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２０１０年１０月１７日　東京都北区剣道大会　（滝野川体育館にて）
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今月今月今月今月のことばのことばのことばのことば おうちのおうちのおうちのおうちの人人人人とみんなでよんでくださいねとみんなでよんでくださいねとみんなでよんでくださいねとみんなでよんでくださいね。。。。

本荘先生本荘先生本荘先生本荘先生よりよりよりより

　久しぶりに全日本剣道選手権大会を日本武道館で観戦しました。その道中、秋が深まりゆくのと同時に、
冬の訪れ（厳密に言うともうすぐ寒稽古！）を感じました。また、試合に出場している選手は、さぞかし自分を
追い込んだ稽古をしているのだろうと想像しました。いつか、駒剣からもこの舞台に立つ選手が現れるのでは
と期待しています。

　さて、１０月も行事が目白押し、駒剣勢大活躍でした。
　１７日(日)に、今年から公式には初めて参加する『北区剣道大会』がありました。午前中に小学生の個人戦、
午後から大人の個人戦と団体戦が行われました。
　小学生は、夏合宿の結果をもとに、３,４年生は２名ずつ、５,６年生は３名ずつ出場しました。
　３年生では、９月のさいたま市の大会で敗れ、悔し涙に暮れた權田陽樹選手が優勝しました。初戦、調子が
出ず少してこずった感がありましたが、快勝でした。もう一人、真砂歩選手もいい試合をしました。今までは
気持ちと剣、そして体がうまく噛み合わないようなところがありましたが、この日はバランスよくまとまっていました。
もう一つ勝てば入賞でしたが、何かをつかんだのではと思います。
　４年生は、真砂智選手が優勝。この日は絶好調、向かうところ敵無しでした。とにかく面が鋭く、打てば一本、
優勝まで全試合、面の二本勝ちでした。また、三浦柊選手の第一試合の初太刀の面が素晴らしかったです。
ちょうどそのとき試合会場から離れたところで見ており、「あれ、今の本当にシュウ？」とわざわざ確かめに
行ってしまいました。会心の一本でした。
　５年生は、森渉選手が２位でした。実力的には優勝するものと決勝戦を見ていましたが、最後にするっと
勝ち運に逃げられた感じでした。気迫十分、会場全体の中で目立っていました。松本駿平選手もいい試合
をしました。負けた試合も判定で１対２。勝っていると見えたのですが残念。本荘日向選手はあっさりとやられ
ちゃいました。相手は優勝者、強かったですが、もう少しがんばれたのでは。次に期待します。
　６年生は、中牟田莉奈選手が３位に入賞しました。技に切れがありました。負けた相手は先日全国大会に
出場した選手でしたが、健闘していました。野口亮選手、渡辺周平選手の対戦相手も強かったです。
周平選手の相手は、背も大きく中学生かと思いました。二人とも精一杯戦っていました。
　大人も、尾島先生の３位入賞を筆頭にみなさん奮闘していました。何よりも楽しんでいるのが印象的でした。
今回は北区にも所属しておられる、山崎先生の御尽力で参加が叶いました。ありがとうございました。
「交剣知愛」来年もみんなで参加しましょう。

　２３日(土)には、県大会小学生の部が行われました。昨年の３人を上回る、５人(佐々木涼太選手、森渉選手、
本荘日向選手、本田青一郎選手、權田陽樹選手）が浦和支部の代表として出場しました。残念ながら浦和
全体としてあまり良い結果は残せませんでしたが、支部の代表として県大会に出た経験は大変大きいもの
です。来年も何人もが出場できるよう、予選となる６月の浦和剣道大会で上位を目指しましょう。

　２,３,４日に行われたさいたま市中学校新人戦では、今年も駒剣OB・OGが大活躍でした。男子団体戦では、
先鋒北嶋兄、次鋒木村啓人先輩、中堅松尾雅樹先輩、副将高橋慧先輩、大将田上征哉先輩という、
見たことある名前ばかりのオーダーの本太中が優勝しました。決勝の三室中とのスコアが４対０、圧勝でした。
女子では、稲森華乃子先輩の田島中が県大会出場です。
　個人戦はもっと凄いことになっていて、田上先輩が見事優勝。春の西先輩から男子個人二連覇です。
石田陸人先輩、千葉智佳先輩、平島結花先輩がベスト８、松尾先輩、加藤晃揮先輩、野口慶太先輩が
ベスト16、野村健人先輩、高橋先輩、木村先輩が３２で、こんなに大勢が県大会出場です。２年生は貫禄で
上位進出ですが、１年生もが県大会出場は価値のあることだと思います。基本の大切さを痛感しますね。
１１,１２日が県大会です。がんばってください。

　１６日(土)には、埼玉大学で浦和剣連主催の剣道指導者研修会が行われました。塩入宏行先生のチリでの
剣道指導の話など、興味深いものばかりでした。心に残ったことの一つに、子どもの防具は安価にしなければ
ならず、そのため面や小手の布団が薄く、打たれると痛いように作られているということ。指導者は、「打たれる
と痛いから剣道が嫌い」とならぬよう注意しなければいけません。駒剣にも低学年が多く入会しています。
気をつけて指導していきたいと思います。
　ありがたいことに小学生会員がぐっと増えました。そこで、土曜日の稽古において、できる範囲で二部制
（１～３時、３～５時）にし、きめ細かく指導していきます。今月は６日と２７日に実施します。御協力をお願い
いたします。

　今月23日（火･祝）には鳩ヶ谷市秋季剣道大会があります。本日選手を発表しましたが、全員で参加し、
試合、応援、合同稽古と盛り上がりましょう。
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１０月２日（土）　　木村先生・尾島先生

　　　・声が出ていてとてもよかった。

　　　･菅原先生から大会で頑張ったご褒美にいただいたクッキーが配られました。

　　　　よかったね！　先生、ありがとうございました。

１０月７日(木）　　　木村先生・石井先生

　　　･試合もあるので、基本を忠実にしながらも得意技を磨く。

　　　･修学旅行等で６年生が二人でしたが、しっかり声を出していました。

　　　･体験の方が２人いらっしゃいました。

１０月９日(土）　　体育館の都合で稽古お休み

１０月１４日(木)　　古澤先生・大本先生（初心者指導）・本荘先生

　　　･附属小４年　後藤光雲（みう）さん、１年慈貴（よしき）くん　姉弟が入会しました。

　　　･新井パパさん、審査前の稽古に熱が入っていました。頑張ってください！

　　　･６時を回っても遅れて稽古に来る小学生が何人もいて、お休みしないでエライなあと思いました。

　　　･黙想～の時に外から虫の声が響いて入ってきます。よい季節になりました♪

１０月１６日(土）　　木村先生

　　　･木崎中の石田先輩と野口先輩が試合結果の報告に来てくれました。県大会出場とのこと。

　　　･中学１年生の真砂裕先輩、吉田先輩、太田先輩が稽古に来てくださいました。試験中の忙しい中

　　　　ありがとうございます。

　　　･木村先生が最初におっしゃったとおり、たくさん稽古した日でした。明日試合の方、頑張ってください！

１０月２１日(木)　　尾島先生・古澤先生

　　　･１０分間のかかり稽古、活気があり、みんながんばっていました。

　　　･稽古で汗をかくので、外に出ると体が冷えます。風邪を引かないように気をつけてください。

１０月２３日（土）　　本荘先生

　　　･県大会が午前中ありました。選手のみなさん、お疲れさまでした。

　　　･中学１年生の太田先輩が来てくださいました。

　　　･稽古のしやすい気持ちの良い気候の中、気合の入った良い稽古でした。

１０月２８日(木）　　尾島先生・近藤先生（初心者指導）

　　　･急な寒さの中、しっかり声を出してみんながんばっていました。

１０月３０日(土）　　本荘先生・木村先生

　　　･台風が近づく中、たくさんの方が集まりました。１１月２３日の試合の選手選考もあり、緊張感が

　　　　ありました。

　　　・かかり稽古の時に、声が出ていないと指摘がありました。

　　　･木崎小５年生の方が見学にみえました。

１０１０１０１０月月月月のおのおのおのお当番当番当番当番さんさんさんさんノートノートノートノートのののの感想感想感想感想よりよりよりより

お当番さんありがとうございましたm(__)m
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今年から正式に駒場剣友会として参加した東京都の大会です。（北区滝野川体育館にて）
小学生と成人が仲良く互いに応援し合い、健闘しました。

出場選手
小学生個人戦　　 　３年　權田陽樹　　真砂歩
　　　　　　　　　　　　 ４年　三浦柊　　真砂智
　　　　　　　　　　　　 ５年　森渉　　　　松本駿平　　本荘日向
　　　　　　　　　　　　 ６年　中牟田莉奈　　野口亮　　渡辺周平
一般男子　個人戦　　近藤英隆　　渡辺良平
一般女子　個人戦　　近藤千恵子　　古澤久枝　　尾島寿子
一般団体戦　　　　　　中牟田英明　　須山勉　　本荘真

小学生個人戦小学生個人戦小学生個人戦小学生個人戦

權田權田權田權田　　　　陽樹陽樹陽樹陽樹くんくんくんくん
　　　　　　　　　　　　　　　　　瀬下（田端剣）　　・・・ほぼ同格の相手で迫力のある試合でした。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　立ち上がりから元気いっぱいで感心しました。

　　　　　　　　　　　 　西田（中庸剣）　　・・・圧勝！　二振りでした。

　　　　　　　　　　　 　多田（下鎌田）　　・・・初太刀で胴を取りました。戦略的！

　　　　　　　　　　　 　古川（鳩ヶ谷）　　・・・ナイス面抜き面。２本目も思い切った面が出ました。

　　　　　　　　　　　 　塚田（新郷剣）　　・・・あれよ、あれよという間に決勝！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無傷の５連勝！優勝おめでとう！！ 　　　　　　　　優優優優　　　　勝勝勝勝

おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう！！！！

メ

ド

メ メ

メ メ

メ メ

真砂真砂真砂真砂　　　　歩歩歩歩くんくんくんくん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　八木（石川幼）　　・・・相手の振り返ったところ、面技が決まった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　抜き胴のタイミングは良かったが、決まらず残念。

　　　　　　　　　　　 　木賊（城北剣）　　・・・前回よりも声も出ていて落ち着いてみえた。相手が引いたときの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　間合いの取り方で一本とれる打ちがあった。

　　　　　　　　　　　 　岡（萠徳館）　　　・・・試合に慣れている相手でした。開始早々、面を取られてしまった。

　

メ

メ メ

メ

三浦三浦三浦三浦　　　　柊柊柊柊くんくんくんくん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　二宮（谷塚剣）　　・・・出ばなの面がよかった。相手をよく見ていた。
　
　　　　　　　　　　　 　千野（文化少）　　・・・面は良かったが、相手に胴を読まれていた。

　

メ メ

メ ドド
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森森森森　　　　渉渉渉渉くんくんくんくん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮園（王警少）　　・・・落ち着いて間合いをとり、しっかり打ち切っていた。お手本のような
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きれいな面だった。

　　　　　　　　　　　 　小林（蕨南剣）　　・・・相手が初太刀小手で来るのをよく読んでいた。技が多彩である。

　　　　　　　　　　　 　高松（清浄院）　　・・・小手面などの連続技もよく出ていた。切れの良い小手だった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　決勝進出です。

　　　　　　　　　　　 　中村（安行剣） 　・・・延長で惜しくも１本取られたが、コート一番の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　気迫で大健闘！小柄ながら巧者の相手との
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　勝敗は紙一重だった。準優勝おめでとう！！

コ

メ メ

メ 反

コ

　　　　３３３３位入賞位入賞位入賞位入賞
おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう！！！！

　　　　　　　　優優優優　　　　勝勝勝勝
おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう！！！！

　 　 　 　 準優勝準優勝準優勝準優勝
おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう！！！！

本荘本荘本荘本荘　　　　日向日向日向日向くんくんくんくん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　森木（新郷剣）　　・・・開始早々小手を狙うが抜かれて面をもらう。その後、よく攻めて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いたが、面を決められた。もう少し粘り強く攻めてほしかった。

メ メ

真砂真砂真砂真砂　　　　智智智智くんくんくんくん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　中村（石川幼）　　・・・着装、精神的に準備万端でとても落ち着いて試合に臨みました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開始したら秒殺。きれいな面が２本入りました。

　　　　　　　　　　　 　永田（下鎌田）　　・・・第１試合と同じくきれいな面２本の秒殺でした。素晴らしいです。

　　　　　　　　　　　 　清水（滝警少）　　・・・今回も「始め！」と共にきれいな面が決まり、あっという間の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　準決勝進出です。

　　　　　　　　　　　 　沼野井（蕨南剣） ・・・ずっと攻めてました。相手が倒れたところもひるまず打ってました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次は決勝！！

　　　　　　　　　　　 　荒井（谷塚剣）　　・・・終始落ち着いていて安心してみていました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　気迫もありました。優勝おめでとう！！

メ メ

メ メ

メ メ

メ メ

メ メ

松本松本松本松本　　　　駿平駿平駿平駿平くんくんくんくん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　松古（王警少）　　・・・落ち着いた試合運び。１本目は相手がひくところを追い面。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２本目は抜き面。見事な勝利でした。
　
　　　　　　　　　　　 　石川（清浄院）　　・・・全く互角の勝負。出小手もあと少しというところだった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　少し相手のペースにのってしまったか。非常に惜しい試合だった。

　

メ メ

判(延長）

野口野口野口野口　　　　亮亮亮亮くんくんくんくん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤（豊島剣）　　・・・技を決めることができず、終盤出小手を取られてしまう。
　

コ

中牟田中牟田中牟田中牟田　　　　莉奈莉奈莉奈莉奈さんさんさんさん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　坂本（豊島剣）　　・・・しっかり２本勝ち！　調子いいぞ。
　
　　　　　　　　　　　 　小山（安行剣）　　・・・堂々と戦っていました。強い！

　　　　　　　　　　　 　蓮沼（新郷剣）　　・・・よく声が出て動けていました。相手が強かった。残念。

　

メ メ

メ メ

メ メ
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近藤近藤近藤近藤　　　　千恵子千恵子千恵子千恵子さんさんさんさん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　鷹野（蕨南剣）
　
　　　　　　　　　　　 　関根（滝少剣）　・・・強い相手だったが、互格の勝負をしていた。初太刀から気合が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十分だった。引き面を取られ残念。

不戦勝

メ メ

一般個人戦一般個人戦一般個人戦一般個人戦

　　　　　　　　　　　　　　　　３３３３位入賞位入賞位入賞位入賞
おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます！！！！

渡辺渡辺渡辺渡辺　　　　周平周平周平周平くんくんくんくん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　白川（谷塚剣）　　・・・初太刀で打たれた面。すごかったね。いつか自分もあんな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　面が打てるようになろう！（ｂｙ　父）
　

メ メ

渡辺渡辺渡辺渡辺　　　　良平良平良平良平さんさんさんさん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　平野（掘青剣）　　・・・相手の打ちに動じず、しっかり体勢を整えて打っていた。胴が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　惜しい。いつもの胴であれば・・・。

メ コ

近藤近藤近藤近藤　　　　英隆英隆英隆英隆さんさんさんさん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　金子（安行剣）　　・・・声も背も大きい近藤先生。迫力満点です。小手の取り合い。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最後はきれいな打突が素人にもわかりました。
　
　　　　　　　　　　　 　等々力（東大丁）　・・・互いに決めてなく延長へ。最後は一瞬の小手でした。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 見えなかった・・・。面を取ってから、相手の選手が近藤先生の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ところへ挨拶に。お互いに讃え合っている姿が印象的でした。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 子どもたちも見習ってほしいです。

(延長） コ

ココ コ

古澤古澤古澤古澤　　　　久枝久枝久枝久枝さんさんさんさん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　木村（鳩ヶ谷南）　　・・・姿勢が安定していて堂々たる剣道である。初太刀から小手で
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取り、冴えていた。
　
　　　　　　　　　　　 　福住（城北剣）　　　・・・お互いに中心の取り合いが厳しくいい勝負だった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  延長まで行き、惜しい。小手、面、逆胴と技が多彩。

メ

ココ

（延長）

尾島尾島尾島尾島　　　　寿子先生寿子先生寿子先生寿子先生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　庄司（喜沢剣）　　・・・上背の差、タイミングの違いでやりにくそうな相手に美しい剣道を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　していた。１本決まりそうな面があった。
　
　　　　　　　　　　　 　松村（春風会）　　・・・多彩な技が出ている。普段の稽古で教えられている技が色々
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 見られ、勉強になった。

　　　　　　　　　　　 　大久保（東田端）　・・・初太刀から気合十分で惜しい打ちがたくさんあり、相手を圧倒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 していたが、延長での１本が惜しかった。
　

コ

判(延長）

判(延長）

（延長）
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一般団体戦一般団体戦一般団体戦一般団体戦

チーム名 先鋒 中堅 大将 勝者数
取得
本数

勝敗

駒剣 中牟田 須山 本荘

決技 2 3 ○

決技 0 0 △

王子神剣会A 大平 藤村 猪野

コメント

終始圧倒してい
た。完全に勝て
る試合だったと
思う。

早く勢いのある
面だった。見事
としか言いようが
ない。

相手の面を見
切ってからの面。
勉強になります。

メ メ メ

【【【【１１１１回戦回戦回戦回戦】】】】

【【【【２２２２回戦回戦回戦回戦】】】】

チーム名 先鋒 中堅 大将 勝者数
取得
本数

勝敗

駒剣 中牟田 須山 本荘

決技 1 2 △

決技 2 4 ○

東京成徳
大学高校B

野口 菅谷 中野

コメント

面が入ったと
思ったが惜し
かった。内容は
負けていなかっ
たと思う。

冴えた小手だっ
た。面は相変わ
らず速い。相手
チームも「中に入
るな」と助言して
いた。

相手を翻弄してい
たが、残念だっ
た。相手を動かし
ての面がとても惜
しかったと思う。

コ ド

メ　　コ

メ ド
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出場選手出場選手出場選手出場選手のののの感想感想感想感想

３３３３年年年年　　　　權田陽樹權田陽樹權田陽樹權田陽樹くんくんくんくん

　　「優勝できてうれしかったです。けっしょうせんより１回戦がくろうしました。」

３３３３年年年年　　　　真砂真砂真砂真砂　　　　歩歩歩歩くんくんくんくん

　　「あといっぽで３いだったのに、まけてしまいました。でもまえの大会よりはいいしあいが
　　できたと思いました。これからもがんばります。」

４４４４年年年年　　　　真砂真砂真砂真砂　　　　智智智智くんくんくんくん

　　「今日のよかったことは、きれいなめんが打てたことです。だめだったことは、左足がちょっと出て
　　　しまったことです。」

４４４４年年年年　　　　三浦三浦三浦三浦　　　　柊柊柊柊くんくんくんくん

　　「最初、見た目はみんな弱そうで、（おぉ！ゆうしょうできるんじゃない！？）とちょうしにのってて
　　　１回戦目、かったら（うは！これはいける！）と本当にウキウキしました。
　　　だけど、２回戦目でまけてしまいました。とちゅう、１本とったとき心の中で（いよっしゃあぁぁ！）と
　　　ちょうしにのってたら、どうを２本とられてしまい、まけました。
　　　そのあと、さとる君がゆうしょうしたのをみて、だんだん、（あそこの小手をとってたら・・・ゆうしょう
　　　・・・だったのに・・・）とくやしくなりました。おめでとう。
　　　それで、今見ていたら、とんでもないおとがして、なんだ？と思ったら、だれかがどうをうって、
　　　バチコーンというおとがひびきました。あそこまで大きいおとになるんだと思いました。」

５５５５年年年年　　　　森森森森　　　　渉渉渉渉くんくんくんくん

　　「決勝でまけてくやしかった。」

５５５５年年年年　　　　松本松本松本松本　　　　駿平駿平駿平駿平くんくんくんくん

　　「ぼくは２回戦目でまけてしまいました。その相手に小手や面をうったけれど、はずれてしまい
　　　それが何回もつづいて、はんていで負けてしまいました。　なので、これからのけいこでは、
　　　こて、めん、どうをしっかりうって、上手になれるようにがんばりたいです。」

５５５５年年年年　　　　本荘本荘本荘本荘　　　　日向日向日向日向くんくんくんくん

　　「１回戦で負けたので、次がんばります。」

６６６６年年年年　　　　野口野口野口野口　　　　亮亮亮亮くんくんくんくん
　
　　「強い相手だった。２本負けしなかったことがよかった。森くんがすごかった。」

６６６６年年年年　　　　中牟田中牟田中牟田中牟田　　　　莉奈莉奈莉奈莉奈さんさんさんさん

　　「今回は北区の大会ということで、やったことのない人と試合をしました。さいたま市の大会よりも
　　　レベルが高く、きんちょうしていました。一人目、二人目と勝ち、三人目蓮沼さんと当たりました。
　　　とても強くて、２本負けしてしまいました。でも、自分も頑張ったので良かったのかなと思っています。
　　　次回は、今回のことを活かしていきたいです。応援をしてくれた保護者のみなさんや、係をしてくれた
　　　みなさん、ありがとうございました。」

６６６６年年年年　　　　渡辺渡辺渡辺渡辺　　　　周平周平周平周平くんくんくんくん

　　「１回戦目ででかい人とやって負けたけど、他の人が勝っててすごいと思った。」
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成人成人成人成人　　　　渡辺渡辺渡辺渡辺　　　　良平良平良平良平さんさんさんさん

　　「久しぶりの個人戦でしかも40歳代と言う事で、楽しみにしてました。結果的には１回戦負け
　　　でしたが、先の掛け合い、打突の機会の探り合い、駆け引きしながらの戦いが出来たように
　　　思います。まだまだ未熟で余り偉そうな事も言えない実力ではありますが、剣道の醍醐味を
　　　味わえたような一戦を経験できました。
　　　　得意の抜き胴を何時繰り出すか？？？と機会を伺って、『ここだっ！』と思った時には、
　　　先に面を決められてしまいました。２本負けしましたが、不思議に悔しい思いよりも、一枚も
　　　二枚も上手の相手に対して『参りました、出直してきます。』と脱帽、謙虚な気持ちの方が
　　　大きかったです。機会があれば是非また参戦したいです、そして同じ相手ともう一度対戦
　　　してみたいです。」

成人成人成人成人　　　　近藤近藤近藤近藤　　　　英隆英隆英隆英隆さんさんさんさん

　　「昨年は昇段審査前の前哨戦という気持ちで参戦し、準優勝という結果に自信が持て、
　　　昇段審査も臆することなく結果を出せました。
　　　　今年はリベンジの気持ちが強く出過ぎてしまい、練習不足からの焦りも出てしまいました。
　　　結果、二回戦負け。我々成人部には剣道の引退が無いので、健康であるかぎり毎年この
　　　大会に照準を当てて、日々の稽古を積み重ねていき結果を出していきます。
　　　　良かったのは、車で来てたので大会終了後は応援に来た娘と試合に出た妻と帰りに足を
　　　のばし、見沼天然温泉の小春日和で一風呂浴びて夕飯食べて日帰り旅行気分で一日が
　　　無事終われたことでした。」

成人成人成人成人　　　　古澤古澤古澤古澤　　　　久枝久枝久枝久枝さんさんさんさん

　　「今回、二回戦の相手が過去に対戦して二本負けした人だったので、また偶然にも
　　　試合が出来て良かったです。試合内容は反省点ばかりです。日々の稽古で直したいと
　　　思います。三年生の真砂君と權田君が、試合の合間に互いに励ましあっていて、
　　　見ていてほほえましく感じました。(^^)　皆さん応援有難うございました。m(_ _)m」

成人成人成人成人　　　　近藤近藤近藤近藤　　　　千恵子千恵子千恵子千恵子さんさんさんさん

　　「反省は、前に出る技ばかりを意識しすぎて、鍔ぜり合いでのかけ引きで引き面を取られて
　　　しまった事です。負けてしまいましたが、久しぶりの試合、参加してとても楽しかったです。
　　　出なければ、試合は勝てるようにはならないので、また機会があったら、参加したいと思います。」

成人成人成人成人　　　　尾島尾島尾島尾島　　　　寿子先生寿子先生寿子先生寿子先生

　　「１０月１７日、東京都北区の滝野川体育館にて大会がありました。
　　　　昨年度が初回、今年度は２回目の参加でした。子供の個人戦、大人の個人戦と団体戦と
　　　内容は豊富で、駒剣士達の活躍と成長振りが観戦出来ました。週２回の稽古、修道館や
　　　出稽古の成果でしょうか、気力と技に優れた試合が多く見れました。

　　　　同日に初二三段の審査会が行われていて、新井ご主人の応援に行けず気になっていま
　　　したが、「見事二段合格」の報告を頂き大変うれしく思います。お仕事柄、週１回木曜日のみ
　　　のお稽古での昇段はご苦労も多かったと思われます。おめでとうございます。

　　　北区の大会では山崎先生が審判をしてくださりありがとうございました。記録を担当して
　　　頂いた保護者の皆さん、応援の方々に感謝いたします。
　　　　子供たちの試合が終わった後、会場の隅で指導者が子供を集めて激しく叱っている他の
　　　団体を目にしました。「駒剣っていいな。」…と思わず心で呟く私が居ました。駒剣は勝っても
　　　負けても叱られる事はありません。皆が努力をして稽古をしてきています。勝てば次の勝ちを
　　　目指し、負ければ今日の内容を肥しに稽古すれば良いことです。

　　　「駒剣の観戦の素晴らしさは、天下一品！」…選手が良い打ちをすれば観覧席から、
　　　会場の応援者から大きな拍手がおこります。それは選手に届く最高のエールです。
　　　選手にその気持ちが伝わり戦いに勇気を与えてくれます。
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　　　　「駒剣ってあたたかい。」…小中学生の部が終了後、表彰を終えその後に高校、大人の部が
　　　行われました。私事で恐縮ですが、運良くご褒美の賞状が頂ける事になり表彰式を着替えずに
　　　待つ事になりました。閉会式が終える頃には辺りは薄暗くなってしまい、帰りは私一人だなと思い
　　　石井先生にお願いをして待って頂いていました。しかし表彰の時、後方の観覧席から大きな拍手が
　　　聞こえてきたのです。閉会式を終えて後ろを振り返ると、本荘先生をはじめ多くの方が残っていて
　　　くれていました。それは涙が出るくらいに嬉しいことでした。これが駒剣なんだな、本当にあたたかい！
　　　こんなに思いやりのある剣友会に居る自分は最高に幸せと感じた瞬間でした。
　　　真砂お父さん、ビデオ撮りありがとうございました。
　　　　うん十年振りの公式戦の参加、勝てば嬉しい負ければ悔しい、子供と気持ちは一緒ですね。
　　　満足した勝ち方負け方は出来ませんでしたが、試合は楽しいものでです。今までの稽古の評価
　　　される場であり、相手の選手とは一期一会の縁であったりします。同じ道場の仲間と共に戦える
　　　場です。また子供たちと共に精進、精進！

　　　　以後、鳩ヶ谷の大会・県大会・一級審査・ｸﾘｽﾏｽ会・寒稽古・鳳翔剣大会と目指すところは
　　　それぞれですが、本年度の目標達成を心掛けていきましょう。

成人成人成人成人　　　　中牟田中牟田中牟田中牟田　　　　英明英明英明英明さんさんさんさん

　　「今日の団体戦は後ろに須山さん、本荘先生が控えており、非常に力強い気持ちで試合に臨む
　　　ことができました。
　　　初戦は気持ちが空回りし、内容としては納得できませんが、先鋒として最低限の仕事（引分け）で
　　　後ろに託すことができました。２戦目は相手が動きがシャープな現役の高校生でしたが、
　　　内容的には決して負けずに戦えたと思います。しかし結果は１本負けで後ろにプレッシャーを
　　　残してしまい、非常に申し訳なく思いました。
　　　今回は反省点が多々ありますので、これを修正すべく、基本打ちを繰り返したいと思います。」

成人成人成人成人　　　　須山須山須山須山　　　　勉勉勉勉さんさんさんさん

　　「今回の試合前は
　　　①自分では「とらえた！」と思った打ちでも審判の旗が上がらない時が少なくない
　　　②９月に出場した全日本予選の初戦で、鍔ぜり合いのたびに自分から分かれてしまい、
　　　　結果ズルズルと下がった――という反省から、特に「打突力」と「分かれ」に注意して稽古を
　　　　しました。この点は本番もまあまあだったと思ったのですが、別の欠点がポロポロ出てしまいました。

　　　初戦のお相手は３０代の方でしたが、早い時間帯にメンを決めることができました。しかし
　　これで「無理して二本目を取りに行かず、このまま大将（本荘先生）に回せばいいのではないか」
　　と余計なことを考えてしまった。二本目の開始後、しばらく防戦一方となりました。一本取られても
　　おかしくない打ちも浴びたと思います。受けに回ると弱いことは自分が一番分かっているはずですが
　　……終盤、思い出したように飛び込んだメンが決まり、ホッとしました。

　　　二戦目のお相手は強豪高校の選手。一回戦で相手をスピードで圧倒する姿を見ていたので、
　　あせったのかもしれません。序盤、メンに飛び込んだところをドウに抜かれました。攻めが利いていない
　　のに打って出てしまう、わたしの悪い癖です。
　　　なんとか飛び込みメンとコテを決めて勝つことはできましたが、取られなくてもいい一本を取られた
　　ことで、本荘先生に要らぬプレッシャーをかけてしまいました。

　　　ただ、お相手の最後には感心しました。きちんと蹲踞したまま竹刀を納め、右手を膝に添えてから
　　立ち上がり、礼をしていました。剣道形と同様の正しい所作ですが、全日本クラスの大会でさえ、
　　試合で負けるとおろそかにする剣士が少なくない。さすが鍛えられているなあ、と感じ入りました。

　　　団体戦にエントリーするのは学生時代以来、ほぼ２５年ぶりでしたが、個人戦とは違った緊張感、
　　充実感を味わうことができました。このような機会を与えて頂き、駒剣のみなさん、特に一緒にチームを
　　組んで頂いた中牟田先生、本荘先生に感謝申し上げます。出場のお誘いを頂いた時は全日本予選の
　　直後で、躊躇する気持ちがありました。そんな自分が「やらないと！」と奮い立ったのは、実力十分な
　　お二人が出るとお聞きしたからです。

　　　この１０月で４４歳になりましたが、再び「駒剣」のゼッケンをつけて試合に臨む機会があれば、その時は
　　もう少しまともな試合ができるよう、精進していきたいと思っています。」
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一般一般一般一般（（（（審判審判審判審判）　）　）　）　山崎山崎山崎山崎　　　　利男利男利男利男さんさんさんさん

　　「北区剣道大会参加・関係者の皆さん、お疲れさまでした。
　　　　３年　權田陽樹　優勝　　　　４年　真砂　智　　優勝
　　　　５年　森　　渉　　準優勝　　 ６年　中牟田莉奈　３位
　　　　一般　尾島先生　　３位
　　　入賞者が多く出ましたね。凄い！！凄い！！
　　　　今年から、今大会に参加することを本荘先生・尾島先生はじめ皆さんにご理解
　　　いただき、駒場剣友会として参加できました。やったー。（構想１年、準備期間１年。）
　　　　来年は参加枠を広げてもらい、個人戦でOB・OG参加と団体戦にもOB・OGチーム、
　　　おじさんチームの２チーム参加できれば良いなと考えています。
　　　　強く、速く、正しい稽古を積み重ねようね！！」

成人成人成人成人　　　　本荘本荘本荘本荘　　　　真真真真　　　　先生先生先生先生

　　　　　　　　　　　　「久しぶりの試合でした。ここ７、８年は仕事がバタバタしていたり、審査にトライしていたこともあって
　　試合には出場していませんでした。試合をしないと決めたわけではありません。最近の浦和の大会などでも
　　「出る人がいなかったら出ますよ。｣と言ってはいましたが、試合好きの多い駒剣では出番がありませんでした。
　　今回も同じように言っていたら、いつのまにかメンバーに入っていました(^_^;)　山崎さんの御配慮に感謝します。
　
　　　さて、試合の方は、やはり試合勘というか、短い時間の中で勝負する感覚が鈍っていたことを痛感しました。
　　また、団体戦の大将でしたので、いやでも前のポイントを意識した戦いをせねばなりませんでした。
　　　１試合目は、２本負けしなければ勝ちだったため、時間を使いながら相手が無理したところを拾うような、
　　相手に対してやや失礼な試合になりました。２試合目は、１勝１敗本数も同数、じっくり勝負できたのに
　　自分の得意でない所で出てしまい１本取られ、そこで勝負ありでした。その後焦って取り返しにいった所を
　　きれいに胴を抜かれました。あとで思えば、大将戦で無理をせず、代表戦にして元気な須山さん、中牟田さん
　　にお願いすれば良かったと反省。「もうちょっと試合したかったなぁ」というのが実感でした。相手は大学生か
　　社会人か、とにかく若く試合巧者でした。客観的に見れば負けるべくして負けたのかもしれません。しく、
　　でも試合後は非常に悔しく、それ相応の稽古もしていないのにまだこんな気持ちがあったんだと、自分で
　　驚いちゃいました。
　　　多くの子どもたち、保護者の方の応援をいただきながら、たいした試合ができず、お恥ずかしいかぎりです。
　　これにめげず精進いたします。ということで、早速、来月行われる試合（関東学連対抗戦　埼玉大学のＯＢ
　　チーム）のオファーを、懲りずに受けてしまいました。皆さん、稽古のお相手よろしくお願いします。　m(__)m　」

尾島先生

近藤千恵子さん 古澤さん

左　中牟田さん

右　近藤英隆さん

右　本荘先生

右　須山さん

右　良平さん
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　　　　　　　　佐佐佐佐々々々々木木木木　　　　涼太涼太涼太涼太くんくんくんくん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大崎　洋来（蕨）

　　　　　　　　本荘本荘本荘本荘　　　　日向日向日向日向くんくんくんくん 美谷島　隆也（大宮）

１回戦はシード

　　　　　　　　先鋒先鋒先鋒先鋒　　　　　　　　權田權田權田權田　　　　陽樹陽樹陽樹陽樹くんくんくんくん 大瀬良　和馬（杉戸）

　　　　　　　　先鋒先鋒先鋒先鋒　　　　　　　　權田權田權田權田　　　　陽樹陽樹陽樹陽樹くんくんくんくん 清水　翔太（川口B）

　　　　　　　　次鋒次鋒次鋒次鋒　　　　　　　　本田本田本田本田　　　　青一郎青一郎青一郎青一郎くんくんくんくん 小川　柊輔（戸田）

　　　　　　　　副将副将副将副将　　　　　　　　森森森森　　　　渉渉渉渉くんくんくんくん 渡辺　巧海（戸田）

　10月23日（土）上尾の県立武道館で埼玉県剣道大会小学生の部が開催され、駒剣からは
個人戦に6年生の佐々木くん、５年生の本荘くん、団体戦Aチームに先鋒として３年生の權田くん
Bチームに次鋒として４年生の本田くん、副将として５年生の森くんが参加。
県内各地から集まったレベルの高い選手たちを相手にがんばりました。

６６６６年生個人戦年生個人戦年生個人戦年生個人戦

５５５５年生個人戦年生個人戦年生個人戦年生個人戦

団体戦団体戦団体戦団体戦　　　　浦和浦和浦和浦和AAAA　　　　２２２２回戦回戦回戦回戦

ココ

メ 反

選手の皆さん、お疲れさまでした。先生方、役員さん、応援の方々ありがとうございましたm(__)m

メメ

･･･気合の入った良い試合でした。相手はとても速い動きの選手でした。
　　緊張もしていたかな？（ちなみに相手はベスト８になりました。）

･･･小柄ですばしっこい相手でした。気迫では負けてませんでした。残念。

･･･動きは悪くなかったが、面を打ち損ねて頭を下げたところに面を打たれた。気合が入りすぎて
　　場外２回で１本。だいぶ勉強させてもらったかな？

団体戦団体戦団体戦団体戦　　　　浦和浦和浦和浦和AAAA　　　　３３３３回戦回戦回戦回戦

メメ 引分け

･･･動きはよくなってきた。１本取られてからも落ち着いて攻めていた。惜しい胴もありました。
　　よく頑張りました。

団体戦団体戦団体戦団体戦　　　　浦和浦和浦和浦和BBBB　　　　１１１１回戦回戦回戦回戦

引分け

･･･お互い、一歩もゆずらず、引分け。頑張って次につなぎました。

メ

･･･打ち数が、少し相手のほうが多く、面を取られてしまいました。緊張感のある試合でした。
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　　さて、指名リレーのバトンは・・・ついに我が家に･･･ドキドキ
１０月号の西（兄）先輩からバトンを受けたのは本荘勇志（長男）先輩です。
現在、防具はほとんど仕舞いっぱなし状態・・・（たまに、干しておかないとキケンかも・・・？）ですが、
今回はどんなお話をしてくれるのでしょうか・・・不安だぁ～(*_*;・・・
それでは本荘先輩、よろしくお願いいたしま～す！

どうもどうもどうもどうも、　、　、　、　バトンを渡された本荘本荘本荘本荘（（（（長男長男長男長男））））勇志勇志勇志勇志（（（（ゆうしゆうしゆうしゆうし））））です。

　今の小学生や父兄の方々は知らないかもしれませんが、現在、大学１年生で、
バトンを渡してくれた西くんとは、駒場剣友会と市立浦和高校で共に剣道をしてきた同級生です。
　残念ながら、今はもうほとんど剣道をやっていませんが、趣味でフットサルをやっています。
せっかくなので、フットサルのことについて書かせていただきます。

　フットサルとは、サッカーを小さくしたようなもので、
５人対５人で試合が行われます。
ルールも大体はサッカーと似ていますが、ゴールやボール、
コートなどはサッカーのそれよりずっと小さいです。

　私がフットサルを始めたのは高校生のときでした。それまで趣味という趣味がなかった私は
何か始めてみようと思い、昔からサッカーがとても好きだったので、（かと言って、そこからいきなり
高校のサッカー部に入るわけにもいかず）さいたま市内で社会人が中心に活動していたとある
チームをインターネットで見つけて、連絡を取り、入会させてもらいました。

　小学４年生まではサッカー団に所属していたものの、フットサルはほとんど初心者の自分は、
最初、他のメンバーのプレイに全然ついていけず、また人見知りの性格から１年半くらいは
メンバーとまともに会話もしたことがありませんでした。（笑）

　それでも、フットサルをするのがとても楽しく、毎週通ってプレイしました。
２年ぐらい経つと、自分が上手くなっていくのがわかり、自分のプレイに自信を
持てるようになりました。それと同時に、他のメンバーとの会話も増え、チームが
とても居心地よく感じられるようになりました。
　

ウチでは短く「サル」と呼んでいます。
「母さん、今夜「サル」だから！」　「はいはい、サルね」
って感じです・・・

今どき、テレビでも時々やってるし、
それくらい、みんな知ってると思いますよ～(^_^;

やっぱり、好きなことをするときのパワーって凄いですよね
そういえば、一人でどんどん動いてました。

へえ～、そうだったんだ～
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　今もフットサルは毎週続けていて、もう４年半くらいになります。
週に一度の楽しみなので金曜日には「雨が降らないでほしい！」
と願っています（笑）

　

　皆さんは、何か趣味を持っていますか？
読書やゲームやカラオケなど、なんでもいいから一つ趣味があるととても良いと思います。
趣味がないなぁという人は、ぜひ何か好きなことを見つけてみてください。
私みたいに、新しく何かに挑戦してみるっていう手もあると思います。

もちろん、剣道が好きな人は、剣道に熱心に取り組むのが一番ですね！

駒場剣友会の活躍ぶりは、家族を通してよく聞いています。
これからも素晴らしい先生方のもとで頑張ってください。

次次次次はははは、、、、同同同同じじじじ代代代代のののの野口君野口君野口君野口君ににににバトンバトンバトンバトンをおをおをおをお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます！！！！

むむ、うまい具合に剣道に結び付けてきましたね。
しかし、これは同感です！
菅原先生がおっしゃる「強気の気持ち」ですよね。

　話は変わりますが、昔、剣道で一時期全然勝てないときがありました。
何で勝てなくなったのだろうと考えて、私は剣道の基本である「面」をものすごく練習しました。
それまで、小手に頼ってきた感があったのですが、練習の甲斐あってか、試合で
面が決まるようになってからは、自分の剣道に少し自信が持てるようになったのです。

フットサルをやっていくうちにそんなことを思い出して、どのスポーツ、競技においても、
自分自分自分自分ののののプレイプレイプレイプレイにににに自信自信自信自信をををを持持持持つというのはつというのはつというのはつというのは、、、、とてもとてもとてもとても大切大切大切大切なことなのだななことなのだななことなのだななことなのだなと凄く実感しました。

自分の剣道に自信を持つ！
自信を持って試合にのぞめたら、いい結果が出そうだよね～♪
自分のプレイに自信が持てるようになるまで、みんなも稽古をがんばろう！

本荘先輩、ありがとうございました。

というわけで、もともともともと大谷場三羽大谷場三羽大谷場三羽大谷場三羽ガラスガラスガラスガラスのののの野口順平先輩野口順平先輩野口順平先輩野口順平先輩！！！！
バトン渡りました～(^^)/
お忙しいところ恐れ入りますが、来月１２月号、よろしくお願いしま～すm(__)m

おニューの愛車を飛ばして
週に一度のお楽しみ～♪

そういえば、よく叫んでますね。
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人類最高人類最高人類最高人類最高のののの『『『『発明発明発明発明』』』』はははは何何何何でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか？？？？

　先月の原稿を書いている時は未だクーラーが必要なくらい暑い日がありましたが、アッと言う間に直ぐ
そこに冬が来てしまいましたね。今年は秋があったのでしょうか？

ある人に聞いた話ですが、寝室に今までクーラーが無かったので９月の下旬にエアコンを買った
そうですが、未だ設置の工事に来てくれないそうです。どういう事かと尋ねたら、エアコンを作っている
メーカーでは、今年はエコポイントがあった事もあってエアコンは作っても作っても注文に
間に合わないそうなんです。

　それで、９月の下旬に注文したエアコンも未だ完成していないそうで、
１１月の中旬～下旬にならないと設置工事が出来ないそうです。
？？？　それって、暑くて買ったのにそのエアコンが役に立つのは来年の夏になってしまう！って事だよね！
エアコンのメーカーさんが１１月はもちろん、９月に入ってもまだエアコンの製造を行っているのはこれまでで
初めての事だそうです。それほど今年は暑かったんですね。

　ところで、先日ノーベル賞の発表があって化学賞に日本人が二名選ばれましたが、とても素晴らしい事
ですよね！二人とも大学の先生で、一人は日本の大学でもう一人はアメリカの大学の先生だそうですが
二人とも、とても素晴らしい発見～発明をしてノーベル賞をもらったのですが、良平さんはその発見～発明
の内容をニュースや新聞で見ましたが内容がとても難しくて何のことやら良く分かりませんでした。
　とにかく、それくらい？ものすごい！発見～発明をしたことだけはわかりました！

　

 　　 　　　

渡辺渡辺渡辺渡辺　　　　良平良平良平良平

　　今月号は、物作りの『守』、『破』、『離』の最終回で良平さんが考えている

『『『『人類最高人類最高人類最高人類最高のののの発明発明発明発明』』』』について説明したいと思います。

ノーベルノーベルノーベルノーベル賞賞賞賞
ダイナマイトの発明者として知られるアルフレッド・ノーベルの遺言に
従って1901年から始まった世界的な賞のこと。
今年は鈴木章・北海道大名誉教授（８０）と、根岸英一・米パデュー大
特別教授（７５）がノーベル化学賞を受賞することが決まった。

　２０世紀最高の発明は、『飛行機』だと言う説があります。『テレビだ！、コンピューターだ！』という意見
もあります。その他の意見もあります、全部正解だと良平さんは思います。
　でも、人類最高の発明？ってなんでしょうか？
　良平さん、次の漢字一文字のものが人類最高の発明だと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　歌歌歌歌
　歌？？？？？？ってーーーしょうもな～～って思わないでね。
　歌はまさに歌、ソングのことです。
　どこの国の誰が一番初めに歌を歌いはじめたかは調べようもありませんが、
　世界中どこへ行っても必ず歌があります。
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　嬉しい時の歌、悲しい時の歌、寂しい時の歌、
恋した時の歌、失恋の歌、戦いの歌、狩の歌、・・・・・
国歌、校歌、応援歌・・・・とたくさんの種類の歌がありますよね。
　オジサンたちには宴会の歌？っていう物もあります。

　良平さんが今まで聞いた歌で一番印象に
残っているのは、２０年くらい前に中国の山奥の
鉱山から来た人が聞かせてくれた、「農民」の歌
です。楽器の演奏も、カラオケもないのにきれいな
声で手拍子だけで５分程度歌ってくれました。
　もちろん中国語でしたので意味は１００％わかり
ませんでしたが感動して聞いていたのをよく覚えて
います。
　　中国語のわかる人に聞いたのですが、昔から
その人の住んでいる村で伝わっている歌で豊作を
祈った歌だそうです。

　嬉しい時に歌を歌えば、もっと嬉しくなる。仲間と歌えばもっと、もっと楽しくなる。
　悲しい時に歌う歌は、何となく慰められてガンバロウ！っと思えてくるし、誰かを好きになった時には
歌のような恋愛をしてみたいな～って思えるし、失恋して落ち込む事があっても歌を歌えば元気に
なってくる？かな？（坂本冬美の「また君に恋してる。」は何回聞いてもいい歌やね！）

　皆で楽しい歌を歌えば、いい友達が増えるし、勇気もわいてきます。
　どこの誰が歌い始めたのかは知りませんが、歌がなければ音楽も生まれていないと思います。

　発明といえば、生活を快適にしてくれる物、楽にしてくれるもの、楽しくしてくれるもの、病気を治す
薬や、道具といった形のあるものばかりだと思われますが、良平さんはそれだけでは無いと思います。」

　　　　目目目目にはにはにはには見見見見えないけどえないけどえないけどえないけど、、、、

　　　　　　　　　　　　　　　　色色色色んなんなんなんな人人人人のののの思思思思いのいのいのいの詰詰詰詰まったものまったものまったものまったもの、、、、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形形形形はないけどはないけどはないけどはないけど人類最高人類最高人類最高人類最高のののの発明発明発明発明はははは

　　　　　　　　　　『　　　　　　　　　　『　　　　　　　　　　『　　　　　　　　　　『歌歌歌歌』』』』だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。

人類最高の発明なんて、考えたこともなかったけど、
『歌』っていうのはすごい発想かも！
たしかに、歌の力ってありますよね♪
う～ん、納得！
良平さん、楽しいお話をありがとうございましたm(__)m
あこ先輩、かわいいイラストありがとうございました～♪
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　　インフルエンザの季節です。稽古の後は、必ず上着を着て、身体を急に冷やさないように気をつけましょう！
　　手洗い・うがいも忘れずに！（「お茶でうがいが効果的！」と菅原先生が教えてくださいましたね。）

お 知 ら せ

今月の星やん武芸帳はお休みです。残念！　星野さん、またよろしくお願いしま～す！

新入会員新入会員新入会員新入会員のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介

後藤後藤後藤後藤　　　　さんさんさんさん　　　小４年

後藤後藤後藤後藤　　　　くんくんくんくん　　　小１年

石田石田石田石田　　　　くんくんくんくん　　　　　　　　　　　　小３年

河内河内河内河内　　　　くん      くん      くん      くん      小３年

ようこそ駒剣へ！みんな、早く仲良くなれるようにいろいろ教えてあげてね！

　　よろしくお願いしま～す！
　

※※※※　　　　連絡網連絡網連絡網連絡網にににに各自追記各自追記各自追記各自追記をよろしくおをよろしくおをよろしくおをよろしくお願願願願いしますいしますいしますいしますmmmm((((________))))mmmm

　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）　通常どおり３：００～５：００
１６１６１６１６（（（（木木木木）　）　）　）　稽古稽古稽古稽古はおはおはおはお休休休休みですみですみですみです。（。（。（。（道場予約道場予約道場予約道場予約のののの抽選抽選抽選抽選にはずれたためにはずれたためにはずれたためにはずれたため））））
１８１８１８１８（（（（土土土土）　）　）　）　一級審査会一級審査会一級審査会一級審査会（（（（記念総合体育館記念総合体育館記念総合体育館記念総合体育館）　）　）　）　受審予定受審予定受審予定受審予定のののの皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、頑張頑張頑張頑張ってくださいってくださいってくださいってください！！！！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稽古稽古稽古稽古はははは通常通常通常通常どおりどおりどおりどおり　　　　３３３３：：：：００００００００～～～～５５５５：：：：００００００００
２３２３２３２３（（（（水水水水・・・・祝祝祝祝）　）　）　）　駒剣駒剣駒剣駒剣クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス会会会会♪♪♪♪　　　　１１１１：：：：００００００００～～～～５５５５：：：：００００００００
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※祝日ですが、この日にクリスマス会を行います。
          　　　　　 毎年、ゲームあり、豪華景品！？の当たる抽選会あり、４色団体戦あり！で
　　　　　　　　　  盛りだくさんの楽しいクリスマス会です！予定を開けておいてくださいね！
２５２５２５２５（（（（土土土土）　）　）　）　駒剣駒剣駒剣駒剣　　　　平成平成平成平成２２２２２２２２年稽古納年稽古納年稽古納年稽古納めめめめ　　　　稽古は通常どおり３：００～５：００

１２１２１２１２月月月月のののの予定予定予定予定

１１１１１１１１月月月月のののの予定予定予定予定

　４（木）　　通常どおり　５：００～７：００
　　　　６６６６（（（（土土土土）　）　）　）　２２２２部制部制部制部制　　　　　　　　低学年低学年低学年低学年＆＆＆＆初心者初心者初心者初心者　　　　１１１１：：：：００００００００～～～～３３３３：：：：００００００００
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そのそのそのその他他他他　　　  　　　  　　　  　　　  ３３３３：：：：００００００００～～～～５５５５：：：：００００００００
１１（木）　　通常どおり　５：００～７：００
１３（土）　　菅原先生菅原先生菅原先生菅原先生　　　　８０８０８０８０歳歳歳歳おおおお誕生会誕生会誕生会誕生会　稽古は通常どおり　３：００～５：００
１８（木）　　通常どおり　５：００～７：００
２０（土）　　通常どおり　３：００～５：００
２３２３２３２３（（（（火火火火・・・・祝祝祝祝）　）　）　）　鳩鳩鳩鳩ヶヶヶヶ谷市秋季剣道大会谷市秋季剣道大会谷市秋季剣道大会谷市秋季剣道大会　（　（　（　（１２１２１２１２：：：：００００００００　　　　八幡木中学校集合八幡木中学校集合八幡木中学校集合八幡木中学校集合））））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは、、、、これからこれからこれからこれから出出出出るおるおるおるお手紙手紙手紙手紙でごでごでごでご確認確認確認確認くださいくださいくださいください。。。。
２５（木）　　通常どおり　５：００～７：００
２７２７２７２７（（（（土土土土））））　２２２２部制部制部制部制　　　　　　　　低学年低学年低学年低学年＆＆＆＆初心者初心者初心者初心者　　　　１１１１：：：：００００００００～～～～３３３３：：：：００００００００
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そのそのそのその他他他他　　　  　　　  　　　  　　　  ３３３３：：：：００００００００～～～～５５５５：：：：００００００００
　　　　　　　☆駒剣駒剣駒剣駒剣　　　　保護者会保護者会保護者会保護者会　　　　３３３３：：：：１５１５１５１５～～～～５５５５：：：：００００００００　（　（　（　（体育館体育館体育館体育館２２２２Ｆ　Ｆ　Ｆ　Ｆ　会議室会議室会議室会議室））））☆☆☆☆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来年度お世話になる役員さんを決める大切な会です。
　　　　　　　　　みなさま、万障お繰り合わせの上、ご参加の程お願い申し上げます。

※人数増加にともない、６(土）、２７(土）は２部制になります。

注意注意注意注意！！！！

注意注意注意注意！！！！

注意注意注意注意！！！！
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