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2010201020102010年年年年11111111月月月月13131313日日日日　　　　駒場体育館剣道場駒場体育館剣道場駒場体育館剣道場駒場体育館剣道場にてにてにてにて

　　　　　　　　　　　　　　　　傘寿傘寿傘寿傘寿（（（（さんじゅさんじゅさんじゅさんじゅ））））
　　　　　　「傘」の字を簡略化すると「　　」となり八十と読めることから、80歳のお祝いを傘寿の祝いと言うそうです。

☆☆☆☆今月今月今月今月のことばのことばのことばのことば・・・・・・・・・・・・本荘先生本荘先生本荘先生本荘先生、、、、１１１１１１１１月月月月のおのおのおのお当番当番当番当番さんのさんのさんのさんの感想感想感想感想よりよりよりより

☆☆☆☆菅原先生菅原先生菅原先生菅原先生８０８０８０８０歳歳歳歳おおおお祝祝祝祝いいいい会会会会・・・・・・・・・・・・菅原先生菅原先生菅原先生菅原先生ごごごご挨拶挨拶挨拶挨拶

☆☆☆☆鳩鳩鳩鳩ヶヶヶヶ谷市秋季剣道大会参加報告谷市秋季剣道大会参加報告谷市秋季剣道大会参加報告谷市秋季剣道大会参加報告・・・・・・・・・・・・ＡＡＡＡチームチームチームチーム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！！！！

☆☆☆☆絶好調絶好調絶好調絶好調！！！！良平良平良平良平のののの部屋部屋部屋部屋・・・・・・・・・・・・「「「「新入会員新入会員新入会員新入会員のおのおのおのお母母母母さんさんさんさん、、、、おおおお父父父父さんへさんへさんへさんへ」」」」

☆☆☆☆駒剣勝手駒剣勝手駒剣勝手駒剣勝手にににに指名指名指名指名リレーリレーリレーリレー・・・・・・・・・・・・野口順平先輩野口順平先輩野口順平先輩野口順平先輩ですですですです！！！！

☆☆☆☆おおおお楽楽楽楽しみしみしみしみ！！！！星星星星やんやんやんやん武芸帳武芸帳武芸帳武芸帳・・・・・・・・・・・・「「「「剣道剣道剣道剣道をををを学学学学んでいるということんでいるということんでいるということんでいるということ」」」」

☆☆☆☆おおおお知知知知らせらせらせらせ・・・・・・・・・・・・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、、、、１２１２１２１２月月月月１１１１月月月月のののの予定予定予定予定、、、、そのそのそのその他他他他
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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とみんなでよんでくださいとみんなでよんでくださいとみんなでよんでください。。。。

　あと１か月で今年も終わろうとしています。時間の経つのははやいですね。皆さんにとって、２０１０年はどのよ
うな年であったでしょうか。各自で振り返り、成果と課題を洗い出し、来年につなげていきましょう。

　私なりに駒場剣友会の１年を振り返ってみますと、大変充実した『飛躍・発展』の年であったように思います。
　年末から１月にかけて、例年のごとく埼玉大学の寒稽古に大勢の駒剣士が参加しました。特にこの時は、大
学生に負けじと早く面をつけ先生方と基本打ちを行っている小学生がたくさん現れました。さらに、菅原先生
の「埼剣連・功労賞」と駒剣の「全剣連・少年剣道教育奨励賞」の受賞パーティーがありました。
　２月は埼玉大学の寒稽古御礼稽古に参加。
　３月は村岡杯とさくら草旗剣道大会に別チームで出場、どちらも大いに健闘しました。
　４月は恒例のＯＢ会、たくさんの先輩方が集まってくれました。ＯＢ杯は西聖仁先輩の３連覇！
　５月は剣道教室、３０人以上の教室生でにぎわいました。
　６月の浦和剣道大会では、昨年に引き続き団体戦で準優勝、個人戦でも３年生と５年生で優勝者が出まし
た。中学校の学校総合体育大会さいたま市予選男子個人戦で、西先輩がここでも見事優勝しました。
　７月は蕨、塚越剣友会との交流会、今回は蕨東小におじゃまして、試合、稽古にいい汗を流すことができまし
た。
　８月の夏合宿は、今までで最多人数の参加となり、稽古にレクにと盛り上がりました。また、親子での竹刀点
検法と袴のたたみ方教室が行われました。
　９月のさいたま市剣道大会では、多くの優勝者、入賞者が出ました。小学校４年生の部は３つのブロックの全
てで駒剣勢が優勝という快挙でした。試合デビュー組もがんばりました。
　１０月、県大会に駒剣から浦和支部の代表として５人が出場。また、北区の剣道大会に初出場、各学年で優
勝、入賞しました。中学校新人戦さいたま市予選男子個人戦で今度は田上先輩が優勝、駒剣連覇を成し遂
げました。
　そして、１１月、菅原先生の８０歳のお誕生日をＯＢ・ＯＧがたくさん集まってくれ、みんなでお祝いができまし
た。教え子がたくさん防具をつけて稽古をしてくれたこと、先生にとって何よりのプレゼントになりました。鳩ヶ谷
市秋季剣道大会に今年も参加、３位に入賞しました。合同稽古にもみんなで参加しました。
　会員数の増加をみても大きく飛躍･発展しました。３月に６年生１５人が卒業し、４月は小学生会員２０人になり
ました。しかし、その後毎週のように新入会員が来てくれて、現在４７人までに増えています。成人会員も３７人
まで増え、これだけをみても駒剣の充実ぶりがあらわれています。
　１２月、２３日にはビッグイベント「駒剣クリスマス会」が行われます。子どもも大人も、剣道する人もしない人も
みんなで楽しみましょう。そして、その後すぐに『埼玉大学寒稽古』が始まります。今回は、１２月２６日(日)～３０
日（木)の年内５日間と、年明け１月５日（水)～１４日(金)の１０日間、朝５時から７時、計１５日間となります。
　私は、この前の２１日間の寒稽古に皆勤できたことにより、５月に剣道七段をいただくことができたと思ってい
ます。今回はその御礼稽古のつもりで、再びがんばりたいと思います。早朝、ランニングの前にみんなで顔を
合わせると、眠くて寒いけど不思議なもので元気が出ます。皆さんにも味わってもらいたい体験です。無理の
ないところで、一緒にがんばりましょう。

　先日の保護者会で、来期の役員さんも決まりました。どうぞよろしくお願いいたします。早速ですが、新旧の
合宿委員さんに、来年の合宿地について検討をお願いしました。ここ何年か使っている場所は手狭になり、今
の会員数では収容できない見通しです。日ごろの稽古の状況も同様で、２部制にしたりして対応している状況
です。
　埼玉大の寒稽古をみておわかりのように、私は「来る者は拒まず、剣を志す者に垣根を作らず」というような教
えを受けてきました。駒剣(修道館)でもそんなスタンスでおります。これからも、できるかぎり入会希望者は断ら
ず、受け入れていきたいと考えています。ですから、ぜひ会員みんなでアイディアを出し合って、安全で楽しく
そして効果のあがる稽古を作って行きましょう。合宿地についても何か御存知のことがありましたら、情報提供
をお願いします。

　「寒稽古」は朝の埼玉大学だけではありません。１２月、１月の駒剣での稽古を含めた全体を寒稽古ととらえ、
己に負けず「心技体」を鍛えましょう。ここで苦しい思いを味わった者が、あとで楽しい思いを味わえるのです。
一人ではけして続けられない稽古です。みんなで励ましあってがんばろう！！！

がんばれ～
おりゃ～～！！
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11月4日(木)　尾島先生・渡邊順迎先生
　　　・昨日は大勢の人が全日本剣道選手権大会の試合の見学に参加していました。
　　　　大人の素晴らしい試合を間近に見て、とても勉強になったことと思います。
　　　･今日は見学者が4人いました。寒くなってきたので体調には気をつけましょう。
　　　・河内くんが見学に来てくれました。

11月6日(土)　１部　木村先生・山田先生　　２部　本荘先生
　　　・今日は2部に分かれての稽古でした。1部は人数が少なかったのですが、先生方から
　　　　１人１人とても丁寧に御指導していただきました。
　　　・菅原先生がお見えになり、お話もありました。
　　　　「さいたま市民剣道大会ではたくさんの入賞おめでとう！見に行かれなくてとても残念した。」
　　　　とのこと。先日いただいたご褒美のクッキーの御礼をみんなで申し上げました。
　　　･２部は始めから激しいぶつかり合い、気迫のこもった稽古でした。

１１月１１日(木)　　石井先生・大本先生
　　　・よく声が出ていました。
　　　・基本練習と技練習が主でしたが、気合の入っている様子が感じられました。

１１月１３日(土)　　菅原先生・本荘先生・尾島先生・木村先生
　　　・菅原先生の８０歳のお祝いに中学生のＯＢ・ＯＧもたくさん来てくれました。
　　　　先生は指導当番からは引退されるとのお話でしたが、これからも温かい御指導よろしく
　　　　お願いいたします。
　　　･本太中の先輩が中学県大会の報告をしてくれました。先輩方の活躍は頼もしいですね！
　　　　中学生がたくさん来てくれたので団体戦をしました。勉強になったことと思います。

１１月１８日(木)　尾島先生・渡邊順迎先生
　　　・寒い時期はケガ防止のため、準備体操、整理体操をきちんとしてストレッチ･クールダウンを
　　　　してください。
　　　・乾燥しやすいので、竹刀の点検も忘れないでくださいね。

１１月２０日(土)　本荘先生・尾島先生・木村先生（初心者指導）
　　　・２年生の村田君のお父様が本日入会されました。どんどん仲間が増えて、ますます駒剣に活気が
　　　　出ますね！
　　　・準備運動の時から、みなさんよく声が出ていて、やる気が感じられました。たくさんの参加者が
　　　　ありました。２３日の試合に出場されるみなさん、頑張ってください！

１１月２５日(木)　尾島先生
　　　･基本練習中心。声がよく出ていて気持ちがいいです。
　　　・気温も低くなってきているので、体調管理はしっかりと、よく稽古をし、よく食べ、よく眠りましょう。

１１月２７日(土)　１部　木村先生･山田先生　　２部　山崎先生
　　　・今日は２部制に分かれました。１部は人数が少なく、ひとりひとり丁寧に御指導いただきました。
　　　・２部は面つけの指導から始まり、ひもがねじれないように気をつけて結んでいました。
　　　　寒くなってきたせいか、途中から見学する子がいました。みんな体調管理に気をつけてくださいね。

１１１１１１１１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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　みなさん、こんにちは！　（駒剣士たち：「こんにちは！」）
元気がいいですね。
　今日は、先生の誕生会ということですが、こんなに大勢のみなさんにお集まりいただけるとは、
思いませんでした。小学生にＯＢのみなさん、成人会員に保護者の方々、みなさんに
お集まりいただいて、感謝感激しております。
涙が出るくらいうれしく思っております。こういう気持ちになることはめったにないと思います。

　私も80歳になりました。これを機会に駒場剣友会を引退させていただこうと思います。
けれども、稽古にはみなさんのお顔を見にくるつもりでおりますので、その節はよろしくお願いします。

　　駒剣を立ち上げて約30年になります。
この市民体育館ができて間もなく、週に１回土曜日の稽古でずっと長い間やっておりました。
しかし週に1回という稽古では、力がせっかくついた力がまた戻ってしまうという繰り返しになってしまい
ますので、週に2回は必要最小限稽古しないといけないという話になりました。
　平成７，８年頃だと思うんですが、尾島先生がいらしてくださるようになってから、週に2回、木曜日は
5時から土曜日は3時から、お仕事に差し支えのない程度に出ていただくようにお願いしました。

　　しかしずっと、さいたま市や浦和の剣道大会で優勝するということは難しいことでした。
2位、3位というのはありますが、優勝はなかなか難しいことです。
　それが先日のさいたま市の剣道大会では各学年で優勝、入賞者が何人も出るいい成績で、
先生は本当にうれしかったです。長年の夢を実現してくれたわけですから。
それも本荘先生が会長さんになられて、みなさんの剣道を見るようになってから、急に伸びたように
思います。伸びた理由は、やはり指導者の気持ちの入れ方もありますけれど、それと同時に、
気迫、気力、相手に気で勝つというそういう気持ちを持たないと、なかなか試合には勝てません。
　
　それには日頃の稽古だけではなくて、埼玉大学の寒稽古の力はかなり大きいと思います。
それが優勝につながっていったんだと思います。
　寒い冬の朝は少しでも長く寝ていたい、布団に入っていたい、それは大人だってそうなんです。
それを、我慢して布団から出て、支度をして、朝暗いうちに寒稽古に参加して、そして冷たいところで
大きな声を出して、床も真冬の一番冷たいときですが、それに耐えて稽古して、力を出して頑張ってくる。
それが、結局は、日頃の稽古の強気の気持ち、気力につながっていってるんだと思うんです。
　
　私も若い頃は、本中の生徒を連れて毎年寒稽古に参加していました。
そのころは今のような大きな体育館ではなく、もっと狭い道場での寒稽古でした。最初に行った人から
水で床を拭くんですが、寒いので拭いてるそばから床が凍って、その上を歩くと凍ったところが溶けて
ツルツルと滑るような状態でした。それがみんなの足の温もりで溶けて自然と床が乾いていったという
ような状況の中で稽古をしてきました。ですから、みなさんの寒稽古の辛さというのはよくわかります。
しかし、そういうことがあるから、試合で相手に気で勝つという気力が身につくのだろうと思うのです。
　
　今年も間もなく寒稽古が始まりますが、自分は皆勤するんだ、必ず休まないでやりとおすんだという
気力が剣道が強くなる一番早い方法だと思います。だから、それをぜひみなさんにやって欲しいと思
うんです。これをやった人とやらない人との差というのは、歴然と出てきますから。

菅原先生菅原先生菅原先生菅原先生ごごごご挨拶挨拶挨拶挨拶よりよりよりより（抜粋）

　菅原先生は今年11月15日で80歳になられました。それに先立ち、13日(土)にお誕生お祝い会が行われました。

　9月のさいたま市大会のころには、体調を崩され緊急入院、手術されていた先生。会員一同大変驚き心配して
おりましたが、心臓にペースメーカーを埋め込み順調に回復され、この日はご自分で車を運転されて道場にいらっしゃる
ほどお元気になられていました。さすがは長年剣道で鍛えたお体と精神です！！すばらしいですね！
　中牟田キャプテン以下小学生女子会員たちが代表で、花束とお祝いのメッセージカードをプレゼントしました。
菅原先生80歳おめでとうございます！！
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　中体連の県大会は体の具合で残念ながら見にいけませんでしたが、中学生のみなさんもいい試合を
やってくれてたそうですね。本中の生徒はベスト８に入り、木崎の生徒もだいぶいい所までいった生徒
もいるということを聞きまして、大変うれしく思いました。
これからもまた、大会は続きますから、来年も頑張って県大会を突破して、全国大会まで行かれる
ように、中学生のみなさんは頑張って欲しいなと思います。
　小学生のみなさんも県大会、全国大会まで行かれるような、気迫を持ってくれるといいなと思います。
寒稽古は皆勤するんだという強い気持ちを持ってもらえたらと思います。

　今日は、こんなに大勢のみなさんにお集まりいただいて涙が出るほどうれしいです。
本当にありがとうございました。

お祝いに駆けつけた先輩方と一緒にチームを組んで団体戦が行われました。先輩たち、ありがとうございました。
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【Ａ【Ａ【Ａ【Ａチームチームチームチーム　　　　予選予選予選予選リーグリーグリーグリーグ第第第第１１１１試合試合試合試合】】】】

　11月23日（火･祝）の鳩ヶ谷市秋季剣道大会は、鳩ヶ谷の八谷元一先生が全日本剣道連盟より
「有功賞」を、また埼玉県剣道連盟より「功労賞」（昨年は菅原先生が受賞されました）を受賞され、
お祝いの記念大会となりました。八谷先生、誠におめでとうございます。
　（大会の選手宣誓は、お孫さんの八谷玲選手（小学６年）、何だかジ～ンときちゃいましたね。）

　駒剣は、OB中学生を大将、副将に迎えてA、B2チームで参加。選手の頑張りに応援の熱も入り、
Aチームは見事３位入賞。Ｂチームは惜しくも予選リーグ突破はなりませんでしたが、健闘しました。
　最後の合同稽古にも待ちかねた駒剣士が大勢が参加し、他の剣友会の人たちと剣を交え、大変
有意義な一日になりました。今大会を主催された鳩ヶ谷剣道連盟の先生方、役員の皆様には
大変お世話になりまして、ありがとうございました。

<<<<<<<<　　　　読売旗争奪読売旗争奪読売旗争奪読売旗争奪　　　　小中学校団体戦小中学校団体戦小中学校団体戦小中学校団体戦のののの部部部部　　　　>>>>>>>>
予選Ａリーグ　　　　駒場Ｂ・鳩ヶ谷Ｂ・四誠館Ａ
　　　Ｂリーグ　　　　安行Ａ・戸塚Ｂ・新郷Ａ
　　　Ｃリーグ　　　　戸塚Ａ・安行Ｂ・鳩ヶ谷Ａ
　　　Ｄリーグ　　　　四誠館Ｂ・新郷Ｂ・駒場Ａ

各リーグの１位の団体が決勝トーナメントに進出する。

【Ａ【Ａ【Ａ【Ａチームチームチームチーム　　　　予選予選予選予選リーグリーグリーグリーグ第第第第２２２２試合試合試合試合】】】】

チーム 先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将 勝ち数（本数）

本田青一郎 真砂智 松本駿平 森　渉 中牟田莉奈 松尾雅樹 田上征哉

原田 高木 小藤 矢吹 松浦 藤倉 樋口

コメント

新郷Ｂ

駒剣Ａ

強い、姿勢正
しく、攻める
姿はみんな
の見本とな
る。

実力互角の
中、素晴らし
い攻防戦、勝
ちある引分け

終始攻め続
け、力強い面
を決めた。出
小手も惜し
かった。

前に出て来る
相手を辛抱
強くしのい
で、面を２本
決めた。

技が尽きたと
ころを素晴ら
しい面。２本
目は相手をよ
く見て、きれ
いに胴を決
めた。

相手の強い
攻撃をよく守
り抜き、引分
けに持ち込
んだ。ここで
勝負あり。

相手を圧倒、
全く危なげな
く２本勝ち。

０（０）

5（９）メメ メ コメメ メ メド

チーム 先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将 勝ち数（本数）

本田青一郎 真砂智 松本駿平 森　渉 中牟田莉奈 松尾雅樹 田上征哉

秋山 金 秋山 臼倉 上原 野口 宮里

１（２）

コメント

つばぜり合い
からのきれい
な引き小手。
この１本を守
りきる幸先の
良い勝利。

開始早々に
小手を決め
る。惜しい小
手があったが
１本勝ち。

初太刀を取り
にいく所を、
逆に出小手
をもらう。その
後、攻め続け
たが残念な１
本負け。

お互いに積
極的に技を
出し合ういい
試合。最後は
森の気迫ある
面。

相手の攻め
を守り、相手
が引くところ
を追い込み
技。引分けで
チームは有
利に。

力で押してく
る相手に技あ
りの返し胴。
愛面で取ら
れたが、旗も
分かれる判
定。チームの
勝ちを決めた
引分けであっ
た。

終始押し続
けた試合で、
中心を攻め
た後の小手
が見事に決
まった。強
い！

四誠館Ｂ

４（６）駒剣Ａ

コ

コ ドメ コ

メ

メコ
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【Ａ【Ａ【Ａ【Ａチームチームチームチーム　　　　第第第第３３３３試合試合試合試合　　　　決勝決勝決勝決勝トーナメントトーナメントトーナメントトーナメント　　　　準決勝準決勝準決勝準決勝】】】】

ＡＡＡＡチームチームチームチーム　　　　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！！！！

チーム 先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将 勝ち数（本数） 代表戦
本田青一郎 真砂智 松本駿平 森　渉 中牟田莉奈 松尾雅樹 田上征哉 松本駿平

兵頭 宮川 木村 甲斐 村石 清水 山下 木村

３（５）

３（５）

駒剣A

四誠館Ａ

コメント

目の覚めるよ
うな小手抜き
面で１本先
取。このまま
粘って勝利。

面や胴など
でもう少しと
いうところ、最
後は出小手
が決まり２連
勝。

ぐいぐい押し
てくる相手に
返し胴や相
小手面で対
応。ねばって
引分け。

非常に動き
の速い相手
に負けない
動き。相面も
出小手もす
ばらしい１本
だった。

前半戦は相
手の攻めをよ
く守っていた
が、後半攻め
負けてしまっ
た。

相手の動き
がよかった
が、もう少し
粘ってほし
かった。

力と技とがぶ
つかるいい試
合であった。
１本もらった
が力で取り返
した。しかし
残念な負け。

手に汗握る接
戦。互角の勝
負であった
が、最後に小
手が当たって
しまった。しか
し、立派な試
合でした。

メ コ メ

メ

メ コ

コ メ メメ コ
▲

【Ｂ【Ｂ【Ｂ【Ｂチームチームチームチーム　　　　予選予選予選予選リーグリーグリーグリーグ第第第第１１１１試合試合試合試合】】】】

【Ｂ【Ｂ【Ｂ【Ｂチームチームチームチーム　　　　予選予選予選予選リーグリーグリーグリーグ第第第第２２２２試合試合試合試合】】】】

チーム 先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将 勝ち数（本数）

山﨑彩香 權田陽樹 清水宗一郎 本荘日向 渡辺周平 野口慶太 石田陸人

古川 小川 若松 添田 佐土原 泉屋 伊与田

駒剣B ７（１１）

鳩ヶ谷Ｂ
０（１）

コメント

思い切りの良
い面でした。

前に出てくる
相手に下がり
すぎて少し苦
戦しました。

攻めが単調
になってし
まった感じが
あります。

落ち着いて１
本勝ちでし
た。

するどい出小
手でした。も
う１本に期待
です。

自分のペー
スで試合が
運べました。

相手の動きを
よく見て２本
決めました。

メ メ　コメ コ コメメメ

ド

メ コ

大変愛のあるコメントをくださった成人会員の中牟田さん、清水さん、ありがとうございましたm(__)m

チーム 先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将 勝ち数（本数）

山﨑彩香 權田陽樹 清水宗一郎 本荘日向 渡辺周平 野口慶太 石田陸人

兵頭 宮川 木村 甲斐 村石 清水 山下

４（７）

コメント

いい面があり
ましたが、わ
ずかに相手
の方が速
かった。

抜き面に少し
こだわりすぎ
でした。

ムリせず、か
たい試合運
びでした。

前半は上手く
攻めていまし
たが、後半は
相手のペー
スにはまって
しまいまし
た。

剣先が少し
高すぎでし
た。決定力が
少し足りな
かった。

１本目の小手
でリズムが
狂ってしまっ
たか。

いい面も打っ
ていました
が、惜しい！

四誠館Ａ

駒剣B １（１）

コメメ コ

メ

コ メ メ

▲
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山﨑彩香山﨑彩香山﨑彩香山﨑彩香ささささん（小４　Ｂチーム先鋒）
　　「１回戦めは勝ててうれしかったけど、２回戦めは前回の優勝チームということで
　　　プレッシャーからか足が動かなくなってしまったことが反省点になりました。」

權田陽樹權田陽樹權田陽樹權田陽樹くんくんくんくん（小３　Ｂチーム次鋒）
　　「ぼくたちＢチームはよせんで去年優勝した道場と当たり、ぜひ勝ちたかったのですが、負けてしまい
　　　ました。次回もがんばって、ぜひ出たいと思います。来年は優勝したいです。」

清水宗一郎清水宗一郎清水宗一郎清水宗一郎くんくんくんくん（小５　Ｂチーム　五将）
　　「良かったこと・・・一試合目の相手（去年引き分けた）に勝ったこと。
　　　　　　　　　　　　　二試合目の相手と友達になった。
　　　よくなかったこと・・・二試合目の相手に勝てなかったこと。
　　　今回予選落ちしたことをバネにがんばっていきたい。」

本荘日向本荘日向本荘日向本荘日向くんくんくんくん（小５　Ｂチーム中堅）
　　「１回戦目の相手には、ぼくの好きな出小手が決まったのでとてもうれしかったです。
　　　２回戦目はかい君と戦ったのですが、とてもすばやくて小手２本取られて負けてしまいました。
　　　このくやしさをバネにしてこれからもがんばります。」

本田青一郎本田青一郎本田青一郎本田青一郎くんくんくんくん（小４　Ａチーム先鋒）
　　「良かった点・・・入賞できた。力を出せた（ほとんど・・・）。
　　　悪かった点・・・思い切って打てなかった。間合いに入ってからも打てなかった。」

真砂真砂真砂真砂　　　　智智智智くんくんくんくん（小４　Ａチーム次鋒）
　　「今日の試合の良かった所は、いろいろな技が出せたことです。それと１本も取られなかったことです。
　　　だめだったところは、チームの人ががんばっているのに、おうえんしなかったことです。
　　　この試合を生かして、次もがんばりたいです。」

松本駿平松本駿平松本駿平松本駿平くんくんくんくん（小５　Ａチーム五将）
　　「ぼくは一度も勝つことができませんでした。準決勝では、代表戦でぼくが出て負けてしまい、
　　　とてもくやしかったです。なので、これからもけいこをがんばって、次の試合では勝てるようにしたいです。」

森森森森　　　　渉渉渉渉くんくんくんくん（小５　Ａチーム中堅）
　　「今回はＡチームの中堅でなっとくのできる試合ができました。特に、四誠館Ａと戦ったときに、久しぶりの
　　　出小手が入り、気持ちが良かったです。だけど、もっといろいろな技が入るように、日ごろのけい古で
　　　技を磨いていきたいと思います。」

中牟田莉奈中牟田莉奈中牟田莉奈中牟田莉奈さんさんさんさん（小６　Ａチーム三将）
　　「今回は前にも後ろにも強い人たちがひかえていて、安心して試合ができました。
　　　結果は３位でしたが、まだまだ反省するところがあるので、これからも頑張っていきたいです。
　　　応援してくださったみなさん、ありがとうございました。」

松尾雅樹先輩松尾雅樹先輩松尾雅樹先輩松尾雅樹先輩（中２　Ａチーム副将）
　　「副将として参加しました。準決勝では、小学生が勝ってくれて引分け以上なら勝てたはずなのに、
　　　２本取られてしまいました。もっと集中して挑めればよかったと思いました。
　　　これからも稽古を頑張って強くなりたいと思います。」

田上征哉先輩田上征哉先輩田上征哉先輩田上征哉先輩（中２　Ａチーム大将）
　　「今回の大会は、予選リーグで小学生が決めていました。自分はあまりからだが動いてなかったのですが、
　　　落ち着いて試合ができました。四誠館との試合は、前で３勝していて、引分けで勝てる場面で
　　　負けてしまい、自分の所で決められなかったことが敗因と反省しました。この大会での経験を生かして、
　　　学総では良い結果を報告できるよう、これからも頑張ります。応援ありがとうございました。」

みんなのみんなのみんなのみんなの感想感想感想感想
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渡辺周平渡辺周平渡辺周平渡辺周平くんくんくんくん（小６　Ｂチーム三将）
　　「１回戦目の相手に勝ててよかった。２回戦目の相手は引分けだったけど、二人とも最後の
　　　合同けい古でできて良かったです。」

野口慶太先輩野口慶太先輩野口慶太先輩野口慶太先輩（中２　Ｂチーム副将）
　　「久しぶりの駒剣での試合に出させていただいて、とてもうれしかったです。
　　　四誠館との試合は、自分が打たれた場所を反省して、次に生かしていきたいです。
　　　今回呼んでいただいて、とても良い経験ができました。ありがとうございました。」

石田陸人先輩石田陸人先輩石田陸人先輩石田陸人先輩（中２　Ｂチーム大将）
　　「久しぶりに駒剣で試合をさせていただいてよかったです。四誠館に負けてしまいましたが、
　　　強い人との試合ができて良い経験になりました。僕も中学でがんばっていきますので、
　　　駒剣のみなさんも頑張ってください。先生方、これからも御指導よろしくお願いします。」

權田優樹權田優樹權田優樹權田優樹さんさんさんさん（小１）
　　「おしくもＡチームは３いでした。なかむたさんはさすがキャプテンでした。
　　　Ａチームのさとるくんもきれいなめんが、はいっていました。Ｂチームはよせんでまけてしまい
　　　ましたが、みんないいしあいでした。」

本城通明本城通明本城通明本城通明くんくんくんくん（小４）
　　「森君と田上先ぱいのざんしんが速くてすごいと思いました。」

本城本城本城本城ははさんははさんははさんははさん
　　　　　　　　「選手のみなさん、お疲れさまでした！！　試合が始まるまで「ドキドキ」していましたが、
　　　選手のみなさんの落ち着いた戦いに、次々と勝利の旗が上がり、安心して観ることができました。
　　　Ａチーム、Ｂチーム共に素晴らしい戦いなので、もしや駒剣同士の戦いになるのでは･･･？と思う
　　　ほどでした。」

真砂父真砂父真砂父真砂父さんさんさんさん
　　「ＡチームもＢチームもよくがんばりました。駒剣が一番きれいな剣道をしていました。
　　　来年は順位も一番目指してみんなでがんばってください。」

加藤愛佳加藤愛佳加藤愛佳加藤愛佳さんさんさんさん（小２）
　　「こまけんの人がいっぱいのこっていてすごいと思いました。わたしもつよくなりたいです。」

河内聡志河内聡志河内聡志河内聡志くんくんくんくん（小４）
　　「さい玉に来てはじめて応援に行きました。駒場剣友会のみんなは強くて、「すごいなぁ」と思いました。
　　　来年はぼくも出たいのでがんばって練習したいと思います。みなさん、よろしくおねがいします。」

河内河内河内河内みさこさんみさこさんみさこさんみさこさん
　　「初めまして。１０月に関西から引っ越してきまして、１１月から駒場剣友会さんに入会させて頂きました。
　　　宜しくお願い致します。
　　　　今回、初めて参加させていただきましたが、鳩ヶ谷のチームを始めとして近隣の安行、四誠館、戸塚、
　　　新郷、そして駒場剣友会の剣士達は活気にあふれ、子どもたちの織りなす白熱した素晴らしい試合に
　　　ただただ圧倒されました。
　　　　駒剣の選手の皆さんが全力で立ち向かう姿に感動し、剣道を通じていろいろなことに励んでいこうとする
　　　気持ちを改めて感じさせていただきました。
　　　　試合後の稽古でも、皆が積極的に相手を見つけ練習している姿が素晴らしかったです。
　　　まだ日の浅い息子も、中学生のお兄さん、お姉さんが相手をしてくださり、うれしく思いました。
　　　　最後になってしまいましたが、真砂さんのお車に乗せていただき感謝しております。
　　　ありがとうございました。」

真砂真砂真砂真砂　　　　歩歩歩歩くんくんくんくん（小３）
　　「中学生のし合がとくにすごいなあと思いました。し合の後の合どうげい古で、たくさんの人とできて、
　　　いいけい古になってよかったなあと思いました。らい年はし合に出たいです。」
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駒剣アルバムより・・・怒涛の面特集！　このほかにもカッコいい写真がいっぱい！アルバム見てね♪
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　　　　突然突然突然突然ですがですがですがですが、、、、新入会員新入会員新入会員新入会員のおのおのおのお母母母母さんさんさんさん、、、、おおおお父父父父さんへおさんへおさんへおさんへお願願願願いですいですいですいです。。。。

　ここ数ヶ月で、剣道教室を経たり、全く初めてだったり、あるいは他の道場からだったりで駒剣へ入会して

頂いた新しい仲間は、なんと25人以上になり、更にまた新しい仲間が増えようとしています。

　最近では子ども会員が減ってしまい、会を解散する道場もある中で、駒場剣友会は異例の存在です。

これは、前会長の丸山先生が熱く語られた『人様の子どもも我が子と思って接して欲しい。』の言葉、

それを実践する先生方の熱心な指導、成人会員のボランティア精神、そして何よりも保護者の皆さんの

御理解によるものだと思います。

2007年9月 2008年9月 2009年7月
2010年良平さ

ん予測
2010年11月

1年生 0 1 2 0 2
2年生 3 7 2 2 6
3年生 5 4 5 5 8
4年生 7 5 5 5 12
5年生 15 10 4 6 12
6年生 8 18 15 5 7
合計 38383838 45454545 33333333 23232323 47474747

　この表はここ数年の駒剣の小学生会員の数です。昨年は18名、今年は15名の6年生が卒業していき

現在の6年生は4月の段階では5名だけでした。

　表中の「2010年予測」は今年の3月末時点で私が予測した、まさに今年の小学生会員の総数でした。

生まれつき楽天家の私も、現在のような大所帯になるとは全く夢にも思いませんでした。

　道場の広さの問題、年齢や習熟度の違いによる指導方法の個別化等、人数が多くなればそれだけ問題も

増えますので、大所帯での運営方法の課題も乗り越えて行かなければならないと思います。

　元気のない子がいると、『どうしたの元気ないね？どこか具合でも悪いの？』と声を掛けてくださっている

お母さんがいらっしゃいます。このような姿に大所帯の駒剣はを支えられているのだと思います。

　丸山先生のお言葉にも『人様の子どもも我が子と思って接して欲しい。』とありますが、やっぱり一番

可愛いのは我が子に決まってます。 

　私からのお願いといいますのは、実はそのことです。

どういう事かと申しますと、『可能な限り、駒剣でのお子さんの姿を観に来てあげて欲しい。』という事です。

　我が家は現在、長女が高校1年、次女が中学2年、ご存知のS平が小学6年ですが、長女、次女とも駒剣で

剣道を学びました。S平が小学1年から2年までの2年間は、私を含めた4人揃って稽古をしてました。

私が剣道をしていたこともあって、自宅では剣道の話ばかりでした。食事時にも行儀が悪いのを承知の上で

箸を竹刀に例えて稽古の話をよくしました。駒剣では優しい？良平さんも自宅では怖い頑固オヤジなせいか

子供達は誉め言葉もない私の話、説明、説教を我慢しながら？黙って聞いていました。

新入会員新入会員新入会員新入会員のおのおのおのお母母母母さんさんさんさん、、、、おおおお父父父父さんへさんへさんへさんへ

 　

　

　　　

渡辺渡辺渡辺渡辺　　　　良平良平良平良平
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　しかし、本音は『家に帰ってきてまで、ご飯の時にまで、剣道の話はやめて欲しい！たまには誉めてよね！』

と思っていたでしょう。同じような光景が多くのご家庭でも見受けられるのではないでしょうか？

中には、『お母さんは剣道知らないんだから黙っててよ！』、『夏はメチャクチャ暑いのに我慢して頑張って

るんだから、チョッとくらいサボってもいいじゃん！誉めてくれてもいいじゃん！』って話もあるのでは

ないでしょうか？

　その通りだと思います。でも親としては強くなって欲しい！最後まで続けて欲しい！一緒に剣道の話

をしたい！駒剣での様子をもっと知りたい！・・・・・という思い、願いをお持ちだと思います。

　お子さんから、『駒剣に来て稽古してるところを観て欲しい。』とお願いする子は

殆どいないと思います。でも、本音は“観に来て欲しい”のです。

　長女が6年の時ですが、稽古は嫌い、でも駒剣は好きという男の子がいましたが、お母さんはほとんど

稽古を観に来られませんでした。また本人も、強くならなくて構わない、上手くならなくても構わないと

思わせるような稽古態度でした。

当然、毎月末の月例試合でも同学年の女の子に負けても、下級生に負けても平気な感じでした。

　しかし、ある月の月例試合はちょうどその子のお母さんがお当番サンでした。

相変わらずその子は負け続けていたのですが、ある試合でいつも負けている相手に「面」を決めて

勝ちました。審判が『勝負あり！』と宣言するや否や、彼は“パッと”『お母さん僕勝ったよ！』と

大きな声で叫びながら、お母さんの元に駆け寄りました。（その姿に感動しました！）

　恐らく、その日の夕食は剣道の話に花が咲いたことと思います。

「お父さん～～君に面を決めて勝ったんだよ！」

彼とは具体的に剣道に関する考え方を話し合った事は一度もありませんが、本音では「お母さんに

稽古している姿を観て欲しかったな？そしたらもっと頑張れたのにな？」なんて感じだったのではないか

と思います。

　私は、普段の彼の態度から「取り合えず剣道やってます。親がうるさいから続けています」という感じなの

かな？と勝手に彼のことを判断していた自分が間違っていた気がしました。

　数年駒剣で頑張っても、レギュラーとして対外試合に一度も出場できないどころか、月例試合でも全く

勝てない、そんな子が、稽古で一生懸命に頑張っている姿は感動ものですよ！

大所帯になってくれば、ますますレギュラー争いが激しくなります。試合に勝つことは大切ですが

もっと大事な事がありますよね。大人は皆それが分かっていますが、子どもにしてみれば、

そうは分かっていても悔しいものです。今は勝てない相手でも、来年は逆転しているかも知れません。

そんな事も大人は知っています。しかし、子どもは今勝ちたいのです。

　剣道の防具を付けて稽古する難しさや辛さは本人にしか分からない。特に低学年や初心者にとっては

素振りする事だけで目一杯なんです。『剣道やったことにないお父さんやお母さんには分からない！』、

『猛暑の中で剣道着を着て防具をつけたらどれだけ暑いか知らないくせに！』と子ども達は当然考えます。

　我が家の長女、次女は駒剣で誉められた（S平はあまり誉められた事がない）時には、『今日、尾島先生に

面打ちが上手になったね！って誉められた！』、『誰々先生に誉められた！』と、とても嬉しそうに話して

くれましたが、一番嬉しいのは家庭で誉められることじゃないのかな？
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　　　　誉誉誉誉めてもらってめてもらってめてもらってめてもらって一番嬉一番嬉一番嬉一番嬉しいのはおしいのはおしいのはおしいのはお父父父父さんさんさんさん、、、、おおおお母母母母さんからだとさんからだとさんからだとさんからだと思思思思いますいますいますいます。。。。

夏の暑い時に自分に負けそうになる、寒い時着替えるのが嫌だ！防具を付けたら動きにくい、小手打ちを

外されて肘を打たれて青あざができた！そんな時でもそっと背中を押せるのはお父さん、お母さんです。

　　　　誉誉誉誉めてあげるためにもめてあげるためにもめてあげるためにもめてあげるためにも、、、、道場道場道場道場にににに来来来来てててて稽古風景稽古風景稽古風景稽古風景をををを観観観観てあげててあげててあげててあげて下下下下さいさいさいさい。。。。

夏夏夏夏のののの暑暑暑暑いいいい時時時時、、、、冬冬冬冬のののの寒寒寒寒いいいい時時時時にににに道場道場道場道場でででで同同同同じじじじ空間空間空間空間でででで同同同同じじじじ時時時時をををを共有共有共有共有してあげてしてあげてしてあげてしてあげて下下下下さいさいさいさい。。。。

　　　　同同同同じようにじようにじようにじように誉誉誉誉めてめてめてめて、、、、励励励励ますにしてもますにしてもますにしてもますにしても稽古風景稽古風景稽古風景稽古風景をををを観観観観てあげればてあげればてあげればてあげれば満足満足満足満足がががが、、、、励励励励みにみにみにみに変変変変わるとわるとわるとわると思思思思いますいますいますいます。。。。

　是非、遠慮なさらずに道場へ入られて稽古風景を観てあげて下さい。特に月例試合は“観なけりゃ損！”

なくらいで観てあげて下さい。ビデオ、写真撮影は大歓迎です。（フラッシュ撮影は御遠慮下さい）

我が家でも、3人分のビデオテープがありますが、観返すと年々上手になっている様子が良くわかります。

まってままってままってままってま～～～～すすすす！！！！

本荘君本荘君本荘君本荘君からからからからバトンバトンバトンバトンをををを受受受受けけけけ取取取取りましたりましたりましたりました、、、、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野口順平野口順平野口順平ですですですです。。。。

本荘君とは駒剣で一緒に剣道をしていました。
今でも本荘君ら駒剣同級生で集まってどんちゃん騒ぎをする仲です。

さすがは３人のお子さんのお父さん、愛が深いですね～(#^.^#)　愛ですよ、愛！！

実は、私も自分の子どもを誉めるのがとても下手な親です。(他の子は誉められるんだけどなあ・・・・)
稽古を見ても、素人目で気が付いたことを注意しちゃったりして・・・(^_^;)
でも、・・・「お母さんの剣道体験教室」でちょっと意識が変わりました！
実際、袴をはいたり、面や小手をつけたりすると本当に動きにくくて、大変なんです！子どもの辛さがちょこっと理解できます。
そして、暑い日も寒い日もこれをやっているとは・・・子ども、スゴイな、・・・と素直に思えました。
というわけで、「第２弾　お父さん、お母さんのための剣道体験教室」　来年３月開催予定　カミングスーンですと尾島先生情報！
これはオススメですよ～！！奮ってご参加くださいね！

良平さん、今回もいいお話をありがとうございました！今月の月例試合（クリスマス会）は道場満員御礼　間違いなし！ですね。

みなさん、子どもたちの可能性をさらに伸ばすために、ご一緒に誉め上手な親を目指しましょうね！！

う～ん、どうしてでしょうね？でも当時
大谷場小の野口くん、羽鳥くん、千葉くんは
３人とも強くて真面目で仲もよかったですよね。

今月の指名リレーの走者は、平成１４年度駒剣卒業、大谷場三羽ガラスの一人、野口順平先輩です。
真面目で優しい順平先輩は、中学・高校と剣道を続けて、現在は大学剣道部の主将を務めるバリバリの現役選手です。
ＯＢ合同稽古会にも何度も参加してくださってますね。
今回はどんなお話かな？　それでは野口先輩、よろしくお願いしますm(__)m

う～ん、さすがにここまではないかな？

なんで三羽ガラスかは分かりません。誰が言い出したんでしょうね（笑）
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･････Σ(￣⊥￣ lll)･････ 

　前置きが長くなりましたが、本題に入りたいと思います。
すごい考えたんですけど、全く内容が固まらず・・・どうしようもなかったですね　（笑）
お題があれば、無理やりにでも出したのですが　←言い訳
　まあ、今起こっていることが一番書きやすくて思い出しやすいので、
最近あった大会についてお話していきたいと思います。

　さて、バトンが回ってきたわけなのですが、なんせ文章を書くのが下手くそなので、
時間がかかり、締切りを守らないという最低なことをしでかしました。申し訳ございませんでした。
実は真面目な奴なので、あまり責めないであげてください。

　実は、最近というか昨日（１１月２８日）だったのですが、大会がありました。
今回は私の大学が主催！ぜーんぶ自分たち学生がやります！
　うちの部員は現役生が９人しかいないので、とにかく大変でした。
この大会は、埼玉県にある大学が参加するもので、そもそも埼玉大学を中心に始まったものです。
主催校は全参加校の中からローテーション（順番）で決めていきます。
つまり１０数年に１回の順番が私の時に来たわけで、かなり落ち込みました（笑）
　ですが、なかなかできない経験でもあるので、成功させて成長しようと、主将として精一杯
頑張りました！あ！言い忘れてましたが、一応主将やってます（笑）

　まずは場所の確保です。
うちの大学の体育館はすこぶる小さいのですが、知ったこっちゃありません！！
体育会、教学課を通して借りました。・・・・・間違えました、借りられませんでした(笑）
ほかの団体に先を越され、大会予定日の体育館をとられていました。
近くの体育館も借りることができません。

　先を越された団体に直談判です！
もう土下座する気満々です！！
・・・「あ？　いいですよ。うちの日にちをずらしますね！」・・・
うわ～～～　土下座する気満々の心境をいとも簡単に握りつぶされました。
いや、感謝すべきところなんですが、なんか納得いきません。
　とりあえず、１段階クリアです。

 次に審判員の手配です。４コートあるので、１コートだいたい９人くらいでしょうか？
３６人・・・まあ生徒の力では厳しいです。これはさすがに顧問の先生に手伝ってもらいました。
川越剣道連盟の先生方１４人に連絡を取ってもらい、協力いただけるように手配してもらいました。
ですが、まだ全然人数が足りません。これには埼玉大学を通して各参加校に審判に出ていただける
先生がいらっしゃるかどうか調べてもらい、それから住所を聞いて手紙で直接お願いしました。
　ここまででけっこう疲れてます。（笑）

審判長とコート主任は、直線電話でお願いしました。
電話が苦手な私には酷でしたね。。。

大学剣道部の主将ってスゴいですよね！

ちょっと心配しましたけど、大丈夫です(#^.^#)
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　トーナメント作成も自分たちです。各校から送られてきた選手登録表で人数を確認し、
トーナメントを作成できるフリーソフトで個人、団体の組み合わせを作りました。
　同時にプログラムを製作！　去年のプログラムを８割パクリ完成。
見れりゃ文句はないだろ精神です。
　
  次は当日の運営応援の手配。さすがに部員９人では厳しいので、
先輩たちに手伝ってもらいました。

　審判員、補助役員のお弁当も手配しました。一番安いホカ弁です。
資金は出るのですが、なぜか安い弁当。うちの女子部員はケチだと発覚した瞬間でした。（笑）

　いよいよ当日！！　さっそく問題発生、プログラムが足りません。
参加校の人からは前もってもらう部数をメールで送ってるとか言われます。
すぐにコピー！！　てんやわんやです！！
　会場はほかの部員にまかせて、主催校の部長として審判会議室にあいさつに・・・
噛みまくりでマジで穴があったら入りたい気分でした。

　司会は女子がやる！はずが・・・　「嫌だ！！絶対やんない～！！」
くそう！！俺がやるしかないじゃないか（泣）
そこに先輩が助け舟を出してくれ、やっていただくことに。先輩に後光がさしてました。

　試合開始！
始まってしまうと早いもので、あっという間でしたね。
試合結果？　　埼玉大学に惨敗ですよ・・・（笑）

　これで終わりです。
細かい部分はかなりはしょりましたが、予想外に長くなりました（笑）
大成功とまではいかないものの、なかなか良い結果になったんじゃないかと思います。

　書き終わって見てみるとただの日記ですね(笑）　あまり気にしないで「バカだなーこいつ」
程度に読んでいただけると幸いです。駄文失礼いたしました　（；'Д`A```

次次次次ののののバトンバトンバトンバトンはははは羽鳥君羽鳥君羽鳥君羽鳥君にににに渡渡渡渡したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます！　　！　　！　　！　　頑張頑張頑張頑張れれれれ羽鳥羽鳥羽鳥羽鳥！！！！（笑）

お疲れさまでした

　人数が少ない部員をまとめて、大会の開催準備と運営、大変でしたね～。お疲れさまでした～！
大変だったでしょうけど、いい経験でしたね。きっとこれから役に立つときがきますよ！
野口先輩、よいお話をありがとうございましたm(__)m　またＯＢ合同稽古会にいらしてくださいね♪

というわけで、羽鳥先輩、バトン渡りました～！！
お忙しいところ恐れ入りますが、来月、２０１１年新年１月号でよろしくお願いいたしま～す(^^)/
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　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みみみ
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
２３２３２３２３（（（（木木木木・・・・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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※※※※前半前半前半前半ののののゲームゲームゲームゲームはははは普段着普段着普段着普段着でででで参加参加参加参加。。。。寒寒寒寒いのでいのでいのでいので温温温温かいかいかいかい上着上着上着上着をををを着着着着てこようてこようてこようてこよう。。。。
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 プレゼントプレゼントプレゼントプレゼントとととと稽古着稽古着稽古着稽古着････袴袴袴袴・・・・防具防具防具防具もももも忘忘忘忘れずにれずにれずにれずに！！！！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳詳詳詳しくはおしくはおしくはおしくはお手紙手紙手紙手紙をををを確認確認確認確認してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ 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
　　　　　　　　　 　楽しいこと盛りだくさんの クリスマス会です！保護者の方の見学も大歓迎！
　　　　　　　　　　 ちびっ子もプレゼント交換用のプレゼントを用意して参加しよう！
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
２６２６２６２６((((日日日日))))　　　　　　　　埼玉大学寒稽古埼玉大学寒稽古埼玉大学寒稽古埼玉大学寒稽古　　　　初日初日初日初日　　　　午前午前午前午前５５５５：：：：００００００００～～～～７７７７：：：：００００００００　　　　埼玉大学体育館埼玉大学体育館埼玉大学体育館埼玉大学体育館にてにてにてにて　（　（　（　（年内年内年内年内はははは３０３０３０３０日日日日までまでまでまで））））

　

お 知 ら せ

　 　

１２１２１２１２月月月月のののの予定予定予定予定

　５（水）　　埼玉大学寒稽古　後半開始（～１４日（金）まで）
　６（木）　　駒剣　稽古始め　午後５：００～７：００　　今年もよろしくお願いしま～すm(_ _)m
　８８８８（（（（土土土土）　　）　　）　　）　　駒剣駒剣駒剣駒剣　　　　鏡開鏡開鏡開鏡開きききき　　　　稽古稽古稽古稽古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
　９９９９（（（（日日日日）　　）　　）　　）　　埼玉大学埼玉大学埼玉大学埼玉大学　　　　鳳翔剣大会鳳翔剣大会鳳翔剣大会鳳翔剣大会　　　　　　　　９９９９：：：：３０３０３０３０　　　　開会式開会式開会式開会式　　（　　（　　（　　（埼玉大学総合体育館埼玉大学総合体育館埼玉大学総合体育館埼玉大学総合体育館））））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おおおお手紙手紙手紙手紙がががが出出出出ていますのでごていますのでごていますのでごていますの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。。。。
１３（木）　　通常どおり　５：００～７：００
１５（土）　　通常どおり　３：００～５：００
２０（木）　　通常どおり　５：００～７：００
２２（土）　　通常どおり　３：００～５：００
２７（木）　　通常どおり　５：００～７：００
２９（土）　　通常どおり　　３：００～５：００

１１１１月月月月のののの予定予定予定予定

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

【小学生】
　　　　　　山口山口山口山口くんくんくんくん　　　　小５年

【成人】
　　　村田村田村田村田さんさんさんさん

ようこそ駒剣へ！
みなさん、早く仲良くなれるように、どんどん声をかけてくださいね。

よろしく
お願いしま～す！

２２２２月月月月のののの土曜日土曜日土曜日土曜日のののの稽古稽古稽古稽古はははは、、、、４４４４週全週全週全週全てててて２２２２部制部制部制部制になりますになりますになりますになります！！！！
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１１月２７日の保護者会には大勢の保護者の方にご出席いただきありがとうございました。
お陰様で、来年度の役員さん候補が決まりましたのでご紹介します。

    後援部 部長    後援部 部長    後援部 部長    後援部 部長・・・・・・・・・・・・本田正則本田正則本田正則本田正則さんさんさんさん

    　〃　    　〃　    　〃　    　〃　副部長副部長副部長副部長・・・・・・・・・・・・真砂幸子真砂幸子真砂幸子真砂幸子さんさんさんさん（（（（続続続続々々々々投投投投）、（）、（）、（）、（サブサブサブサブ））））有賀美江有賀美江有賀美江有賀美江さんさんさんさん

    　会    　会    　会    　会　　　　　　　　　　　　計計計計　　　　・・・・・・・・・・・・近藤近藤近藤近藤ママママママママさんさんさんさん、、、、山﨑山﨑山﨑山﨑ママママママママさんさんさんさん

    　書    　書    　書    　書　　　　　　　　　　　　記記記記　　　　・・・・・・・・・・・・加藤好江加藤好江加藤好江加藤好江さんさんさんさん（（（（続投続投続投続投）、）、）、）、種田種田種田種田ママママママママさんさんさんさん

    　合宿委員    　合宿委員    　合宿委員    　合宿委員　　　　・・・・・・・・・・・・北嶋秀行北嶋秀行北嶋秀行北嶋秀行さんさんさんさん、、、、權田啓子權田啓子權田啓子權田啓子さんさんさんさん、、、、本城本城本城本城ママママママママさんさんさんさん、、、、河内河内河内河内みさこさんみさこさんみさこさんみさこさん、、、、真砂仁真砂仁真砂仁真砂仁さんさんさんさん
　　　　　　　　　　　　　　　　

　　正式には来年の総会で決定ですが、引継ぎの関係で今後の行事で徐々にお手伝いいただくとのこと。
　　お世話になります。後援部の保護者みんなで役員さんたちをバックアップしていきましょう。
　　どうぞよろしくお願い致しますm(_ _)m

　

最後はお楽しみ！星やん武芸帳！
星野さん今年も１年間ありがとうございましたm(__)m
来年もまたどうぞよろしくお願いいたします(^^)/

　 　

新役員新役員新役員新役員さんさんさんさん候補候補候補候補がががが決決決決まりましたまりましたまりましたまりました

「返事のタイミングをのがさな
いように、集中して先生のお
話を聞こう！」　　「　「　「　「ハイッハイッハイッハイッ！」！」！」！」

こんにちは！
よろしくお願いします！
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