
　

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。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。

暑中稽古がんばりました。
塚剣のみなさん、
ありがとうございました～！

平成22年7月19日（月･祝）
塚越剣友会との交流会（蕨東小学校体育館にて）

今月も読みごたえ
あるぞ～！
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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

　暑い暑い日が続きます。じっとしていても汗が噴き出し、体力を奪われる気がします。そんな中での
稽古ですから、各自で十分に体調管理をして、事故のないようやっていきましょう。

　７月１９日に行われた「塚越剣友会との交流会」では大変お世話になりました。今年で７回目、毎年
恒例の行事です。調べてみると、１～３回目が蕨東小で、４回目以降、駒場と蕨で交互に行われるよ
うになっていました。
　この日もすごい猛暑日で、稽古する者だけでなく、応援する側にとっても過酷な状況でした。最初
に試合があり、初めて一つのコートで子どもから大人までやりました。昨年までは、小学生は勝ち越し
ても、大人はいい勝負をしながら負けてしまうことが多かったようです。そんな思いもあり、今回、小中
学生が貯金を作って大人に回してくれたときに、「みなさん、小学生の貯金を使い果たさないよう
に！」と軽い冗談を成人会員さんに飛ばしましたが、失礼しました。見事な連勝で、使い果たすどころ
か貯金が増えて終了しました。
　地稽古をしていても暑かったです。稽古不足もたたって連続して立っていると息苦しさを感じまし
た。それでも勝手知ったる仲間との一本は、張り合いがあり、とてもいい汗がかけました。
　夜の懇親会も大変和やかに、楽しい時間を過ごすことができました。塚越剣友会の皆様、今年もお
世話になりありがとうございました。

　このところ、稽古のたびに新入会員さんが入ってきてくれているようで、うれしく感じています。駒剣
会員のどなたかからの紹介かクチコミが多く、ありがたく思います。それにともない、剣道教室修了生
組も含め、学年、経験年数、稽古に参加できる日数等、様々になっています。指導日誌等でできるだ
け情報を共有しながら指導をしていかねばと考えています。新しく入会した子も、早く駒剣の一員とし
ての一体感を持てるよう、声をかけていきたいと思っています。

　一体感を持つといえば“夏合宿”です。いよいよ近くなってきました。この「こまけんだより８月号」は、
合宿初日に発行するようです。子どもがバスに持ち込むのか、親に取られてしまうのかはわかりませ
んが、みんなで仲良く楽しく無事に行ってきたいと思います。『安全・団結・強化』　今年も私の大目標
はこれにします。大きな病気やケガなど事故なく、そして駒剣の輪が益々大きく強くなり、各々の剣道
の地力もつけていきたい、少し欲張りかもしれませんが、そう願って３日間過ごします。今年の参加者
数は６６人、おそらく今までで最大の人数となります。合宿委員さんが入念に準備をしてくださってい
ます。感謝の気持ちを忘れずに、みんなで楽しい合宿を作り上げましょう。

　先日お話ししましたが、８月２８日（土）１３：００～１５：００に駒場体育館剣道場に於いて「浦和区・緑
区合同ブロック別１級講習会及び２・３級審査会」が実施されます。今回が初めてで、今後１級審査前
の１１月、３月、そして８月と年３回実施となる予定です。１級については、今まで審査当日の午前中
行っていた実技と剣道形、今回加わった木刀による剣道基本技稽古法１～９の講習を行います。２級
は木刀による～の１～６まで、３級は１～４までを行い、合格すれば県の剣道連盟から証書がもらえる
ようです。
　駒剣では、駒剣の２・３級に合格した者が、それぞれ２・３級を受けるようにします。今回、駒剣から１
級１名、２級３名、３級１名が受ける予定です。お手伝いをお願いすることもありますので、よろしくお
願いします。

　9月23日に「さいたま市市民体育大会剣道大会」が行われます。３年生以上のブロック別個人戦とな
ります。夏休みも休むことなく、しっかり稽古できるのが駒剣の強みです。上位入賞を目指して稽古に
励みましょう。
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7月1日（木）　尾島先生・大本先生・石井先生
・谷口　楽くん（小４）が入会されました。大きな声でしっかり入会の挨拶ができました。
　石井先生のご指導のもと、初日にもかかわらず元気に稽古ができました。
・見学の渡辺君、野口くんが低学年のお手伝いをしっかりやってくれました。
・蒸し暑い中、大きな声を出し気合の入った稽古ができました。夏合宿に向けて
　ケガのないよう、体調管理に気をつけて頑張ってください。

7月3日（土）　本荘先生
・本城くん（小4）が入会されました。しっかりとした大きな声で挨拶ができました。
・齋藤くん（小2）が体験し、すでに皆となじんでました。
・暑い中、みんな大きな声を出しがんばっていました。先生方も大勢来ていただき
　気合も入っていました。お疲れさまでした。

7月8日（木）　渡邊先生・大本先生
・塚越剣友会との試合が近いため、技の稽古と試合稽古をしました。
　気温・湿度と大変高い中、みんな真剣に試合し、応援する仲間の態度も立派でした。

7月10日（土）　本荘先生・木村先生・尾島先生
・齋藤君（小2）、石塚さん（小6）が入会され、しっかり挨拶ができました。
・大変蒸し暑い中、みんな先生の言葉をよく聞いて、しっかり練習していました。
・一つひとつの技を丁寧にきめ細かくご指導・伝授いただきました。

7月15日（木）　尾島先生・木村先生（初心者指導）
・剣道教室を卒業した新入会員さん3名ほか、見学体験のお友達も加えて
　初心者組も蒸し暑い中、がんばっていました。
・毎日暑く、学校もあって疲れているでしょうに、気合を入れて大きな声を出して
　稽古しているみんなはホントにエライ！！
・足のつめが伸びている子が何人かいたようです。気をつけましょう。

7月19日（月・祝）　　塚越剣友会との交流会　９：００～１２：００

7月22日（木）　尾島先生・神田先生
・準備運動のときから、とても大きな声が出ていて暑さが吹き飛びました。
・5年生は他の人の着装などにもよく気が付き、とてもよかったです。
・返事の反応が悪かったので、すぐに返事を身につけたいですネ。
　暑い中、よく頑張りました。

7月24日（土）　本荘先生・木村先生
・OBの西先輩、古澤先輩、山崎先輩、真砂裕先輩、堀田先輩姉妹が来てくれました。
・新入会のお友達（稽古着を着ている子も着ていない子も）がずいぶん増えました。
・合宿前の気合の入った稽古でした。

7月29日（木）　尾島先生・近藤先生
・菅原先生が合宿前の激励にいらしてくださいました。
・近藤麻美先輩、古澤由奈先輩が来てくれました。
・元気があり、とても良い稽古でした。合宿まであと少し、がんばりましょうね。
・剣道教室で貸し出した竹刀の点検整備をしました。

7月31日（土）　本荘先生・尾島先生・木村先生
・来週から合宿なので、今日は月末ですが月例試合はありませんでした。
・本荘先生より級審査会のお知らせと、9月の大会の選手発表がありました。
・暑い中、大きな声が道場に響いてました。

７月のお当番さんノートの感想より７月のお当番さんノートの感想より７月のお当番さんノートの感想より７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
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　記録的な猛暑の中、7月19日、蕨東小学校体育館にお邪魔して、恒例の塚越剣友会さんとの
剣道交流会が行われました。
　今年は、駒剣士のおじいさま、おばあさまも何人かおいでいただき、一緒に応援してくださいました。
ありがとうございました。
がんばった合同稽古後にいただいたアイスの味は格別でしたね～！
塚越剣友会のみなさん、大変お世話になりましてありがとうございましたm(__)m

交流試合　18人制団体戦交流試合　18人制団体戦交流試合　18人制団体戦交流試合　18人制団体戦

先鋒 次鋒 十六将 十五将 十四将 十三将 十二将 十一将 十将 九将 八将 七将

三原 三澤 石崎 波多野 奥村 越川 袴田 西山 杉田 平田 松木 大野

本城 清水 松本 森 本荘 野口 佐々木 渡辺周 中牟田 渡辺あ 古澤由 羽鳥

六将 五将 四将 三将 副将 大将 勝敗 引分け 本数

広瀬し 平田母 川原木 児玉 仲山 川端
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11 22

野口 古澤久 有賀寿 渡辺良 須山 山田
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駒剣駒剣駒剣駒剣
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古澤　久枝さん古澤　久枝さん古澤　久枝さん古澤　久枝さん
　　「久々の試合で緊張しました。
　　　①顎を上げないよう、姿勢に気を付け、腰をいれて打つ。
　　　②ここと思ったら、捨て身で打つ。
　　　以上2点を気をつけて試合に挑みましたが、できていたでしょうか？これからも先生方はじめ
　　　皆さんからの御指導ヨロシクお願いします。
　　　試合では、選手＆応援の皆さんとの一体感が得られ、良い経験ができました。ありがとうございました。」

参加した皆さんの感想参加した皆さんの感想参加した皆さんの感想参加した皆さんの感想

稽古に参加したみなさんの中から何人かの方に、感想をいただきました。
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古澤　由奈さん（岸中　3年）古澤　由奈さん（岸中　3年）古澤　由奈さん（岸中　3年）古澤　由奈さん（岸中　3年）
　「初めて男子高校生と試合をしました。悔しい結果でしたが、強気の気持ちをもって試合に
　　臨めました。駒剣のように、もっと元気に試合したいと思います。」

北嶋　秀行さん北嶋　秀行さん北嶋　秀行さん北嶋　秀行さん
　　「塚剣との稽古会では、町田先生に稽古をつけていただきました。炎暑の中、かかっていって
　　　『死ぬかっ！』と思いました。町田先生の模範稽古を拝見して『剣道は美しくなくっちゃ』と
　　　勉強になりました。」

權田　優樹さん（１年）權田　優樹さん（１年）權田　優樹さん（１年）權田　優樹さん（１年）
　「塚越剣友会へ行った日はとてもたのしかったです。私がすごいなあと思ったことは、
　　本荘先生の試合（？！）のときに、とても大きな声だったことと、かっこよかったことです。」

權田　陽樹くん（３年）權田　陽樹くん（３年）權田　陽樹くん（３年）權田　陽樹くん（３年）
　「初めて行ったけいこ場で最初は少し緊張しましたが、いつもはできない同い年くらいの人たちと
　　たくさん稽古できたので、とても良かったです。」

脇田　脩平くん（５年）脇田　脩平くん（５年）脇田　脩平くん（５年）脇田　脩平くん（５年）
　「とても暑かったけれど、上手い人達の迫力のある試合がみられて良かったです」

本城　通明くん（４年）本城　通明くん（４年）本城　通明くん（４年）本城　通明くん（４年）
　「試合で勝ててうれしかったです。また、けいこの後のアイスがおいしかったです。」

小松田　聖流くん（２年）小松田　聖流くん（２年）小松田　聖流くん（２年）小松田　聖流くん（２年）
　「まわり稽古の切り返しをがんばりました。試合には出なかったけど、先輩が勝ったときは
　　うれしかったです。」

中牟田　莉奈さん（６年）中牟田　莉奈さん（６年）中牟田　莉奈さん（６年）中牟田　莉奈さん（６年）
　「先日行なわれました塚越剣友会との交流会では、相手の様子を見て打つことや、どんなに疲れて
   いても1本1本ていねいに打つことなどといったことを学びました。
   また、塚越剣友会のキャプテンの大きな声を出して号令をする姿はかっこよく見えました。
   だから、これからは大きな声を出し頑張っていきたいです。」
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埼玉県道場連盟が主催する少年剣士リーダー研修会に駒剣代表で６年生の野口亮くんと
渡辺周平くんが参加しました。どんな研修会だったのかさっそく報告してくれたので、ご紹介しま

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 リーダー研修会に参加してリーダー研修会に参加してリーダー研修会に参加してリーダー研修会に参加して
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６年　野口　亮６年　野口　亮６年　野口　亮６年　野口　亮

　８月３日の火曜日から渡辺君と二人でリーダー研修会へ行ってきました。
埼玉県の剣友会から百人以上の人が集まりました。
　１日目に２回の稽古がありました。面をつけた稽古は、駒剣と同じようなやり方だったけど、
最初の素振りは早素振りを５００本ほどやりました。いつもより多くて、手などにマメができました。
　２日目は、朝、湖の周りをジョギングしました。そこにはマムシやスズメバチがいるそうです。
午後の最後の稽古では、素振りの後、切り返しや打ち込みをやり、試合もしました。その後、
閉講式があり解散しました。
　この経験を活かし、日頃の稽古でも他の６年生と一緒にがんばっていきたいです。

　　　　　　　　　　　　　　　リーダー研修合宿の感想　　　　　　　　　　　　　　　リーダー研修合宿の感想　　　　　　　　　　　　　　　リーダー研修合宿の感想　　　　　　　　　　　　　　　リーダー研修合宿の感想
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６年　渡辺　周平６年　渡辺　周平６年　渡辺　周平６年　渡辺　周平

　リーダー研修会でやったことは、１日目の午前中に手押しずもうをやりました。
結果は、班の中の予選で負けてしまいました。
　その後、早足素振りを５０本ずつ、合計で５００本ほどやりました。声が出てないと何十回も
やらされてとても大変でした。
　午後の稽古はとても厳しかったです。まず、面をつけずに小手、面、胴のきれいな打ち方の
説明をしてもらいました。それから面をつけて、面の連続技や小手面の連続技をやりました。
その後、面、小手面、面から引き面、面から引き胴、面の連続打ちをしました。
　休憩中に休み方が２つあって、リラックスしながら休むのと、試合などのときは集中しながら
休憩します。休憩後、先生にお願いしに行って、先生に元立ちに立っていただいて、切り返しを
して１日目が終わりました。
　「とにかく声を大きく！先生が言った事が聞こえてわかったら返事をする。」と先生が全員に
言ってました。

　２日目、６時に起床して６時半から八丁湖（周囲１６００ｍ）を散歩・ジョギングしました。
その後、９時ごろから稽古で、最初は素振り（早足素振り、上下素振り）を８０本ぐらいやりました。
面をつけて少し軽い運動をして、また早足素振りを２００本ぐらいしました。
　休憩して、その後、試合をしました。方法は、３人ずつの組になり、１分ずつの試合をして
組の中で１位になった人が上の組に上がり、一番負けた人が下の組に下がる方法です。
　試合後、面をつけ、自分の中で最高だと思う面を５０本ほどやりました。その後、３０本ほど
上下素振りをやりました。
　そして面を取り、礼式ならびに閉講式をしました。閉講式では、前夜に書いた作文の中で
優秀だった人が選ばれて発表していました。そして修了証書を受け取りました。

感想・・・基本技の正しい打ち方を教えてもらいました。教えてもらったことを頭の中にいれて
　　　　　稽古したいです。

駒剣の合宿とはまた違った厳しい稽古だったみたいですね。詳しく書いてくれて、よくわかりました。
二人ともお疲れさまでした。研修会の翌日にはこの感想文を書いて提出してくれた野口君、渡辺君、
ありがとうございました～(^^)/
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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？

渡辺良平渡辺良平渡辺良平渡辺良平

 　今月の『こまけんだより』を多くの仲間がバスの中で読んでいるのではないでしょうか？
今日から駒剣の合宿が始まりますが、毎年合宿委員さんたちが駒剣の仲間が楽しく、夏休みの思い
出になるように半年以上前から何度も何度も打合せをして、準備をしてくれています。
また、合宿中も目立たないですが、朝起きてからみんなが寝るまで、ず～～っと雑用をこなしてくれてい
るんですよ。　合宿委員さん三日間宜しくお願い致しま～～す！

　ところで、先月号は『良平の部屋』はお休みさせてもらいましたが、今月号は「物作りの『守』、『破』
『離』」の『破』について書きたいと思います。

　『守』に関して、簡単に復習すると
・決まったものを、決まったとおりに作ること。
･教えられた事を、素直に受け入れること。
　例えば、プラモデルみたいに完成品の形が決まっているものを
　正確に作ったり、お母さんに教わりながら料理してみることなんかです。

　それでは、『破』に関しては
　全く新しい物を考えて作るのではなく、プラモデルのように設計図があったり、部品をボンドで
くっ付けるだけではない物にチャレンジすることです。
　お料理だとお母さんに教わったことを思い出しながら、味付けの仕方を色々と変えてみることかな。
（大本先生は、創作料理（そうさくりょうり）の達人です！女の子は是非教わりましょう！）
或いは、布切れで巾着袋や小物入れを作るのもいいね。

男子でも女子でも『破』で大事な事は、失敗をたくさん経験することです。男子でも女子でも『破』で大事な事は、失敗をたくさん経験することです。男子でも女子でも『破』で大事な事は、失敗をたくさん経験することです。男子でも女子でも『破』で大事な事は、失敗をたくさん経験することです。
逆に考えれば、『守』のﾚﾍﾞﾙではあまり失敗することはありません。

具体的には、男子の場合。具体的には、男子の場合。具体的には、男子の場合。具体的には、男子の場合。
・何か形のあるものを1から自分で作ってみる、どういう事かというと
　例えば、ささくれて使えなくなった竹刀の竹で竹トンボを作ってみる
　（星ヤン先生はｽﾄﾗｯﾌﾟを作ってます！）
簡単なようですが、最初ほとんど全員が失敗します。
･粘土（紙粘土が良いかな）を使って、プラモデルで作ったガンプラを
　真似してみる。
　（これはけっこう難しいよ！工夫しないとなかなかカッコいいガンダムに
　　ならないし、時間がかかり過ぎると紙粘土が乾燥してカチカチになって
　　使い物にならなくなるし・・・ｲﾗｲﾗ・・・）

物作りの『守』、『破』、『離』　その２やで～物作りの『守』、『破』、『離』　その２やで～物作りの『守』、『破』、『離』　その２やで～物作りの『守』、『破』、『離』　その２やで～
しゅ は り

8



女の子の場合。女の子の場合。女の子の場合。女の子の場合。
・食べられなくなったらもったいないので、
　必ず作ったことのある料理をベースにして
　味見をしながら調味料の種類や量を変えてみよう。
　今までに経験したことの無い素晴らし～い味の
　新メニューができるかも。
　でも、最初の新メニューは二度と作りたくないような味に
　なってるかもね。

・お母さんに聞いて余った布や、古くなった服を使って
　巾着袋を作ってみよう。
　今では100円Shopで簡単に買えますが、自分で作ってみると
　これが難しいで！
　口をしばる紐（ひも）を通す部分がちゃんと縫っておかないと糸が抜けて巾着の口がしまらへんで！

もう一つ大事な事、失敗しても諦（あきら）めない、怒らない。もう一つ大事な事、失敗しても諦（あきら）めない、怒らない。もう一つ大事な事、失敗しても諦（あきら）めない、怒らない。もう一つ大事な事、失敗しても諦（あきら）めない、怒らない。
そして、一番大事なのは　どうして失敗したのか？どこが悪かったのか考える事！そして、一番大事なのは　どうして失敗したのか？どこが悪かったのか考える事！そして、一番大事なのは　どうして失敗したのか？どこが悪かったのか考える事！そして、一番大事なのは　どうして失敗したのか？どこが悪かったのか考える事！

『破』のチョッとした応用～『離』に繋がる道『破』のチョッとした応用～『離』に繋がる道『破』のチョッとした応用～『離』に繋がる道『破』のチョッとした応用～『離』に繋がる道

色々と失敗を繰り返しながら設計図無しで何かを作れるようになったら、次は『分解』『分解』『分解』『分解』（ぶんかい）に
挑戦しよう！
『分解』と似た言葉で『破壊』（はかい）がありますが、どちらも似たような事をするのですが意味が
全く違います。
『分解』とは、分けて解（わか）る＝理解すると言う意味があります。
『破壊』とは、破（やぶ）って、壊（こわ）す＝捨ててしまうという意味です。

分解は面白いよ！
プラモデルを作っても物の構造が良く解りますが、
分解は完成した物を順番にばらしていき
そして、また組み立てるのです。
ばらした物を再度組み立てる時には
とてもスリルがあります。
元通りに組み立てた時に、分解する前のように
チャンと動くかな？
ン～～なんか部品が余ったけど動いてる！？
って事もありますよ。
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　最近、１００円Shopで時計まで売ってるので、「研究のため」と考えて
夏休みに分解～組み立てに挑戦してみてはどうでしょうか？
目覚まし時計なんかが良いかもね！
或いは、家で何か古くなって使わない物、壊れてて捨てる予定の物があればそれを分解してみよう。
捨ててしまう物を分解したら、部品取りしておこう。何かの修理に使えるかも知れないよ。

女の子の場合は、大きくなって着れなくなった服、古くなって使わなくなった鞄（かばん）を
分解してみよう！
服の場合、ジーパンが面白いと思う！
ジーパンってがんじょうに作られている、特に“また”の部分はめったなことでは破れないよね。
なんで破れないか分解してみれば良く解るよ。
また、鞄も分解してみれば「あ～なるヘソ！こんな風になってるんや！」って事があるよ。
でも、服や鞄を分解したら組み立てられないので、それを素材、材料にして何か作ってみよう！

壊れた物を修理してまた使えるようになると、今まで以上に大事にできるよ！壊れた物を修理してまた使えるようになると、今まで以上に大事にできるよ！壊れた物を修理してまた使えるようになると、今まで以上に大事にできるよ！壊れた物を修理してまた使えるようになると、今まで以上に大事にできるよ！
でも、折れた竹刀だけは修理できないんだな。。。。良平さんの悩み（年に２０本くらい折ってしまいます）

良平さんは物作りが好きですが、実は『修理』も好きです。
組み立て、分解で物の構造がわかるようになれば、次は『修理』ができるようになります。
今は、何でも安く簡単に買うこと、手に入れる事が出来ますが、どうしても捨てられない物ってあるよね。
小さい時買ってもらったオモチャ、壊れて動かない。傷だらけのお人形ってないかな？

う～ん、修理して使えるものは修理する。使えないものは、分解してみてどうなっているのか研究してみる！
ササクレは削れば直るけど、折れちゃった竹は竹トンボにリサイクル！（でも、ホント初めて作るのは難しそうだね）
守・破・離って、実は生活のいろんなところにあるのかも・・・

お母さん方～！この夏休み、お子さんが小さくなったジーンズをはさみでチョキチョキッ！
壊れた時計をねじ回しで分解～！してても、ちょっと目をつぶってあげていてくださいね！
お子さんなりに大きな大きな発見があるかもです。・・・でも、あと片付けはちゃんとしてね～(^^)/

良平さん、楽しいためになるお話ありがとうございました！次のお話も楽しみです！
（　9月になったらあちこちの小学校で「時計の分解」が自由研究で発表されているかも～！ですね）
あこ先輩、今回もお忙しいところかわいいイラストありがとうございました～！
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　こんにちは(^^)/こんにちは(^^)/こんにちは(^^)/こんにちは(^^)/
いつの間にかバトンを受け取っていました、星野裕美です。いつの間にかバトンを受け取っていました、星野裕美です。いつの間にかバトンを受け取っていました、星野裕美です。いつの間にかバトンを受け取っていました、星野裕美です。

　駒剣は、8年ほど前に卒業しました。
現在は、大学3年生として、日々楽しく勉強や部活（剣道）などに取り組んでいます。
私は、東京農業大学の国際食料情報部、食料環境経済学科に所属しています。
・・・漢字ばっかりで意味わからん(^_^;)って人しかいないですよねえ～笑。

　私の所属している食料環境経済学科は、農業・食料・環境について経済的に考え、
勉強している学科です。
　例えば、生産者と消費者の結びつきや、都市と農村の交流、日本人の食生活の変化や
食料自給率、食品ロス、ゴミの分別などなど・・・様々なことを勉強・研究していますが、
すべて私達の生活につながっている身近な問題たちです。

『農業』ていうと・・・畑を耕して、泥にまみれて、米つくって・・・ていうイメージだと思いますが、
本当は『農業』って私達の生活に直結しているものなのですッ！
大げさにいうと、スーパーで野菜を買うことや、なにげなく毎日の食事でお米を摂取することだって
残さずご飯を食べることだって、大きく『農業』に関わっていると思うのです。

先月の歌うナイスガイ近藤誠也先輩からバトンを引きついでくれたのは、星野裕美先輩です！
武芸帳でおなじみ星やんこと星野先生秘蔵の箱入りお嬢様で、史成先輩、正成先輩の一番上のお姉さん
（またあるときは、笑顔がかわいいマックのお姉さん♪）でもあります。剣道は小中高大とずーーっと現役の
筋金入り！！『大和なでしこ』という言葉がピッタリの星野先輩、それではよろしくお願いしま～す！

東京農大といえば、
応援団の大根おどり！
りっぱな大根を両手に持って片足と一緒に
左右に高々と振り上げるおどりは
見てるだけで腹筋にきます・・・(^_^;)



最近では、口蹄疫（牛や豚の病気）の流行で、宮崎県の方々はとても大変な思いをされましたね。
日本の明るい未来は農業とそれを支える社会・・・つまり私たち一人一人の協力から！ということで、
頑張れ！宮崎の畜産業！！と応援したくなる今日このごろです。できるだけ日本で作られた農産物を食べよう！！
星野先輩、ためになるよいお話をありがとうございました～(^^)/

そんなわけで小林先輩！バトン渡りました～～～来月号、よろしくお願いしま～すm(__)m小林先輩！バトン渡りました～～～来月号、よろしくお願いしま～すm(__)m小林先輩！バトン渡りました～～～来月号、よろしくお願いしま～すm(__)m小林先輩！バトン渡りました～～～来月号、よろしくお願いしま～すm(__)m

と思ったら、アレレレ？

ほ、星やん？ パパクマさんがバトンを・・・・？？？？　　　ええ～～～？？？ほ、星やん？ パパクマさんがバトンを・・・・？？？？　　　ええ～～～？？？ほ、星やん？ パパクマさんがバトンを・・・・？？？？　　　ええ～～～？？？ほ、星やん？ パパクマさんがバトンを・・・・？？？？　　　ええ～～～？？？

　そんな風に『農業』にいて考えたことはないですよねぇ(^_^;)
でもとにかく、皆さん！　日本で生産された野菜やお米などの農産物を食べてください！
日本の食料自給率食料自給率食料自給率食料自給率は悲しいことに、まだまだ４０％ですので。

日本の『農業』を支えるのは、もちろん生産者ですが、私たち消費者も重要なのです。
安いばっかりで商品を選ぶのではなく、質や生産者のことも考えてみてください。
私たち消費者が国産の商品を選ぶことこと、日本の『農業』の活性化につながると思うので
ぜひ協力してください。全ての食料を輸入に頼る日本では情けないじゃないですか・・・

国産のお米をいっぱい食べて、もりもり元気に稽古してください！

稽古といえば・・・暑さの厳しい時期になっちゃいましたね。
暑いぃーだるいぃー眠いぃー疲れたぁーなどなど・・・口癖になりません？笑
でも、夏休みだし、楽しむのが１番！なので、思いっきり楽しんでください。
もちろん稽古も楽しんでやるのが１番です！楽しくなきゃ、やってられないですもん！

ってことで短いですが、この辺で終わりにしたいと思います、すみません。
もし、もう一度回ってきたら、次はしっかり書こうと思います。
あ、きっと自分の分まで父が素晴らしい作品を提出してくれるはずです(^_^;)笑

じゃあ、次は私たちの代のエース★小林優人くんにお願いします。じゃあ、次は私たちの代のエース★小林優人くんにお願いします。じゃあ、次は私たちの代のエース★小林優人くんにお願いします。じゃあ、次は私たちの代のエース★小林優人くんにお願いします。

食料自給率食料自給率食料自給率食料自給率（しょくりょうじ
きゅうりつ）ってな～に？

自分たちの食べ物をどのくらい自分たち
で作っているかという割合のことだよ。
僕たちの食事には日本で作られたものよ
り外国産の食べ物のほうが多いってこと
かな？

もりもり食べて、
ビシッバシッ
楽しく剣道しよう！

カツどんのカツはアメリカ産の豚肉や
小麦でできていたり、
おすしのネタも外国の海でとれた魚やえび、
いくらが多いんだって。
和食なのに日本産じゃないんだね～？！



剣道教室も終わり、たくさんのお友達が入会してくれました。
教室修了生だけでなく、お友達の紹介で入会してくれた人などもいます。
みなさん、ようこそ駒剣へ♪　　みんな、早く仲良くなれるように、どんどん声をかけていこう！

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

石塚　さん石塚　さん石塚　さん石塚　さん

住田　くん住田　くん住田　くん住田　くん

本多　くん本多　くん本多　くん本多　くん

種田　くん種田　くん種田　くん種田　くん

山﨑　さん山﨑　さん山﨑　さん山﨑　さん

伊東　くん伊東　くん伊東　くん伊東　くん

齋藤　くん齋藤　くん齋藤　くん齋藤　くん

韮塚　くん韮塚　くん韮塚　くん韮塚　くん

気になること、わからないことなど、何でも気軽に近くの人にきいてくださいね！

小学生小学生小学生小学生　　　 ６年生　　　７人
　　　　　　　　 ５年生　  １０人
　　　　　　　　 ４年生　　１１人
　　　　　　　　 ３年生　　　４人
　　　　　　　　 ２年生　　　７人
　　　　　　　　 １年生　　　１人

　　　　　４０人　　　　　４０人　　　　　４０人　　　　　４０人（うち女子7名）

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、

２０１０．８．２現在

駒場剣友会は、指導部（師範の先生方）、錬成部（剣道をする小学生・成人）、後援部（小学生会員の保護者）から成り立っ
ており、それぞれが対等な立場で支えあい剣道を通して豊かな人間形成を目指しています。

※　新しい連絡網ができるまで、各自追記をよろしくお願いいたしますm(__)m※　新しい連絡網ができるまで、各自追記をよろしくお願いいたしますm(__)m※　新しい連絡網ができるまで、各自追記をよろしくお願いいたしますm(__)m※　新しい連絡網ができるまで、各自追記をよろしくお願いいたしますm(__)m

よろしくお願い
しま～す！



みんなで稽古を頑張って、暑さに負けない気力と体力を身につけよう！
気力と体力さえあれば、夏休みの宿題もラクラク～？！(^^)/

昇級審査会と大会があります。要チェック！

　

９月の予定９月の予定９月の予定９月の予定

  ３（火）～４（水）  ３（火）～４（水）  ３（火）～４（水）  ３（火）～４（水） 　埼玉県少年剣士リーダー研修会埼玉県少年剣士リーダー研修会埼玉県少年剣士リーダー研修会埼玉県少年剣士リーダー研修会 （駒剣代表で渡辺君と野口君が参加）
　５（木）　　通常どおり　5:00～7:00
 ７（土）～９（月）　　駒剣夏合宿　（新潟県越後湯沢　白熊旅館）７（土）～９（月）　　駒剣夏合宿　（新潟県越後湯沢　白熊旅館）７（土）～９（月）　　駒剣夏合宿　（新潟県越後湯沢　白熊旅館）７（土）～９（月）　　駒剣夏合宿　（新潟県越後湯沢　白熊旅館）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　猛暑が続いてます！水分補給、体調管理に気をつけて、みんなで楽しい合宿にしよう！
１２（木）　　通常どおり　5:00～7:00
１４（土）　　通常どおり　3:00～5:00　　（お盆なのでお休みしても欠席にはなりません）
１９（木）　　通常どおり　5:00～7:00
２１（土）　　3:00～5:00　　特別メニュー　第1弾２１（土）　　3:00～5:00　　特別メニュー　第1弾２１（土）　　3:00～5:00　　特別メニュー　第1弾２１（土）　　3:00～5:00　　特別メニュー　第1弾
　　　　　　「親子でやってみよう　竹刀点検法・稽古着のたたみ方など」　　　　　　「親子でやってみよう　竹刀点検法・稽古着のたたみ方など」　　　　　　「親子でやってみよう　竹刀点検法・稽古着のたたみ方など」　　　　　　「親子でやってみよう　竹刀点検法・稽古着のたたみ方など」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「剣道のことはよくわからなくて～」というお父さんお母さん、ぜひご参加くださいね！

２６（木）　　5:00～7:00　　特別メニュー　第2弾２６（木）　　5:00～7:00　　特別メニュー　第2弾２６（木）　　5:00～7:00　　特別メニュー　第2弾２６（木）　　5:00～7:00　　特別メニュー　第2弾
　　　　　　「お父さん・お母さんのための試合の記録教室」　　　　　　「お父さん・お母さんのための試合の記録教室」　　　　　　「お父さん・お母さんのための試合の記録教室」　　　　　　「お父さん・お母さんのための試合の記録教室」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子ども達の試合を見ながら記録のつけ方などを教えていただきます。こちらもぜひ、ご参加ください！
２８（土）　　1:00～3:00　２８（土）　　1:00～3:00　２８（土）　　1:00～3:00　２８（土）　　1:00～3:00　 さいたま市剣道連盟さいたま市剣道連盟さいたま市剣道連盟さいたま市剣道連盟　剣道1級講習会・級（２・３級）審査会　(対象者のみ）　剣道1級講習会・級（２・３級）審査会　(対象者のみ）　剣道1級講習会・級（２・３級）審査会　(対象者のみ）　剣道1級講習会・級（２・３級）審査会　(対象者のみ）
　　　　　　　　　駒場体育館剣道場にて
　　　　　　　こまけん稽古は通常どおり　3:00～5:00（月例試合）

　２（木）　　通常どおり　５：００～７：００
　　　　４（土）　　通常どおり　３：００～５：００
　９（木）　　通常どおり　５：００～７：００
１１（土）　　駒場剣友会　級審査会　３：００～５：００１１（土）　　駒場剣友会　級審査会　３：００～５：００１１（土）　　駒場剣友会　級審査会　３：００～５：００１１（土）　　駒場剣友会　級審査会　３：００～５：００
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（しっかりした着装で受審しましょう。夏の間に背が伸びて、はかまが短くなってるかも！）
１６（木）　　通常どおり　５：００～７：００
１８（土）　　通常どおり　３：００～５：００
２３（木･祝）　　市民体育大会剣道大会　　さいたま記念総合体育館２３（木･祝）　　市民体育大会剣道大会　　さいたま記念総合体育館２３（木･祝）　　市民体育大会剣道大会　　さいたま記念総合体育館２３（木･祝）　　市民体育大会剣道大会　　さいたま記念総合体育館
　　　　　　（３年生以上個人トーナメント戦）　　　　　　（３年生以上個人トーナメント戦）　　　　　　（３年生以上個人トーナメント戦）　　　　　　（３年生以上個人トーナメント戦）
　　　　　　　詳細はこれから配布されるお手紙をご覧ください。
２５（土）　　通常どおり　３：００～５：００
３０（木）　　通常どおり5:00～7:00

いよいよ新学期！

８月の予定８月の予定８月の予定８月の予定

※8月も土曜日の修道館はやって
いま～す。（７日だけお休み）



卒業生より近況報告卒業生より近況報告卒業生より近況報告卒業生より近況報告

今年の夏合宿には残念ながら参加できなかった先輩方から、
出欠はがきに近況報告をいただきましたので、ここでご紹介します。
先輩方、丁寧なお返事ありがとうございましたm(__)m

大野　先輩　（中学１年）大野　先輩　（中学１年）大野　先輩　（中学１年）大野　先輩　（中学１年）
　「部活は陸上部ですが、時間のあるときは修道館に行かせていただきますので
　　よろしくお願いいたします。」　・・・はい、こちらこそ稽古よろしくお願いしま～す(^^)/　陸上部、頑張ってください！

池田　先輩　（高校3年）池田　先輩　（高校3年）池田　先輩　（高校3年）池田　先輩　（高校3年）
　「2月の昇段審査で三段に合格しました。」・・・ご無沙汰しております～。ご昇段、おめでとうございます！

平島　先輩　（中学2年）平島　先輩　（中学2年）平島　先輩　（中学2年）平島　先輩　（中学2年）
　「現在、県大会に向けて頑張っています。駒剣の皆さんも、暑いですが頑張ってください。」
　　・・・会うたびに強くなっていますよね～。　また、お時間のあるときは稽古よろしくお願いします！

椙田　先輩　（中学２年）椙田　先輩　（中学２年）椙田　先輩　（中学２年）椙田　先輩　（中学２年）
　「皆さんが頑張っている姿を思い、本当に素晴らしいことだと感じます。光一郎も部活に勉強に
　　コツコツと頑張っています。（お母様より）」・・・お返事ありがとうございました。椙田先輩、がんばってくださいね！

細谷　先輩　（中学２年）細谷　先輩　（中学２年）細谷　先輩　（中学２年）細谷　先輩　（中学２年）
　「新人戦にむけて頑張っています。」・・・応援してます！新人戦、頑張ってください！

中桐　先輩　（高校3年）中桐　先輩　（高校3年）中桐　先輩　（高校3年）中桐　先輩　（高校3年）
　「受験勉強頑張っています。」・・・ご無沙汰しております！お返事ありがとうございました。大学受験頑張ってください！！

古谷　先輩　（大学1年生）古谷　先輩　（大学1年生）古谷　先輩　（大学1年生）古谷　先輩　（大学1年生）
　「大学ではロボコン（ロボットコンテスト）同好会で、全国大会出場に向け、製作のため、帰宅は毎日
　　深夜になってます。」・・・ロボット作っているなんてカッコいいですね～！コンテスト頑張ってください！

古谷　先輩　（中学３年）古谷　先輩　（中学３年）古谷　先輩　（中学３年）古谷　先輩　（中学３年）
　「県大会に向けて猛練習中です。」・・・県大会お疲れさまでした～。今度は受験ですね。希望校合格に向けて、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頑張ってください！

有賀　先輩　（中学1年）有賀　先輩　（中学1年）有賀　先輩　（中学1年）有賀　先輩　（中学1年）
　「学校の合宿と重なってしまい参加できず、すみません。」・・・こまけんと同じときに、有賀先輩も合宿頑張ってるんですね。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また、お時間のあるときは、ぜひ稽古にいらしてください。

小林　先輩　（中学１年）小林　先輩　（中学１年）小林　先輩　（中学１年）小林　先輩　（中学１年）
　「合宿にはいけませんが、がんばってください。ぼくは剣道部で頑張っています。」
　「あいにく、塾の合宿と重なって参加することができません。ご案内をありがとうございました。（お母様より）」
　・・・またお時間のあるときは駒場の道場にもいらしてくださいね。いつでもお待ちしていま～す(^^)/

本田　先輩　（中学1年）本田　先輩　（中学1年）本田　先輩　（中学1年）本田　先輩　（中学1年）
・・・イラストがとっても上手だったので
　　そのまま載せさせていただきました！
　　本田先輩も演劇部、頑張ってくださいね！

さて、今月はここからが本当の　星やん武芸帳です。先ほど姫クマちゃんを思うばかりに、
勝手にバトン持って走っていっちゃった星野さん！　再度登場で、よろしくお願いしま～す♪
（あ、それからバトンはちゃんと小林先輩に渡しておいてくださいね～(^^)/）

先輩方、ありがとう
ございました！！


