合で相手に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　勝っていた試合でした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石塚（埼玉田島）・・開始早々、面。いつもどおりの試合運びで小手面で面を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　決めました。強い！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斉藤（天馬）・・・・・速い面を打つ相手に出小手で応戦しましたが、残念でした。メ　メ

メメ

メ メ

コ

中牟田さん中牟田さん中牟田さん中牟田さん     　　　　　　　　　　北岡（埼玉田島）・つばぜり合いの分れの後に面を取られてしまった。惜しい。（延）メ

野口くん野口くん野口くん野口くん     　　　　　　　　　　　　　滝沢（中少剣）・・・果敢に攻めてくる相手に対してキレイな面でとらえてました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中川（剣真会）・・・（他コートで同時に試合進行のためコメントなし）

メ　メ

コ メ

渡辺くん渡辺くん渡辺くん渡辺くん     　　　　　　　　　　　　　細矢（原山）・・・・・落ち着いて相手をよく見ていました。２本目の小手抜き面は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 見事でした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 村田（天馬）・・・・・・相手はシード。相面を取られてしまったが、よい試合内容でした。

メ　メ

メ

本荘くん本荘くん本荘くん本荘くん     　　　　　　　　　　　　　西谷（剣真会）・・・・面、胴とも相手をよく見ていた打ちだった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小森（埼玉田島）・・ 相手をよく見た出ばな小手だった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木（美園）・・・・・・よくのびる面だ。スキをよく見て打った。見事。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石塚（三室）・・・・・・惜しい出小手が何本もあった。出ばな面が素晴らしかった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森（駒剣）・・・・・・・・お互い一歩も引かない良い試合。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤（一心館）・・・・気合の入ったいい面だった。素晴らしい！

メ ド

メ

メ メ

メ メ

コ メ

メ（延）メ

（延） ド

決勝戦決勝戦決勝戦決勝戦
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先鋒 次鋒 中堅 副将 大将

本田本田本田本田 真砂智真砂智真砂智真砂智 森森森森 松本松本松本松本 中牟田中牟田中牟田中牟田

３（５）３（５）３（５）３（５）

０（０）０（０）０（０）０（０）

小島小島小島小島 国近国近国近国近 小森小森小森小森 宮本宮本宮本宮本 北岡北岡北岡北岡

コメントコメントコメントコメント

相手をよく見
た小手が素
晴らしかっ
た。声も出て
いて先鋒に
ふさわしい試
合だった。

相手の倍は
打ち込んでい
て圧倒してい
る。足が若干
止まってい
た。

勢いのある打
ちで終始圧
倒していた。
攻め込んで
からの面が
素晴らしかっ
た。

勝負が拮抗
していたが、
いい試合だっ
たと思う。

勢いがあっ
た。追いかけ
ての面が惜し
かった。

先鋒 次鋒 中堅 副将 大将

本田本田本田本田 真砂智真砂智真砂智真砂智 森森森森 松本松本松本松本 中牟田中牟田中牟田中牟田

４（６）４（６）４（６）４（６）

０（０）０（０）０（０）０（０）

佐々木佐々木佐々木佐々木 白石白石白石白石 斉藤斉藤斉藤斉藤 太田太田太田太田 藤田藤田藤田藤田

コメントコメントコメントコメント

相手の手元
が上がったと
ころの小手
だった。良
い。

勢いが相手
に負けていな
かった。

タイミング
ばっちりの出
小手が素晴
らしかった。
出ばな面もよ
かった。

少しおとなし
かったような
気がする。

堂々とした面
だった。

先鋒 次鋒 中堅 副将 大将

本田本田本田本田 真砂智真砂智真砂智真砂智 森森森森 松本松本松本松本 中牟田中牟田中牟田中牟田

４（６）４（６）４（６）４（６）

０（１）０（１）０（１）０（１）

佐々木佐々木佐々木佐々木 吉野吉野吉野吉野 関口関口関口関口 安村安村安村安村 岩崎岩崎岩崎岩崎

コメントコメントコメントコメント

見事な引き
面だった。相
手は小さかっ
たが、スピー
ドでも勝って
いた。

タイミングよく
相手を誘って
の小手だっ
た。

終始圧倒して
いた。面が
堂々としてい
て良かった。

スキを見極め
てのよい小手
だった。

体の大きない
相手だった
が、よくがん
ばっていた。
隣ではお父さ
んがすさまじ
い試合をして
いた。

駒剣A駒剣A駒剣A駒剣A

緑の風緑の風緑の風緑の風

一心館Ｂ一心館Ｂ一心館Ｂ一心館Ｂ

勝ち（本数）

駒剣A駒剣A駒剣A駒剣A

田島剣友田島剣友田島剣友田島剣友
会A会A会A会A

駒剣A駒剣A駒剣A駒剣A

勝ち（本数）

勝ち（本数）

小学生　団体戦小学生　団体戦小学生　団体戦小学生　団体戦

コ コ メ

【Aチーム　１回戦】【Aチーム　１回戦】【Aチーム　１回戦】【Aチーム　１回戦】

【Aチーム　２回戦】【Aチーム　２回戦】【Aチーム　２回戦】【Aチーム　２回戦】

メ

メ コ

【Aチーム　準決勝】【Aチーム　準決勝】【Aチーム　準決勝】【Aチーム　準決勝】

メ メコメ コ コ

コ コ メ

コ メ

メ
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先鋒 次鋒 中堅 副将 大将

本田本田本田本田 真砂智真砂智真砂智真砂智 森森森森 松本松本松本松本 中牟田中牟田中牟田中牟田

１（２）１（２）１（２）１（２）

２（３）２（３）２（３）２（３）

高橋高橋高橋高橋 奥奥奥奥 斉藤斉藤斉藤斉藤 関根関根関根関根 村田村田村田村田

コメントコメントコメントコメント

個人戦の決
勝戦の再現。
今度は負け
ない。力強い
いい試合でし
た。

いい機会をと
らえて確実に
２本連取。初
めてリードを
奪う。

声を出ていて
気合十分だっ
たが惜しかっ
た。

勝負が拮抗
していた。時
間ギリギリの
惜しいところ
で面を取られ
た。残念！

いい面が何
度かあった。
てっぺんまで
あともう少し
だ！

先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 勝ち（本数） 代表戦

權田權田權田權田 新井新井新井新井 本荘本荘本荘本荘 野口野口野口野口 渡辺渡辺渡辺渡辺 野口野口野口野口

２（４）２（４）２（４）２（４）

２（４）２（４）２（４）２（４）

佐藤佐藤佐藤佐藤 野村野村野村野村 伊藤伊藤伊藤伊藤 桑原桑原桑原桑原 渡辺渡辺渡辺渡辺 斉藤斉藤斉藤斉藤

コメントコメントコメントコメント

大きい相手。
フットワーク
でがんばって
ました。

面を攻めてい
ました。序盤
に取られた小
手で逃げ切ら
れた。

絶体絶命の
ピンチから見
事な面２本。
序盤の小手
を取り返しま
した。

前に前に攻
めていまし
た。

上背のある
相手の手元
をよく攻めま
した。劣勢を
跳ね返し代
表戦へ持ち
込みました。
さすが大将！

大逆転！代
表戦見事な
面勝ち。気持
ちで勝ってい
た渾身の面。
素晴らしい！

先鋒 次鋒 中堅 副将 大将

權田權田權田權田 新井新井新井新井 本荘本荘本荘本荘 野口野口野口野口 渡辺渡辺渡辺渡辺

０（０）０（０）０（０）０（０）

３（６）３（６）３（６）３（６）

高橋高橋高橋高橋 奥奥奥奥 斉藤斉藤斉藤斉藤 関根関根関根関根 村田村田村田村田

コメントコメントコメントコメント

大きい相手。
一生懸命動
きました。

惜しい面がた
くさんありまし
た。

２０センチ位
背の高い相
手だった。

素早い相手
でした。

最後まであき
らめない「負
けない」大将
でした。

駒剣Ｂ駒剣Ｂ駒剣Ｂ駒剣Ｂ

天馬Ａ天馬Ａ天馬Ａ天馬Ａ

駒剣A駒剣A駒剣A駒剣A

天馬Ａ天馬Ａ天馬Ａ天馬Ａ

駒剣Ｂ駒剣Ｂ駒剣Ｂ駒剣Ｂ

一心館Ａ一心館Ａ一心館Ａ一心館Ａ

勝ち（本数）

勝ち（本数）

メ メ

【Bチーム　１回戦】【Bチーム　１回戦】【Bチーム　１回戦】【Bチーム　１回戦】

メ

【Aチーム　決勝戦】【Aチーム　決勝戦】【Aチーム　決勝戦】【Aチーム　決勝戦】

コ

メ メ メ

コ

【Bチーム　２回戦】【Bチーム　２回戦】【Bチーム　２回戦】【Bチーム　２回戦】

メ メメ メメ コ

メ メ コ メ メ

コ
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駒剣A駒剣A駒剣A駒剣A

中尾少年中尾少年中尾少年中尾少年
剣士会Ｂ剣士会Ｂ剣士会Ｂ剣士会Ｂ

コメント

駒剣Ｂ駒剣Ｂ駒剣Ｂ駒剣Ｂ

剣清会剣清会剣清会剣清会

コメント

払い面、出小手、きれいに
決めて見事でした。

早々と出小手が決まったの
ですが、残念。

小手が入ったかと思った
が、相手のほうが速かった。
気迫がすごかった。

２（３）

島田島田島田島田 今村今村今村今村 横田横田横田横田

羽鳥　翔太郎羽鳥　翔太郎羽鳥　翔太郎羽鳥　翔太郎 野口　順平野口　順平野口　順平野口　順平 石井　邦明石井　邦明石井　邦明石井　邦明

１（２）

０（０）

２（４）

渡辺　良平渡辺　良平渡辺　良平渡辺　良平

古川古川古川古川

上背のある上段の相手でや
りにくいが、よく応戦した。普
段の稽古で上段対策ができ
ると良いが・・・。

下からの攻め上げがキツイ
相手だった。落ち着いた試
合ぶりで惜しい面があった。

大　　将

松本松本松本松本 東出東出東出東出

勝ち（本数）

先　　鋒 中　　堅 大　　将 勝ち（本数）

先　　鋒 中　　堅

中牟田　英明中牟田　英明中牟田　英明中牟田　英明 清水　聡清水　聡清水　聡清水　聡

遠間からいい技を出してい
たが、今一歩のところで決ま
らず惜しかった。双方とも、
速い技を出してさすが。

【成人Aチーム　１回戦】【成人Aチーム　１回戦】【成人Aチーム　１回戦】【成人Aチーム　１回戦】

メ コ

コ

メコ　メ

【成人Ｂチーム　１回戦】【成人Ｂチーム　１回戦】【成人Ｂチーム　１回戦】【成人Ｂチーム　１回戦】

出場した選手の感想出場した選手の感想出場した選手の感想出場した選手の感想

メ コ

メ メ

１．今日の試合、自分に点数をつけるとしたら、ズバリ何点？

２．どうして？良かったところ、残念だったところは？

３．これからの稽古でもっとがんばろうと思うところはありますか？

出場選手には次のような質問をしてみました。

３年　篠田くん３年　篠田くん３年　篠田くん３年　篠田くん

　　　　
３年　真砂歩くん３年　真砂歩くん３年　真砂歩くん３年　真砂歩くん ３年　権田くん３年　権田くん３年　権田くん３年　権田くん 　　１．１００点

　　　　　　　　　　　 ２．こじんせんでかったから。
　　　　　　　　　　 　３．出ばなわざをがんばる。

１．　２０点
２．せいせいどうどうたたかえた。
　　　声が出せなかった。
３．声が出せるようにしたい。

１．　５点
２．下がりすぎたから。
３．いろんなわざをれんしゅうして出す。
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４年　新井くん４年　新井くん４年　新井くん４年　新井くん

４年　本田くん４年　本田くん４年　本田くん４年　本田くん

４年　真砂智くん４年　真砂智くん４年　真砂智くん４年　真砂智くん

４年　三浦くん４年　三浦くん４年　三浦くん４年　三浦くん
　

５年　清水くん５年　清水くん５年　清水くん５年　清水くん

５年　本荘くん５年　本荘くん５年　本荘くん５年　本荘くん

５年　松本くん５年　松本くん５年　松本くん５年　松本くん

５年　森くん５年　森くん５年　森くん５年　森くん

６年　佐々木くん６年　佐々木くん６年　佐々木くん６年　佐々木くん

６年　中牟田さん６年　中牟田さん６年　中牟田さん６年　中牟田さん

６年　野口くん６年　野口くん６年　野口くん６年　野口くん

６年生は特別に去年の同じ大会の感想も載せてみました。
去年はどんなこと書いたか、覚えてるかな？

１．９５．２３６点
２．こじんせんでベスト８にはいれたこと。
３．自分からせめる。

１．９０点
２．（良い）去年負けた相手に勝って２位になった。（残念）決勝（個人）で１本取られてしまった。
３．引き面で打たれないようにする。

１．１０００点
２．前のし合でまけた相手に２本勝ちできたからです。
３．決めわざをもっとみがいていきたいです。

１．６７．５６７８２８２１８１点
２．初めて面２本うてた！　でも３回せんめでまけたのがざんねんでした。ベスト８に入ったっぽい。
 ３．左手に力をいれて、左手中心でれんしゅうしようとおもいます。出小手がんばろう、うん。

　
１．１０点
２．良かったところ・・・とくになし　　　残念・・・すきを打たれた。
３．応じ技をみがく。

１．１００点
２．こじんせんでゆうしょうしたから。
３．足をいっぱい使う。

１．５０点
２．去年負けた子に個人でまけてしまってくやしかったけど、だんたいでかててうれしかった。
３．かかりげいこをもっとがんばって、もっと強くなりたい。

１．１１点
２．良かったところ・・・ない　　　わるかったところ・・・声をあまりださなかった。
３．すきをださないようにする。

去年　「ぼくは試合を１回戦で負けてしまったのでくやしかったです。今度は自分の得意なわざを
　　　　　ふやして勝ちたいです。」
今年
１． ８５点
２．良かったところ・・・勝ち進むことができたし、小手をとれたからです。
　　残念だったところ・・・最後、面を２本取られてしまったことです。
３．面をとられないために、応じ技を上手にすること。

去年　「わたしは、１回戦目、小倉くんに２本勝ちでしたが、２回戦目は北岡君に負けてしまい
　　　　　ました。わたしは、前にも北岡君に負けていて、今回も負けたのでざんねんでした。
　　　　　これからもっと力をつけて今度こそ北岡君にかちたいです。自分ではとってもいい
　　　　　試合だったと思います。」
今年
１．　８０点
２．団体戦では勝たなくてはいけないときに引分けでした。くやしいです。でも、前の
　　３人のかつやくで準優勝になりとてもうれしいです。
３．まずは前に出て声を出す練習をすること。あとは得意技をつくることです。

去年　「喘息だったけど延長までもちこんだのでよかったです。」
今年
１．　８５点
２．良かったところ・・・一心館に勝てたこと。
　　　残念だったところ・・・個人と天馬に負けてしまったこと。
３．稽古を積み、打倒　天馬！！
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社会人　石井先輩社会人　石井先輩社会人　石井先輩社会人　石井先輩

大学２　　野口先輩大学２　　野口先輩大学２　　野口先輩大学２　　野口先輩

大学２　　羽鳥先輩大学２　　羽鳥先輩大学２　　羽鳥先輩大学２　　羽鳥先輩

オヤジ　　清水さんオヤジ　　清水さんオヤジ　　清水さんオヤジ　　清水さん

一般　　中牟田さん一般　　中牟田さん一般　　中牟田さん一般　　中牟田さん

オヤジ　　渡辺さんオヤジ　　渡辺さんオヤジ　　渡辺さんオヤジ　　渡辺さん

　　　

応援してくれたみなさんの感想応援してくれたみなさんの感想応援してくれたみなさんの感想応援してくれたみなさんの感想

６年　渡辺くん６年　渡辺くん６年　渡辺くん６年　渡辺くん 　　　去年　「２回かったのに前やった天馬の人とあたって、かちたかったけど負けてくやしかった。」
　　　　　　　　　　　　 今年
　　　　　　　　　　　　 １．　９７．２６３点
　　　　　　　　　　　　 ２．一心館の大将と試合をして、出こてがきまってよかった。
　　　　　　　　　　　　 ３．でばなわざをもっと上手にできるようになりたい。

特に６年生の頼もしさと成長を感じた大会だったので、去年の感想と比較してみました～(#^.^#)
６年生、カッコよかった～！！

いつもと趣向を変えて、こんなアンケートにしてみました。

１．　今日一番印象に残った人はだれですか？（選手だけでなく、駒剣全員で）
　　その理由は？

２．　その他、ご自由にどうぞ

見取り２段さん見取り２段さん見取り２段さん見取り２段さん

權田（パパ）敏之さん權田（パパ）敏之さん權田（パパ）敏之さん權田（パパ）敏之さん

感動した母さん感動した母さん感動した母さん感動した母さん

↑
自己申告です

↑
自己申告です

１． １０点（参加できたことに）
２．勝負にこだわれば良かったかな・・・。
３．剣道と消防の両立。

１． １０点
２．最初の１本をとっておいて、取り返されるのはヒドかった。スイマセン。
３．１本１本大切に稽古していきたいです。

１． ７０点
２．自分は試合で自分の剣道がなかなかできないが、今日は自分の剣道ができました。
　　　チームで優勝したかったので、次ガンバリます。
３．自分の剣道をさらに鍛えたいと思う。

１． ３０点
２．とにかく相手がめっちゃ速い！
３．大人の味の剣道をめざす。

１．９０点
２．○・・・若い人相手に一歩も引かなかったところ。　×・・・体力のなさ。
３．これからも前に進む稽古を頑張ります。

１．１０点
２．良かったところ・・・相手が本気になっていた。
　　残念だったところ・・・打ち間に入れなかった。
３．遠間からの打突。

１．　全員。選手も応援組も楽しめ、みんなが自分の持てる力を出しきっていたから・・・
２．　どのコートを応援したらいいのか迷うくらい、皆大活躍。これからが楽しみです。

１．　權田陽樹・・・一応my sonのため
２．　陽樹、優樹がいつもお世話になりありがとうございます。

１．　みなさん素晴らしかったのですが、特に野口君です。団体戦の代表戦でのみごとな面は
　　 感動しました。おめでとうございます！
２．　みんな頑張っていて素晴らしかったです。個人戦でも良い成績の方がたくさんいて
　　 本当に良かったです。お手伝いの先生方、父兄の方々お疲れさまでした。
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１．野口君の代表戦
２．団体戦はチームが一つになっていて感動。

１．記録係をしてくださった先生方に本当に感謝です。子ども達だけでなく、皆が安心して
　　お任せしてしまいました。ありがとうございました。
２．出場選手も皆がんばっていましたが、最後の団体Ａチームの試合は、駒剣が皆一体と
　　なって応援していたことがとても良かったと思います。

１．權田陽樹君。礼儀正しく快進撃！見ているほうもすがすがしい気持ちがしました。
２．みんな暑い中、とてもファイトを出していました！お疲れさま。

１．みんな頑張ったと思います。
２．接待のお手伝いをしながら結果を聞きました。

１．佐々木君です！今までの経験を全て活かし、素晴らしい勝ちを見せてくれました。
　　鳥肌がたちました。
２．大人チームもよく頑張りました。すばらしいっ！！

１．森君
　　何試合こなしても元気で気合十分。恐れ入りました。

１．本荘君×森君の試合・・・ドラマでした☆
　　（１人だけ選べないですぅ　みんな　暑い中、素晴らしかったです。）

１．日向くん、佐々木くん、新井くん
２．応援席もみんな、一丸となって精一杯応援しましたー！！
 　　お手伝いのお母さん達もありがとうございました。

１．本荘君と森君の試合は我が子のように感激しました。涙々・・・でした。
２．駒剣選手の皆様、大活躍おめでとうございます。どの試合も感動しました。

１．野口くん。れいせいにやっていてすごかった。
２．きはくがすごかった。

１．ごんだくん、本じょうくん

１．松本くん

１．本田くん　　大きな声を出し、相手のほうが大きくても前に出て、かわしながら１本とっていて
　　　　　　　　　 すばらしかった。

１．本荘くんと渉（森）
　 　小さい時から一緒に稽古に励んできた２人が勝敗を競い合って・・・涙涙でした。

１．頑張った選手全員です。特にＢチームの代表戦で勝った試合！感動しました！

１．本荘ママさん。試合中、一生懸命にビデオやカメラを撮っていらっしゃって、優勝後の笑顔、
　　周りの方に感謝なさってる姿が素敵でした。

SUZIEさんSUZIEさんSUZIEさんSUZIEさん

ゴンダケイコさんゴンダケイコさんゴンダケイコさんゴンダケイコさん

しのママさんしのママさんしのママさんしのママさん

有・浜・野・佐・加さん有・浜・野・佐・加さん有・浜・野・佐・加さん有・浜・野・佐・加さん

なんだかなあ～なんだかなあ～なんだかなあ～なんだかなあ～ ♡♡♡♡さんさんさんさん

三浦さん三浦さん三浦さん三浦さん

おふみさんおふみさんおふみさんおふみさん

まさごさちこさんまさごさちこさんまさごさちこさんまさごさちこさん

松本　育代さん松本　育代さん松本　育代さん松本　育代さん

６年　浜野くん６年　浜野くん６年　浜野くん６年　浜野くん

４年　北嶋くん４年　北嶋くん４年　北嶋くん４年　北嶋くん

４年　大西くん４年　大西くん４年　大西くん４年　大西くん

milk chanさんmilk chanさんmilk chanさんmilk chanさん

森さん森さん森さん森さん

真砂（父）さん真砂（父）さん真砂（父）さん真砂（父）さん

北嶋ママさん北嶋ママさん北嶋ママさん北嶋ママさん

お恥ずかしい(^_^;)　恐れ入りますですm(__)m

みなさん、アンケートにご協力ありがとうございましたm(__)m
お世話になりました先生方はじめ、成人会員のみなさん、後援部役員のみなさん
ありがとうございましたm(__)m　選手の皆さん、お疲れさまでした～(^^)/
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このほかにもたくさんの写真が
ホームページのライブラリー（会員専用ページ）
駒剣アルバム３に掲載されています。
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どうやら僕の出番がきてしまったらしい・・・。（このリレーが回ってこないように裏工作をしていたのだが・・・
だめだったか・・・）

・・・おっと失礼。
駒剣の皆さん、こんにちは。自分は近藤誠也（こんどう　まさや）といいます。駒剣の皆さん、こんにちは。自分は近藤誠也（こんどう　まさや）といいます。駒剣の皆さん、こんにちは。自分は近藤誠也（こんどう　まさや）といいます。駒剣の皆さん、こんにちは。自分は近藤誠也（こんどう　まさや）といいます。

現在、成人部で活動している近藤英隆・千恵子の息子であり、４年前まで駒剣に在籍していた近藤麻美の兄でも
あります。駒剣在籍時代は今回指名をいただいた武藤駿介先輩の一つ下の代でした。

では、簡単に略歴を。

名前：近藤　誠也（せいや名前：近藤　誠也（せいや名前：近藤　誠也（せいや名前：近藤　誠也（せいや じゃありません。駒剣時代はよく間違われました(^_^;)）

出身校：道祖土小学校→木崎中学校→川口北高校出身校：道祖土小学校→木崎中学校→川口北高校出身校：道祖土小学校→木崎中学校→川口北高校出身校：道祖土小学校→木崎中学校→川口北高校

縁あって、中学の剣道部でも尾島先生に御指導していただきました。自分が部長の時に大変心の支えになっていた
と思います。高校でも何の因果か部長を務めることになり、結果は残せませんでしたが充実した３年間を送れたと
思います。

駒剣在籍期間：小学校５～６年。駒剣在籍期間：小学校５～６年。駒剣在籍期間：小学校５～６年。駒剣在籍期間：小学校５～６年。 （この時期は身体があまり強くなく、ラグビーをやっていた
　　　　　　　　　　　　　　　のも相まって休みがちだった気がします。）

現在：立教大学現代心理学部映像身体学科現在：立教大学現代心理学部映像身体学科現在：立教大学現代心理学部映像身体学科現在：立教大学現代心理学部映像身体学科 で演劇における身体表現を
中心に学んでいます。

　　　　　　　　　　　　　　　　また、 グリークラブグリークラブグリークラブグリークラブという合唱合唱合唱合唱のサークルに所属して、
　　　　　　　　　　　　　　　　日々、楽しく歌っています。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　僕は今、剣道から離れています。

　　　　　　　　　　　　　　　　しかし、 「声を出す」「声を出す」「声を出す」「声を出す」ということだけは
　　　　　　　　　　　　　　　　強く意識しています。それは剣道を続けてきた
　　　　　　　　　　　　　　　　自分の一つの成果であると思います。

　　そこで、今回僕は剣道と合唱の両方に関係している「呼吸法と発声」について「呼吸法と発声」について「呼吸法と発声」について「呼吸法と発声」について

　少しだけ書かせてもらいます。（既にこまけんだよりで書かれていたかな・・・？）

このコーナーは駒剣会員さんに自由にお話していただき、つぎの方を勝手に指名するリレー方式で連載されています。
いつの間にか、成人会員さんたちからＯＢＯＧ会員へ（今は、大学２～３年生あたりに）バトンが回っているようです。
（今までのお話は、駒剣ホームページのこまけんだよりバックナンバーでお楽しみくださいね(#^.^#)）

さて、先月の武藤先輩（先輩のアドバイスのおかげで、駒剣士は大会で大活躍！ありがとうございました！）
からのご指名でバトンを引き継いでくれたのは、剣道一家、近藤組のご長男、近藤誠也先輩です。
ところが今は大学の合唱部に所属されているとか・・・いったいどんなお話が聞けるのかなあ？
それでは、近藤先輩、よろしくお願いしま～す(^^)/
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　　　　　　　　　　　「肚（はら）から声を出せ！」　　　　　　　　　　　「肚（はら）から声を出せ！」　　　　　　　　　　　「肚（はら）から声を出せ！」　　　　　　　　　　　「肚（はら）から声を出せ！」

と、剣道をやっていると必ずと言っていいほど言われます。それはなぜでしょうか？
相手に気合で負けないため？　　それも一つの理由ですが、実は自分自身にもちゃんとした効果があるんです。

　剣道や合唱の発声を行う上での呼吸法は腹式呼吸（ふくしきこきゅう）腹式呼吸（ふくしきこきゅう）腹式呼吸（ふくしきこきゅう）腹式呼吸（ふくしきこきゅう） です。
腹式呼吸とは、お腹を膨らませて息を吸い込み、お腹を引っ込ませて息を吐き出す呼吸法です。実は、この腹式呼吸を
使った発声が、私たちに良い効果をもらたしくてくれます。

①身体と心のリラックス効果①身体と心のリラックス効果①身体と心のリラックス効果①身体と心のリラックス効果

　試合前は特に緊張しますよね。皆さんは緊張をほぐすために深呼吸をすると思います。それが腹式呼吸に一番近い

呼吸です。腹式呼吸はおへをの下あたりにある横隔膜（おうかくまく）横隔膜（おうかくまく）横隔膜（おうかくまく）横隔膜（おうかくまく） を上下させることで、より安定した

多い呼吸を行えます。東洋医学では丹田（たんでん）丹田（たんでん）丹田（たんでん）丹田（たんでん） と呼ばれている場所を意識しながらの呼吸です。
そのためには、腹筋を使いますが、それ以外の筋肉は非常にリラックスしやすい状態になります。また深く長い呼吸は
精神的にもリラックス効果があり、まさに一石二鳥です。

②運動効率の上昇②運動効率の上昇②運動効率の上昇②運動効率の上昇

　運動するときには酸素が必要です。その酸素が効率よく、より多く摂取することができるのが腹式呼吸。

人によっては通常行う胸式呼吸の３，４倍の呼吸量胸式呼吸の３，４倍の呼吸量胸式呼吸の３，４倍の呼吸量胸式呼吸の３，４倍の呼吸量 にもなるそうです。だから、持久力を必要とする
剣道では、この呼吸法がとても効果的なんです。また、お腹を使って声を出すことによって、身体全体の筋肉が
活性化するので、瞬間的な動作もしやすくなります。

　呼吸と発声は剣道にとって必要不可欠なものです。
皆さんも、もっと積極的に声を出すようにしたら、さらに上達しやすくなるのではないでしょうか。
剣道の稽古では、大きな声を出すことは迷惑になりませんし、なにより声を出したほうが楽しいです（笑）
ここに書いた呼吸法は参考程度なので、興味がある人は詳しく調べてみるといいでしょう。

皆さんの上達を期待しています。皆さんの上達を期待しています。皆さんの上達を期待しています。皆さんの上達を期待しています。

　　　　　　　　　次の指名は星野裕美さんで次の指名は星野裕美さんで次の指名は星野裕美さんで次の指名は星野裕美さんで 。
　　　　　　　　　自分の妹が東京農業大学第三高等学校に通っているつながりで指名させてもらいました。
　　　　　　　　　すいません・・・。忙しいとは思いますが、よろしくお願いします。

丹田って
このへんだっけ？

上達への近道は
大きな声を出すこと！

なるほど～！声を出すということには気合だけじゃなくて、科学的にもちゃんといいことがたくさんあるんですね。
よし、まずは大きな声ですよ！皆さん！　お手本は普段はニコニコと静かなのに、剣道のときは鬼のように大きな声で
気合が入っててカッコいいお父さん剣士たち！！・・・かな？　お父さんたちに負けるな～！
近藤先輩、ありがとうございましたm(__)m
（しかし、次の人に・・・すいません、忙しいとは思いますが・・・と、とても丁寧にバトンを渡しているところは、
なかなか紳士ですね～(*^。^*)

というわけで、星野裕美先輩！バトン渡りました～～！！
学校と部活とアルバイトにお忙しいことと存じますが、よろしくお願いいたしま～すm(__)m

よろしく！

ハイハイ♪
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　　　　お　知　ら　せお　知　ら　せお　知　ら　せお　知　ら　せ

新入会員のご紹介新入会員のご紹介新入会員のご紹介新入会員のご紹介

新入会員の皆さん、ようこそ駒剣へ！　これからどうぞよろしくお願いします！
わからないことがあったら、遠慮せずに何でも近くの人にきいてくださいね。
みんなも早く仲よくなれるように、どんどん声をかけていろいろ教えてあげてね！

☆新しい連絡網ができるまで、みなさん各自追記をよろしくお願いいたします☆新しい連絡網ができるまで、みなさん各自追記をよろしくお願いいたします☆新しい連絡網ができるまで、みなさん各自追記をよろしくお願いいたします☆新しい連絡網ができるまで、みなさん各自追記をよろしくお願いいたします

６月入会６月入会６月入会６月入会

幸地　悠吾　（こうち　ゆうご）くん幸地　悠吾　（こうち　ゆうご）くん幸地　悠吾　（こうち　ゆうご）くん幸地　悠吾　（こうち　ゆうご）くん 　　　　　　篠田くん篠田くん篠田くん篠田くんの次

７月入会７月入会７月入会７月入会

西村　奎吾　（にしむら　けいご）くん西村　奎吾　（にしむら　けいご）くん西村　奎吾　（にしむら　けいご）くん西村　奎吾　（にしむら　けいご）くん 　　　　長谷部くん長谷部くん長谷部くん長谷部くんの次

本城　通明　（ほんじょう　みちあき）くん本城　通明　（ほんじょう　みちあき）くん本城　通明　（ほんじょう　みちあき）くん本城　通明　（ほんじょう　みちあき）くん 　　　　有賀さん有賀さん有賀さん有賀さんの次

谷口　 楽 　（たにぐち　がく）くん谷口　 楽 　（たにぐち　がく）くん谷口　 楽 　（たにぐち　がく）くん谷口　 楽 　（たにぐち　がく）くん 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 小松田くん小松田くん小松田くん小松田くんの次

小学生小学生小学生小学生　　　 ６年生　　　５人
　　　　　　　　 ５年生　  　８人
　　　　　　　　 ４年生　　１０人
　　　　　　　　 ３年生　　　４人
　　　　　　　　 ２年生　　　４人
　　　　　　　　 １年生　　　１人

　　　　　　　　　　３２人　　　　　　　　　　３２人　　　　　　　　　　３２人　　　　　　　　　　３２人

成人成人成人成人　　　　女性　１２人
　　　　　　　 男性　１８人

３０人３０人３０人３０人

というわけで、

【連絡網に追記お願いします！】

合宿説明会と参加費振込みについて合宿説明会と参加費振込みについて合宿説明会と参加費振込みについて合宿説明会と参加費振込みについて

今年も合宿委員さんが楽しい夏合宿を企画してくれています。
参加申込書のついたお手紙が配布されていますので、ご確認ください。

７月２４日（土）３：１５～　体育館２Ｆ　会議室にて　合宿の説明会があります。７月２４日（土）３：１５～　体育館２Ｆ　会議室にて　合宿の説明会があります。７月２４日（土）３：１５～　体育館２Ｆ　会議室にて　合宿の説明会があります。７月２４日（土）３：１５～　体育館２Ｆ　会議室にて　合宿の説明会があります。
　　　　　　　　保険証のコピーを忘れずに！保険証のコピーを忘れずに！保険証のコピーを忘れずに！保険証のコピーを忘れずに！

参加申込みは７月３日（土）・・・アレ？今日までだ＼(◎o◎)／！・・・（まだ大丈夫ですよね？、合宿委員さん！）

ちなみに、参加費は２泊３日で小学生24.000円 　成人22.000円。
銀行振込みで締切りは７月１６日までです！
お申込みはお早めに！！
ＯＢＯＧの参加ももちろん大歓迎！！後輩たちを鍛えてやってください！
お待ちしていま～す！！

同じ部屋の先輩や友達と
仲良くなれてとっても

楽しいよ！！

※成人会員の恵守陽子さんはご都合により退会されました。恵守さん、今までありがとうございましたm(__)m
　　さびしくなりますが、どうぞお元気で～(^^)/
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　５日（木）　　通常どおり　5:00～7:00
　７日（土）
　８日（日）　　駒剣夏合宿　新潟県魚沼郡湯沢町中里スキー場　白熊旅館にて駒剣夏合宿　新潟県魚沼郡湯沢町中里スキー場　白熊旅館にて駒剣夏合宿　新潟県魚沼郡湯沢町中里スキー場　白熊旅館にて駒剣夏合宿　新潟県魚沼郡湯沢町中里スキー場　白熊旅館にて
　９日（月）
１２日（木）　　通常どおり　5:00～7:00
１４日（土）　  通常どおり　5:00～7:00
１９日（木）　　通常どおり　5:00～7:00
２１日（土）　　通常どおり　3:00～5:00
２６日（木）　　通常どおり　5:00～7:00
２８日（土）　　通常どおり　3:00～5:00

最後はお楽しみ　星やん武芸帳！最後はお楽しみ　星やん武芸帳！最後はお楽しみ　星やん武芸帳！最後はお楽しみ　星やん武芸帳！
　　　星野さん、よろしくお願いしま～す！！　　　星野さん、よろしくお願いしま～す！！　　　星野さん、よろしくお願いしま～す！！　　　星野さん、よろしくお願いしま～す！！

７月の予定７月の予定７月の予定７月の予定

８月の予定８月の予定８月の予定８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　1:00～3:00剣道教室９回目　1:00～3:00剣道教室９回目　1:00～3:00剣道教室９回目　1:00～3:00 　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　1:00～3:00剣道教室１０回目　最終日　1:00～3:00剣道教室１０回目　最終日　1:00～3:00剣道教室１０回目　最終日　1:00～3:00 　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）　稽古休み（予約の抽選にはずれたため）　稽古休み（予約の抽選にはずれたため）　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　５時からの修道館はあり　５時からの修道館はあり　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）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 お手紙が出ています。ご確認ください。

２２日（木）　　通常どおり　5:00～7:00
２４日（土）　  駒剣夏合宿説明会　体育館２Ｆ会議室にて　３：１５～駒剣夏合宿説明会　体育館２Ｆ会議室にて　３：１５～駒剣夏合宿説明会　体育館２Ｆ会議室にて　３：１５～駒剣夏合宿説明会　体育館２Ｆ会議室にて　３：１５～ 　稽古は通常どおり　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

スイカ割り

魚のつかみ取り

花火大会

部内戦

ちなみに、９月の主な予定は・・・ちなみに、９月の主な予定は・・・ちなみに、９月の主な予定は・・・ちなみに、９月の主な予定は・・・

    ９月１１日（土）　　　駒剣前期昇級審査    ９月１１日（土）　　　駒剣前期昇級審査    ９月１１日（土）　　　駒剣前期昇級審査    ９月１１日（土）　　　駒剣前期昇級審査
　　９月２３日（木・祝）　さいたま市民剣道大会（記念総合体育館）　　９月２３日（木・祝）　さいたま市民剣道大会（記念総合体育館）　　９月２３日（木・祝）　さいたま市民剣道大会（記念総合体育館）　　９月２３日（木・祝）　さいたま市民剣道大会（記念総合体育館）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秋の昇級審査と大会を目指して、みんなでがんばろう！！

こまけんだよりは本荘母が編集担当させていただいています。
お気づきの点、ご要望などありましたら、お気軽にお声かけください。M(__)m

※剣道教室後の入会者数によっては
　土曜日の稽古が2部制になるかも
　しれません。
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