
　

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。。。。

日本海側の大雪が
早くやみますよう
に！

これ以上鳥インフ
ルエンザの被害
が広がりません
ように！

駒剣のみんなが
安全に楽しく剣道
ができますように！

新燃岳の噴火が早
くおさまりますよう
に！
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1111 佐々木　涼太 4 本荘　真 11 田上　征哉 4 佐々木 4

2222 野口　亮 6 尾島　寿子 4 加藤　晃揮 1 野口 6

3333 浜野　泰徳 8 山田　節男 3 松尾　雅樹 1 浜野 10

4444 渡辺　周平 15 山崎　利男 15 田中　裕一郎 11 近藤 2

5555 近藤　恵人 8 渡辺　良平 14 石田　陸人 15 種田 4

6666 清水　宗一郎 3 西　博尚 1 野口　慶人 15 本荘 2

7777 須山　舜太 5 星野　芳範 12 松浦　宏大 3 脇田 8

8888 種田　祥吾 4 中牟田　英明 8 木村　啓人 2 北嶋 1

9999 本荘　日向 15 須山　勉 7 高橋　慧 1 本城 3

10101010 本多　和史 4 古澤　久枝 7 吉田　高壮 1 本田 3

11111111 松本　駿平 15 近藤　英隆 1 平島　結花 2 真砂 13

12121212 森　渉 15 石井　美保 1 千葉　智佳 15 森田 2

13131313 脇田　脩平 8 木村　由枝 2 本多　修平 4 河内 5

14141414 新井　駿太 9 渡邊　順迎 1 山崎　直人 8 權田 5

15151515 大西　弘泰 15 稲森　久士 15 真砂　裕 15 篠田 1

16161616 北嶋　柊一 3 清水　聡 14 平田　雄也 14 小松田 1

17171717 本城　通明 3 新井　美鈴 10 野村　健人 8 石塚 5

18181818 本田　青一郎 5 本田　正則 5 堀田　智菜 3 有田 3

19191919 真砂　智 14 新井　孝哉 11 堀田　陽菜 3 山﨑 3

20202020 三浦　柊 1 大西　美映子 15 大野　敦史 4 有賀 2

21212121 森田　将彰 3 有賀　寿 2 太田　智子 14 加藤 2

22222222 河内　聡志 5 千葉　真由美 15 有賀　大穂 2

23232323 權田　陽樹 7 太田　康予 11 稲森　隆太郎 2

24242424 篠田　耕汰 1 權田　啓子 2 中牟田　侑紀 4

25252525 長谷部　颯太 4 長谷部　太郎 5 木村　香織 2

26262626 真砂　歩 15 津越　猛 4

27272727 小松田　聖流 1

28282828 津越　勇輝 4

29292929 中牟田　莉奈 6

30303030 石塚　美穂 5

31313131 有田　好 3

32323232 山﨑　彩香 4

33333333 有賀　真菜 2

34343434 加藤　愛佳 2

35353535 權田　優樹 2

36363636

224224224224 196196196196 154154154154 85858585 659
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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。。。。

本荘先生本荘先生本荘先生本荘先生よりよりよりより

　日中は少しずつ暖かくなり、春の訪れを感じさせてくれます。ただ、インフルエンザや風邪がまだ流
行っているようです。引き続き体調管理には気をつけて、みんなで稽古をしていきましょう。

　さて、2月号といえば恒例の埼玉大学寒稽古の参加記録です。年末から年始にかけての15日間、今
回も多くの駒剣士が早朝から参加して稽古に励んでいました。埼大の後ろに陣取ってのランニングに
始まり、早く面をつけての元立ちの先生方との基本打ち、激しい切り返しと掛かり稽古、地稽古と最後の
竜田川まで、気迫ある稽古ぶりでした。昨年は21日間でしたので、参加総日数は50日減っています
が、参加者は小学生、成人会員、ＯＢ会員、後援部員のいずれもが増えています。それだけ今年度入
会した新しいメンバーがこぞって参加したことが伺えます。皆勤者が14人、それ以外にも8日以上の勝
ち越し組が21人もいます。特筆すべきは、もう何年も娘さんの送り迎えで見とり稽古皆勤していた千葉
母こと真由美さんが、今年は下に降りて皆勤賞！ちょっと前に「○○で金、△△でも金！」というフレー
ズがありましたが、「見とりで皆勤、稽古を始めても皆勤！」すごいことです。大西母子の皆勤も立派で
す。よくぞ成し遂げました。その成果がいつ現れるか、楽しみにしています。日向、駿平、渉の５年生３
人組の皆勤も、これからの駒剣の大きな力となるでしょう。真砂三兄弟、さすがです。周平は面つけ一
番でも目立っていました。他にも、勇気を出して1日でも参加した人もいることでしょう。その努力は必ず
報われます。翌年につながります。駒剣の659日、しばし貯金し、引き続き積み重ねていき、これから大
きな花を咲かせましょう。
 ２月２０日（日）には、埼玉大学の剣道部員によるお礼稽古会があります。寒稽古のあった埼大体育館
で９時から１２時。内容は「よりよい『１本』を目指して--充実した気勢・適正な姿勢の作り方‐‐です。

　２月、３月と土曜日は前後半で稽古していきます。以前にもお話をしましたが、お父さん剣士に今まで
以上に指導者として入っていただき、多様できめ細やかな稽古を行っていきます。今週は誰が先生
か、楽しみにしながら参加してください。

　１か月後の３月５日は後期の級審査会が
行われます。「基本に忠実な剣道」であるか
を振り返るよい機会です。切り返しと基本打
ちを含めて、「いい立合いができたね。」と
言われることは、試合で上位になり賞状をも
らうことと同じくらいのことと思い、目標を
持って努力してみてください。

　６年生にとっては、あと２か月の駒剣となり
ました。ぜひ後輩たちに駒剣の伝統を引き
継いでいってください。１級を持っている４
人には、級審査会の日、浦和剣連のさくら
草旗剣道大会の強化稽古会に参加しても
らいます。色々なことを吸収して、さらに大
きく強くなってもらいたいです。

　３月２１日、今年も強いメンバーで「さくら
草旗剣道大会」に臨みます。選手だけでな
く応援団も一緒に、今年度最後の試合、盛
り上げていきましょう。６年生への卒業祝い
になるといいですね。

　４月２日（土）には、ＯＢ会があります。子ど
もから大人まで大勢の参加をお待ちしてお
ります。
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１月６日（木）　　尾島先生・渡邊順迎先生

　　　　・本当に寒い中、活気あふれる稽古ができました。

　　　　・３コートで３審判での試合。成人会員の方々に見守られた会を今回も感じました。

１月８日（土）　　１部：近藤先生・中牟田先生　　　２部：中牟田先生

　　　　１部　・基本を中心にていねいに教えていただきました。

　　　　　　　・寒い日でしたが、元気に楽しく稽古ができました。

　　　　２部　・寒稽古と同じようなメニューで稽古しました。　

　　　　　　　 ・本荘先生も風邪をひいてマスクをしていました。明日は鳳翔剣大会、気合が入った稽古になりました。

１月１３日（木）　　尾島先生・近藤千恵子先生・木村由枝先生

　　　・寒い中、充実した稽古ができました。

　　　・中盤で前半の回り稽古で練習したことを、即、試せる、実践に近い稽古ができたのが良かったです。

　　　　休憩する子どももなく、みんなが一生懸命できました。御指導の先生方、ありがとうございました。

１月１５日（土）　　本荘先生

　　　・寒稽古が終わり、駒剣からはたくさんの方が参加されたということで、素晴らしいと思いました。

　　　　早朝、暗く寒い中、お疲れ様でした。

１月２０日（木）　　尾島先生

　　　・体験の方あり。（渡辺くん　原山小４年　三浦君のお友達）

　　　・インフルエンザが流行し始めたようです。体調管理に気をつけてください。　寒い中、しっかりと稽古できました。　

１月２２日（土）　　山崎先生

　　　・寒い中、声も大きく、気合の入った稽古でした。

　　　・渡辺くんが入会。新たに見学体験者も複数あり。

　　　・山崎先生より反則についてのお話がありました。

１月２７日（木）　　尾島先生・近藤千恵子先生

　　　・今日もとても寒く、底冷えする中の稽古でした。序盤は声がなかなか聞こえてこなかったけれど、

　　　　体が温まるにつれ、大きな声が出るようになった様子。途中、休憩する子が多かったのが気に

　　　　なりました。　寒さに負けずガンバレ！！

１月２９日（土）　　本荘先生

　　　・さくら草旗剣道大会の選手選考試合が行われ、気合いが感じられました。

　　　・短い準備運動でしたが、寒いのによく動いていたと思います。

お当番さん、寒い中ありがとうございましたm(_ _)m

１１１１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
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今年も埼玉大学の寒稽古中の１月９日（日）に、鳳翔剣大会が行われました。

小学生の試合は学年別ではない２分間の本数勝負。上級生下級生関係なく、３本でも４本でも取れるだけ取るという

ちょっと変わった試合で、いっぱい取れた子も、逆に取られてしまった子もいたのではないでしょうか。

しかし、どの子も堂々とした態度で試合に臨み、力いっぱい戦っていました。試合結果と記録をつけてくださった

成人会員さんや保護者の方々のコメントを掲載します。（恒例の選手の感想は・・・ないです！この直後、高熱で３日ほど

寝込んでいる間に、もらうのをすっかり忘れてしまいました(>_<)　ごめんなさ～い！）

真砂真砂真砂真砂　　　　歩歩歩歩くんくんくんくん（人数枠の関係で木崎清心会から参加）

- 宮城（朝霞） ・・・おしい！！　１本が決め切れなかった。

有田有田有田有田　　　　好好好好さんさんさんさん

- 佐藤（真和館）・・・声も体もとっても大きい相手でした。試合の途中から緊張がとれて

　　　惜しい面がたくさんありました。もう少しです。

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

- 大貫（朝霞） ・・・引き小手が何度も当たっていましたが、惜しくも１本にはなりませんでした。

- 佐々木（朝霞）・・・内容は負けていなかったけど、惜しい！！

新井新井新井新井　　　　駿太駿太駿太駿太くんくんくんくん
- 黒田（朝霞剣）・・・小柄ですばしっこく、くっ付いてくる相手。なかなか打つチャンスがなく、

　　　延長判定勝ち。

- 小野（荒川剣）・・・強い６年生にがんばってくらいついてました。偉い！！

真砂真砂真砂真砂　　　　智智智智くんくんくんくん（人数枠の関係で木崎清心会から参加）

不戦勝 - 高橋（天馬剣）

- 伊藤（荒川剣）・・・はげしい打ち合い。延長で見事な面！　素晴らしい！！

- 森（駒剣） ･･･駒剣対決。森君の圧力に果敢に挑んでいました。

　　　少し剣先が高いそうです（清水先生談）

山﨑山﨑山﨑山﨑　　　　彩香彩香彩香彩香さんさんさんさん

- 磯（新座剣） ・・・もっと前に出よう。背の高い相手の勢いに負けてしまいました。

近藤近藤近藤近藤　　　　恵人恵人恵人恵人くんくんくんくん

- 西郷（藤沢剣）・・・面に竹刀は届いているけど、残心がなくて１本にならず。惜しいです。

　　　声、勢いは十分ありました。

　

コ

コ

４４４４年生年生年生年生

５５５５年生年生年生年生

３３３３年生年生年生年生

判

判

　

メ　メ メ

メ

ド

メ メ

判

判

判
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清水清水清水清水　　　　宗一郎宗一郎宗一郎宗一郎くんくんくんくん

- 土田（粕川剣）・・・惜しい！１本１本を打ち切ろう。

本荘本荘本荘本荘　　　　日向日向日向日向くんくんくんくん

- 小林（川口北）・・・最後まで自分のペースで攻めていました。

- 鈴木（朝霞剣）・・・内容では負けていませんでした。もう少し手数が欲しかったかな。

松本松本松本松本　　　　駿平駿平駿平駿平くんくんくんくん

- 竹渕（粕川剣）・・・６年生相手に互角の勝負。延長戦で見事な小手が決まり勝利。お見事！

- 岡（妙武館） ･･･微妙な小手が入り残念な負け。

森森森森　　　　渉渉渉渉くんくんくんくん

- 斎田（朝霞剣）・・・序盤から一方的な展開。強い。

- 遠藤（新座剣）・・・上の方から圧倒するもなかなか入らず。延長戦。勢いもあり、延長判定は旗３本。

- 真砂（木崎清心会･･･駒剣対決！落ち着いて体全体で圧倒している感じでした。

- 斎藤（天馬） ・・・相手は強い６年生。積極的に打ってでましたが、面１本取られました。がんばった

脇田脇田脇田脇田　　　　脩平脩平脩平脩平くんくんくんくん

- 井上（荒川剣）・・・力いっぱい頑張りました。次はもっと前に向かって攻めていこう

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

- 中村（天馬） ・・・前にでようという気持ちが試合に出ていました。

- 磯（新座剣） ・・・この試合も気持ちで勝ちました。良い連続技も出てきました。

- 上野（真和館）・・・絶えず積極的に攻めました。見事な小手でした。

- 江藤（妙武館）・・・延長で引き胴をとられてしまいましたが、立派な立合いでした。

浜野浜野浜野浜野　　　　泰徳泰徳泰徳泰徳くんくんくんくん

- 岩崎（忠誠館）･･･強い相手でした。気持ちで負けずに真直ぐ面に向かっていました。

渡辺渡辺渡辺渡辺　　　　周平周平周平周平くんくんくんくん

- 福島（荒川剣）・・・（試合が重なり、コメントなし）

大野大野大野大野　　　　敦史先輩敦史先輩敦史先輩敦史先輩　　　　

- 中土（六角橋中･･･いいところを攻めていたのだが、打ち切れていなかったのが残念。

　　　先を取る気持ちで行けばよいと思いました。

田上田上田上田上　　　　征哉先輩征哉先輩征哉先輩征哉先輩

- 平井 ・・・充実した気合で、引き面、出小手を気持ちよく決めていました。

- 小川（木崎清心会・・・開始後すぐの面。二本きれいに決めました。

- 野口（木崎中）・・・駒剣ＯＢ野口君との試合。落ち着いて機会をとらえた打ちは見事です。

- 仲山（六角橋中･･･強い相手でした。１本取った後守りに入られてやり辛そうでした。

判
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中学生は
３本勝負です。
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山崎山崎山崎山崎　　　　直人先輩直人先輩直人先輩直人先輩

- 菅沼（荒川剣）・・・相手をよく見ていて余裕の勝利！　最初の小手が速かった。面は大きくきれいに

　　　決まり素晴らしかったです。

- 袴田（塚越剣）･･･今ひとつ調子が出ないと本人は言っていましたが、大きな相手でも落ち着いて

　　　いました。

平澤（土合中）・・・手出しが速い、速効性のある力強い打撃で良かった。

- 関下（田島剣）・・・とても惜しかった。２本目の面はほぼ同時に入ったが、相手方が一瞬速かった。

　　　しかし最後までよく相手の動きを見ていて頑張った！

千葉千葉千葉千葉　　　　智佳先輩智佳先輩智佳先輩智佳先輩

- 高松（新座剣）･･･自分より大きな相手でしたが、面のレベルが違いました。さすが。

- 佐藤（真和館）･･･またまた千葉ちゃんより大きい相手！　お互い面の打ち合い。判定で２-１。

　　　惜しい試合でした。面のレベルは負けてないと思います。

堀田堀田堀田堀田　　　　陽菜先輩陽菜先輩陽菜先輩陽菜先輩

- 長澤（日進中）･･･しっかり面がきれいに決まり、よく動いていた。これからが楽しみです。

- 田中（土合中）･･･速攻の面がきれいに入った。少し下がり気味が気になったが、２本目も面が

　　　しっかり入った。

- 河合（川口南中･･･相手もしぶとくついてきたが１本勝ち！！頑張りました。声が出てよかった。

- 尾山（大原中）･･･声も出て、前に出る良い試合だったが、相手の攻めが速かった。頑張りました。

堀田堀田堀田堀田　　　　智菜先輩智菜先輩智菜先輩智菜先輩

不戦勝 - 菅野（六角橋中）

砂野（尾間木中･･･２本とも合い面で惜しくも負けてしまった。相手の方が声が出てました。残念。

　

コ メ

メ

メ

コ

判

メ

メ

メコ

メ

コ

メ

メ

メ

メ

メ

メ

メ
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ご指導くださった先生方、当日の記録やお世話をして下さった成人会員のみなさん、

そして応援してくださった保護者の方々もありがとうございました。
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さて、今年ももう２月・・・ということは、６年生はもうすぐ卒業です。

みんなのあこがれ６年生７人衆が卒業しちゃうのは、本当にさびしいですね～(T_T)

そこで今しか聞けない６年生の気持ち、好きなタレントなどなど教えてもらいました。・・・

へぇ～そうだったんだ～(^o^)がたくさん！！６年生のみなさん、たくさんの質問に頑張って答えてありがとうございました～(

石塚さん　・・・みほちゃん、みほ
佐々木くん・・・ささっきー、ミッキー
住田くん  ・・・てっちゃん
中牟田さん・・・りな、中牟田！
野口くん　・・・のぐっちゃん
浜野くん　・・・はまち
渡辺くん　・・・周平
 

石塚さん　・・・１時間ぐらい
佐々木くん・・・１時間ぐらいです。
住田くん  ・・・２時間
中牟田さん・・・宿題と少し（笑）
野口くん　・・・３０分～６０分
浜野くん　・・・１時間ぐらい
渡辺くん　・・・１時間～２時間ぐらい。
 

石塚さん　・・・・５人家族（２人兄妹）
佐々木くん・・・・４人家族で妹が１人です。
住田くん  ・・・・３人家族
中牟田さん・・・・５人です。姉が２人います。３姉妹の末っ子です。
野口くん　・・・・４人、妹１人
浜野くん　・・・・５人
渡辺くん　・・・・５人家族、３人姉弟
 

QQQQ1111....ペットペットペットペットなどもなどもなどもなども入入入入れてれてれてれて何人家族何人家族何人家族何人家族ですかですかですかですか？？？？兄弟兄弟兄弟兄弟はははは何人何人何人何人？？？？

QQQQ３３３３....学校学校学校学校でででで何何何何とととと呼呼呼呼ばれていますかばれていますかばれていますかばれていますか？？？？あだあだあだあだ名名名名
はははは？？？？

　

QQQQ２２２２....好好好好きなきなきなきな食食食食べべべべ物物物物、、、、苦手苦手苦手苦手なななな食食食食べべべべ物物物物はははは？？？？

QQQQ４４４４....毎日毎日毎日毎日、、、、家家家家でどのくらいでどのくらいでどのくらいでどのくらい勉強勉強勉強勉強しますかしますかしますかしますか？？？？

お姉さんが作ってくれる
プリン♪いいな～！
　おいしそう～(#^.^#)

毎日２時間はすごいなあ！！エライ＼(◎o◎)／！

石塚さん　　　　　　　おかし　　　　　　　　　　　　　ピーマン
佐々木くん　　　 　　 カレー　　　　　　　　　　　　　ししゃも
住田くん 　　　 ハンバーグ・おひたし　　　　　　　おそらくなし
中牟田さん　　　侑紀姉さんがつくるプリン！　　　 すぶた
野口くん　　　　　　　チョコ　　　　　　　　　　　　　　　無し
浜野くん　　　　 　しょうゆラーメン　　　　　　　にんじんスティック
渡辺くん　　　　 　バナナ・肉　　　　　　　　ピーマン・正月料理・豆類
 

好好好好きききき((((^̂̂̂oooo^̂̂̂)))) 苦手苦手苦手苦手((((>_<>_<>_<>_<))))
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石塚さん　　　　　音楽　　　　　　　　　　算数
佐々木くん　 　社会・理科　　　　　　　図工・体育
住田くん 　　　　 体育　　　　　　　　　　なし
中牟田さん　　 体育・音楽　　 　　　　　算数・理科
野口くん　　　　　体育　　　　　　　　　特にない
浜野くん　　 　　 社会　　　　　　　　　　算数
渡辺くん　　 　　 理科　　　　　算数・国語・体育・総合学習
 

石塚さん　・・・マンガ「フェアリーテイル」
佐々木くん・・・映画「トイストーリー３」
住田くん  ・・・マンガ「ＮＡＲＵＴＯ」
中牟田さん・・・本「青い鳥」
野口くん　・・・マンガ「ＧＡＮＴＺ」映画「ソーシャルネットワーク」
浜野くん　・・・マンガ「ジャンプ」
渡辺くん　・・・マンガ「ナルト」「ワンピース」本「歴史魂」
 　　　　　　　　「坂本龍馬」「日本の歴史」

石塚さん　・・・ポケモン＜ゾロア＞
佐々木くん・・・ｷｬﾗｸﾀｰはいないけれど、剣道の高鍋さんです。
住田くん  ・・・ＮＡＲＵＴＯ
中牟田さん・・・香里奈
野口くん　・・・Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｊａｃｋｓｏｎ
浜野くん　・・・タモリさん
渡辺くん　・・・ＥＸＩＬＥ、石田三成、真田幸村、伊達政宗
 

QQQQ６６６６....剣道以外剣道以外剣道以外剣道以外にににに習習習習いごとはいごとはいごとはいごとは？？？？

QQQQ５５５５....好好好好きなきなきなきな教科教科教科教科、、、、苦手苦手苦手苦手なななな教科教科教科教科はははは？？？？

QQQQ７７７７....一番面白一番面白一番面白一番面白かったかったかったかった本本本本ややややマンガマンガマンガマンガ、、、、映画映画映画映画はははは？？？？

みんな、いろいろ観たり読んだりしているんですね～、感心感心！

QQQQ８８８８....好好好好きなきなきなきなキャラクターキャラクターキャラクターキャラクターやややや芸能人芸能人芸能人芸能人はははは？？？？

ﾎﾟｹﾓﾝから高鍋選手までいろいろ出ましたね～♪　(*^。^*)

体育や社会が好きな人が多いですね～(^^)/　不人気は算数？

石塚さん　・・・ピアノ、ソフトバレーボール
佐々木くん・・・英語
住田くん  ・・・ボーイスカウト
中牟田さん・・・ピアノ、習字、英語
野口くん　・・・スポーツクラブ、英語、算数
浜野くん　・・・水泳、そろばん
渡辺くん　・・・「・・・」
 

好好好好きききき((((^̂̂̂oooo^̂̂̂)))) 苦手苦手苦手苦手((((>_<>_<>_<>_<))))
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石塚さん　・・・面　　　　   　　　野口くん　・・・面
佐々木くん・・・面！！　 　　　　　浜野くん　・・・面
住田くん  ・・・面　 　　　　　　　渡辺くん　・・・面
中牟田さん・・・小手
　

石塚さん　・・・
佐々木くん・・・シルシルミシル
住田くん  ・・・探偵ナイトスクープ
中牟田さん・・・ひみつの嵐ちゃん
野口くん　・・・Ｄｅｒｏ
浜野くん　・・・笑っていいとも！！
渡辺くん　・・・やりすぎコージー、ＥＸＩＬＥ魂、ワンピース、ナルト疾風伝

QQQQ９９９９....好好好好きなきなきなきなゲームゲームゲームゲームはははは？？？？

QQQQ１３１３１３１３....小手小手小手小手、、、、面面面面、、、、胴胴胴胴のののの中中中中でででで一番好一番好一番好一番好きなきなきなきな技技技技はははは？？？？

QQQQ１１１１１１１１．．．．中学中学中学中学にににに行行行行ったらったらったらったら何何何何をしたいですかをしたいですかをしたいですかをしたいですか？（？（？（？（部活部活部活部活はははは？）？）？）？）

QQQQ１２１２１２１２．．．．剣道剣道剣道剣道はいつからはいつからはいつからはいつから、、、、どうしてどうしてどうしてどうして始始始始めたんですかめたんですかめたんですかめたんですか？？？？

６年生は、みんなしっかりしているけど、剣道を始めた時期はみごとにバラバラだったんですね～。

石塚さん　・・・ポケモン
佐々木くん・・・ポケモン
住田くん  ・・・ＮＡＲＵＴＯ
中牟田さん・・・ＤＳ
野口くん　・・・パワプロ（実況パワフルプロ野球）
浜野くん　・・・ポケモン
渡辺くん　・・・たくさんあります。モンスターハンターポータブルサード、ナルト疾風伝激闘忍者対戦ＥＸ

 

ﾎﾟｹﾓﾝ人気ですね～

QQQQ１０１０１０１０....好好好好きなきなきなきなテレビテレビテレビテレビ番組番組番組番組はははは？？？？
いろいろありますね～
Ｄｅｒｏは天井が下がってくるお部屋で
謎解きして脱出したりする
これですね→

石塚さん　・・・
佐々木くん・・・もちろん剣道！！
住田くん  ・・・剣道かバスケ
中牟田さん・・・友達をたくさん作りたいです。部活はもちろん剣道部です。
野口くん　・・・陸上
浜野くん　・・・剣道部
渡辺くん　・・・中学校に剣道部がないので、決まっていない。

石塚さん　・・・６年の７月ごろから
佐々木くん・・・４年から。剣道教室が楽しかったからです。
住田くん  ・・・体験教室に参加して、面白かったから。
中牟田さん・・・２年生から始めました。姉と父がやっているのを見て・・・
野口くん　・・・３年生から何となく始めた。
浜野くん　・・・５年の終わりぐらいから。僕の母さんのお兄さんがやっていたから。
渡辺くん　・・・１年生から。父さんが作ったつばが欲しかったから。

ご存知、良平さんの特製つば♪
周平君は、これが
欲しかったんですね～(*^。^*)
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石塚さん　・・・面がうまく打てたこと。　　うまくできないとき
佐々木くん・・・　　　　合宿　　　　　　　　　　 ？
住田くん  ・・・相手の面が打てたとき。　すり足をしていて足に水ぶくれができてしまったとき。

中牟田さん・・・　　　 夏合宿　　　　　　　　　月例試合
野口くん　・・・　　　　合宿
浜野くん　・・・　　　　合宿　　　　　　　　　　合宿
渡辺くん　・・・　　　　合宿　　　　　　　　　 寒稽古
 

　合宿は楽しくもあり、また厳しくもあり・・・かな?　水ぶくれ、痛かったね(>_<)

辛辛辛辛かったかったかったかった((((>_<>_<>_<>_<))))楽楽楽楽しかったしかったしかったしかった(*(*(*(*^̂̂̂。。。。^̂̂̂*)*)*)*)

石塚さん　・・・声優
佐々木くん・・・警察官
住田くん  ・・・今のところなし
中牟田さん・・・今は特にありません！
野口くん　・・・　　　？
浜野くん　・・・すし屋の大将
渡辺くん　・・・警察官
 

石塚さん　・・・「楽しいからやってみな。」

佐々木くん・・・「剣道はとても楽しくて、とてもいいものなので、絶対始めて！！」

住田くん  ・・・「剣道は、年齢に関係なく誰でもできて楽しいよ。」

中牟田さん・・・「駒剣の先生方はとーても優しい方々ですヨ。ぜひぜひ、始めてくださいね。（笑）」

野口くん　・・・「とりあえず、やってみよう。」

浜野くん　・・・「楽しいから、がんばれ。」

渡辺くん　・・・「剣道、楽しいよ。」

 

QQQQ１４１４１４１４....家家家家ではどんなではどんなではどんなではどんなトレーニングトレーニングトレーニングトレーニングをしていますかをしていますかをしていますかをしていますか？？？？

QQQQ１６１６１６１６....これからこれからこれからこれから剣道剣道剣道剣道をををを始始始始めようかなめようかなめようかなめようかな～？～？～？～？とととと迷迷迷迷っているっているっているっている人人人人がいたらがいたらがいたらがいたら、、、、何何何何とととと言言言言ってあげるってあげるってあげるってあげる？？？？

QQQQ１５１５１５１５....駒剣駒剣駒剣駒剣でででで一番楽一番楽一番楽一番楽しかったことしかったことしかったことしかったこと、、、、一番一番一番一番つらかったことはつらかったことはつらかったことはつらかったことは？？？？

QQQQ１７１７１７１７．．．．小学校生活小学校生活小学校生活小学校生活でででで一番一番一番一番のののの思思思思いいいい出出出出はははは何何何何？？？？

QQQQ１８１８１８１８．．．．将来将来将来将来のののの夢夢夢夢はははは？？？？

石塚さん　・・・あまりやっていない。　　　　   　野口くん　・・・素ぶり
佐々木くん・・・素ぶり　 　　　　　　　　　　　　　浜野くん　・・・すぶり
住田くん  ・・・腹筋　 　　　　　　　　　　　　　　　渡辺くん　・・・していない。
中牟田さん・・・たまーに　すぶり（笑）
　

石塚さん　・・・
佐々木くん・・・県大会に出られたことです。

住田くん  ・・・成績がとても良かったとき。冬季林間学校（スキー教室）に行った時。

中牟田さん・・・バスケットボール大会

野口くん　・・・修学旅行

浜野くん　・・・６年生の１年間

渡辺くん　・・・先生とボウリングに行ったこと。

 

11



石塚さん　・・・「これからもどんどんがんばってください。」

佐々木くん・・・「楽しく剣道をして、もっともっと上手になってください。
　　　　　　　　　今までありがとうございました！！」

住田くん  ・・・「これからも剣道頑張って下さい。」

中牟田さん・・・「頑張ってネ。応援していますヨ。」

野口くん　・・・「稽古大変だけど、がんばってね。」

浜野くん　・・・「ぼくが剣道を初めてやった時からささえてくれてありがとう。」

渡辺くん　・・・「寒稽古で面つけ１番を目指してください。」

 

QQQQ１９１９１９１９．．．．駒剣駒剣駒剣駒剣のののの後輩後輩後輩後輩にににに一言一言一言一言、、、、どうぞどうぞどうぞどうぞ！！！！

QQQQ２０２０２０２０．．．．先生方先生方先生方先生方、、、、成人会員成人会員成人会員成人会員さんたちにさんたちにさんたちにさんたちに一言一言一言一言、、、、どうぞどうぞどうぞどうぞ。。。。

石塚さん　　・・・「今までありがとうございました。」

佐々木くん ・・・「今まで優しくていねいに剣道や礼儀などを教えてくれて本当にありがとう

　　　　　　　　　　ございました。中学に行っても剣道は続けるので、これからもよろしくお願いします。」

住田くん    ・・・「今までありがとうございました。」

中牟田さん・・・「今までありがとうございました。中学に入っても剣道も勉強も頑張ります。

　　　　　　　　　　ちょくちょく駒剣に来ると思うので、そのときはよろしくお願いします。」

野口くん　・・・「今までありがとうございました。」

浜野くん　・・・「いろいろな技などを教えてくれてありがとうございました。」

渡辺くん　・・・「６年間稽古ありがとうございました。」

 

QQQQ２１２１２１２１．．．．おおおお家家家家のののの人人人人にににに一言一言一言一言どうぞどうぞどうぞどうぞ！！！！

石塚さん　・・・「中学も一生懸命がんばります。」

佐々木くん・・・「剣道を習わせてくれたり、応援をしてくれて本当にうれしかったです。

　　　　　　　　　　　これからも剣道をがんばります。」

住田くん  ・・・「剣道をさせてもらってありがとう。」

中牟田さん・・・「今までありがとう！中学生になってもどうぞよろしくおねがいします。」

野口くん　・・・「お当番ありがとうございました。」

浜野くん　・・・「いつもいつもぼくのことを支えてくれてありがとう。

　　　　　　　　　　　これからもずっと支えてください。」

渡辺くん　・・・「６年間、送り迎えありがとうございました。」

６年生の皆さん、たくさんの質問に答えてくれてありがとう！
中学で剣道続ける人も、そうでない人も、先生方に教えていただいたこと、例えば・・・元気な挨拶！
例えば・・・思いやりの心！　例えば・・・強気の気持ち！　例えば・・・先を取る！　例えば・・・道具の整理整頓！
　などなどを忘れずに、これからの中学校生活に活かしていってくださいね。

そうすれば、りっぱな中学生になれること請け合い！！（駒剣の教えは、剣道だけじゃない！生活全般に
オールマイティーなのだ～(*^_^*)）
卒業までカゼなど引かないように、もう少しの間、後輩たちへの指導もよろしくお願いしま～す(^^)/
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＜＜＜＜おおおお父父父父さんさんさんさん、、、、おおおお母母母母さんのさんのさんのさんの剣道体験稽古会剣道体験稽古会剣道体験稽古会剣道体験稽古会のごのごのごのご案内案内案内案内＞＞＞＞

尾島尾島尾島尾島　　　　寿子寿子寿子寿子

　今年度の最後の稽古日に体験の稽古会を行います。
剣道への理解と子どもの気持ちを知り、家族の会話に花が咲く、・・・そんな収穫を期待します。
　貸し防具の数の関係上、現５年生、６年生の保護者の方が対象です。
特に６年生の保護者の方には多く参加していただき、卒業前に親子で駒剣の思い出を作って
もらえたらと思います。
　子どもたちは、通常どおり稽古に参加してください。

日時日時日時日時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日（（（（木木木木）　）　）　）　午後午後午後午後５５５５：：：：００００００００～～～～７７７７：：：：００００００００
会場会場会場会場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　駒場体育館駒場体育館駒場体育館駒場体育館　　　　剣道場剣道場剣道場剣道場
集合集合集合集合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　午後午後午後午後４４４４：：：：３０３０３０３０
持持持持ちちちち物物物物　　　　　　　　　　　　　　　　飲飲飲飲みみみみ物物物物、、、、汗拭汗拭汗拭汗拭ききききタオルタオルタオルタオル
内容内容内容内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　剣道着剣道着剣道着剣道着、、、、袴袴袴袴、、、、防具防具防具防具をつけてをつけてをつけてをつけて稽古稽古稽古稽古をををを体験体験体験体験しますしますしますします。。。。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※※※※　　　　上記上記上記上記のののの用具用具用具用具とととと竹刀竹刀竹刀竹刀、、、、手手手手ぬぐいはこちらでぬぐいはこちらでぬぐいはこちらでぬぐいはこちらで用意用意用意用意しますしますしますします。。。。

　２月中旬に対象者の方々にご案内書を配布いたします。
出欠表を３月１０日（木）までに、真砂さん、またはお当番さんに提出お願いします。
人数が不足する場合、４年生の保護者の方にも声掛けすることがありますのでご了承ください。
　成人会員の方で、当日お手伝い参加のできる方は、３月２４日（木）までに、尾島に声掛けお願いします。
春休み期間中ですので、ＯＢＯＧの参加の予定があればお知らせください。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆　前回前回前回前回（2009年１０月）参加者参加者参加者参加者のののの感想感想感想感想よりよりよりより　☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

「本当本当本当本当にありがたいにありがたいにありがたいにありがたい経験経験経験経験でしたでしたでしたでした。。。。
　袴をはいたときは、身が引き締まる気分でしたが、防具を
　つけると身動きがとれなくて自分の身体でないような感じ・・・。
　面を打てたときは、非常にうれしかったです。
　普段、子どもたちは暑いときも寒いときも、こんな思いで
　がんばっているのかとつくづく感心いたします。」
　

「「「「とてもとてもとてもとても楽楽楽楽しいしいしいしい二時間二時間二時間二時間でしたでしたでしたでした♪♪♪♪
　　　　やっぱりスポーツや観ているよりやったほうが好きです！
　そして先生方子どもたちの動きの良さに脱帽(^_^;)」

「皆さん、こんな不自由な姿でよく俊敏に動けますね～
　今回参加させていただいて剣道をぐ―んと身近に感じる
　ことができました。楽楽楽楽しかったですしかったですしかったですしかったです。。。。」
　

「「「「見見見見るとやるとはるとやるとはるとやるとはるとやるとは大違大違大違大違いいいい！！！！
　息子に「もっと動かなくちゃ！」とか「攻めろ！」とか、
　偉そうに言っていた私ですが、　以前までとはちょっとだけ、
　子どもの剣道を見る目も変わると思います。」

みなさん、お誘い合わせの上、ご参加くださいね(*^。^*)

　「おかあさん、がんばってました。」

　「ぼくのお母さんを見ていると「技」もよかったですが、
　　「声」もすごくいいと思いました。ぼくのお母さんも
　　剣道を始めると強くなりそうです。」

　「お母さんのけいこはとてもおもしろかったです。
　　お母さんのけいこは、いがいと上手でした。」

　「初めて竹刀を握って面をつけて、いきなり試合をした
　　のに、きれいに面を打てている人もいたので
　　おどろきました。楽しかったです。」

　「自分も最初はこうだったんだなあと思いました。
　　できれば続けてほしいです。」

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆　　　　子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの感想感想感想感想よりよりよりより　　　　☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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渡辺良平渡辺良平渡辺良平渡辺良平

　今年も埼玉大学の寒稽古にたくさんの子ども、大人の駒剣士が毎日参加しましたね。

その寒稽古で親バカを抜きにしても非常に感心している事があります。

　それは、我が家の家宝の周平です。昨年から実施しているそうですが、面付け一番！

そして大保木先生に稽古してもらう！を目標にしているそうです。

一昨年～昨年と21日間行われた寒稽古では21日間目標を達成したそうです。

　どうして？周平君は面付けが早いのか？どうして毎日ど真ん中に座れるのか？

多い日には500人を超える寒稽古参加者の中でも最前列のど真ん中に座っているのか？

今月はその辺についてお話したいと思います。

　

　3年前に埼玉大学の大保木先生に『剣道小僧！』と絶賛された先輩がいます。 

星ﾔﾝ武芸帳を毎月書いてくれている星野先生のお子さんの正成君の事ですが、何故？『剣道小僧！』

かと言うと正成君が中学2年の時の寒稽古で15日間皆勤したのは当然の事ですが、その15日間全て

面付けが大人、大学生、高校生、中学生、小学生を含めて毎日一番！だったからです。

　『どうして一番じゃなきゃ駄目なんですが？二番じゃ駄目なんですか？』っと行った事業仕分けの

話がありましたが、面付け一番！には二番じゃ駄目な意味があるのです。

　埼玉大学の寒稽古には有名な先生、すごい先生がたくさん来られますが面付けが一番だと好きな

先生と稽古をさせてもらえるのです。

　正成君は15日間圧倒的な速さで面を付け、朝の挨拶をされた先生に稽古をお願いしに

行ってました。その正成君はどうしたら速く面を付けられるのか随分と考え、工夫をしました。

その結果生まれたのが、『面パカ！』です。『面ﾊﾟカ』とは初めから面紐を結んでおいて、そのまま面を

付ける事を言います。どういう事かと説明すると、ﾁｬﾝと面紐を結んだ状態の面紐を解かずにそのまま

面から外しておきます。そして、面を付ける時に結んだままの面紐をそのまま頭の後ろに持って

くるのです。（詳しく分からない人はＳ平君に直接聞いて下さい。）

　でも、『面パカ』をしても練習をしておかないと上手に面を付けることは出来ません、また稽古の途中

で面紐が緩んでしまいます。正成君は家で何度も『面パカ』の練習をしてお姉さんにｽﾄｯﾌﾟｳｫｯﾁで

時間を測ってもらいながら１秒でも速く付けられるように訓練したそうです。

　
　周平君はその話を聞いて、自分も『面パカ』をやってみよう、少しでも速く面を付けようとして家で

練習しました。 埼玉大学のキャプテンが『面付け！』と号令を掛けて最速で“４秒”で面付けが

出きるようになりました。

ほぼ毎日面付け一番を達成して、大好きな大保木先生から『剣道小僧二世！』と名付けて

もらいました。

良平良平良平良平のののの部屋部屋部屋部屋
犬犬犬犬がががが西向西向西向西向きゃきゃきゃきゃ、、、、尾尾尾尾はははは東東東東　　　　かなかなかなかな？？？？

寒稽古寒稽古寒稽古寒稽古のののの秘密秘密秘密秘密？　？　？　？　目指目指目指目指せせせせ『『『『剣道小僧三世剣道小僧三世剣道小僧三世剣道小僧三世！』！』！』！』

　　　　なぜなぜなぜなぜ面付面付面付面付けがけがけがけが早早早早いのかいのかいのかいのか？　？　？　？　それはそれはそれはそれは！！！！

　　　 　

14



　　　　次次次次にににに、、、、どうしたらどうしたらどうしたらどうしたら最前列最前列最前列最前列のどのどのどのど真真真真んんんん中中中中にににに陣取陣取陣取陣取ってってってって座座座座れるのかれるのかれるのかれるのか！？？？！？？？！？？？！？？？

　これは、周平君が考えたらしいのですが親バカの良平さんも聞いてビックリしました！

たった3点ですが、ビックリするよりも、感心した『ん～～なるほど？！』と思うことを説明します。

（（（（１１１１） ） ） ） 体育館体育館体育館体育館にににに入入入入ったらったらったらったら、、、、面面面面、、、、小手小手小手小手、、、、竹刀竹刀竹刀竹刀をををを体育館下手体育館下手体育館下手体育館下手のののの中央中央中央中央にににに置置置置くくくく。。。。

入り口

（（（（２２２２） ） ） ） ﾗﾝﾆﾝｸﾗﾝﾆﾝｸﾗﾝﾆﾝｸﾗﾝﾆﾝｸﾞ゙゙゙がががが終終終終わってわってわってわって、、、、体操体操体操体操～～～～素振素振素振素振りをりをりをりを行行行行うううう時時時時にににに一番後一番後一番後一番後ろのろのろのろの列列列列にににに並並並並ぶぶぶぶ。。。。

　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（（（（３３３３） ） ） ） 礼式礼式礼式礼式でででで整列整列整列整列するするするする時時時時にににに面面面面をををを置置置置いてあるところにいてあるところにいてあるところにいてあるところにダッシュダッシュダッシュダッシュしてしてしてして、、、、パッパッパッパッをををを小手小手小手小手をををを

　　　　　　　　　　　　面面面面のののの中中中中にににに入入入入れてれてれてれて、、、、最前列最前列最前列最前列のののの中央中央中央中央にににに向向向向かってまたかってまたかってまたかってまたダッシュダッシュダッシュダッシュするするするする。。。。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一般の人の最前列・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

入り口

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大学生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

正面

　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大学生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

正面

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大学生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

正面

礼式の時、大保木先生を中心に先生方が並びます

・・・・

下手中央に面、小
手、竹刀を置いて

おく

ﾗﾝﾆﾝｸﾞが終わった
ら、この辺で体操
～素振りを行う！

面の中に小手を素
早く入れて、ここ向
かって猛ダッシュ！
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後は、埼玉大学剣道部のキャプテンが『面付け！』と号令をかけたら、『面パカ』でしっかり素早く

面を付けてお目当ての先生の所にダッシュするだけです。

今年の寒稽古の3日目くらいからどこの道場の子か分かりませんが、白の剣道着をつけた6年生？と

思われる大柄の子＝ライバルライバルライバルライバルが周平よりも早く面を持って最前列中央に現れました。

　しかし、参加人数が多い駒剣は周平君が一歩の差で中央を取られても続々と仲間が横に並んで

ライバルを知らん顔して、すっ呆けてジワジワと中央から押しのけていました。

　でもライバルは周平君が猛ダッシュで走ってくるのに、ゆうゆうと歩いて来てました。

始めはどこから来るのか分からなかったのですが、毎日二階で見学していた良平さんは発見しました。

　周平君は後列の中央付近に面、小手、竹刀を置いていましたが、ﾗｲﾊﾞﾙは正面に向かって

左側の上座付近においてました。

　後列だけでなく、出入り口付近は大量に面～竹刀が置いてあり大勢の人が一度に面～竹刀

を取りに行き、ゴチャゴチャになって走りづらい！

　そのライバルが面～竹刀を置いてある場所には少ししか置かれていませんので走らなくても一番に

ゆうゆうと歩いて来れたのです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一般の人の最前列・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

入り口

　　土曜、日曜は入り口付近や最後列は山盛りの面、面、面・・・小手、小手・・・竹刀、竹刀、竹刀・・・です。

そんな場所に自分の物を置いてしまえば、ダッシュしても最前列中央に陣取るのは難しい！

中央に向かって、右端のちょうどﾗﾝﾆﾝｸﾞの時に駒剣がいつも集合している辺りは土曜、日曜でも余り

面～竹刀が置かれていませんので来年からは「正面に向かって右端の前方」に置きましょう！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大学生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

来年来年来年来年のののの作戦作戦作戦作戦！！！！

ライバルライバルライバルライバル現現現現るるるる！！！！

正面

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大学生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ライバルライバルライバルライバルはははは
このこのこのこの辺辺辺辺にににに面面面面、、、、小手小手小手小手、、、、竹刀竹刀竹刀竹刀
をををを置置置置いていたいていたいていたいていた。。。。体操体操体操体操～～～～素素素素
振振振振りもこのりもこのりもこのりもこの辺辺辺辺。。。。

この辺りは
すいてい

る。

この辺は面が
いっぱい置い
てある。

最後列にもたくさん置いてある。

16



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一般の人の最前列・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

入り口

＊最後に寒稽古に関して注意と、約束事があります。大事な事ですので必ず守って下さい。

注意 注意 注意 注意 １１１１ 『面ﾊﾟカ』は埼玉大学の寒稽古のだけで、普段の稽古では禁止です！

たくさんの人がいる中で、素早く面を付ける時だけですよ！

また、いくら速く面付けできても途中で面紐がほどけてしまうようでは駄目です！

注意 注意 注意 注意 ２２２２ 寒稽古は遊びではありません、せっかく朝早くから寒い中参加しているのだから

大きな声を出して元気にしっかり稽古しましょう。

約束 約束 約束 約束 １１１１ 自分ひとりでは遠い埼玉大学まで来ることは出来ません、お母さん、お父さんが

普段より何時間も早起きして連れてきてくれるものです。その事を忘れないように！

寒稽古に１日でも参加した人は必ず何か家でお手伝いをして下さい。

約束 約束 約束 約束 ２２２２ 寒稽古は絶対に行かなければならないものではありません。行かなくても大丈夫！

行きたくても行けない人もいます。参加しない人、参加回数の少ない人でも

みんな大事な仲間である事を忘れない！

来年は最前列を駒剣で独占しよう！

　そして、目指目指目指目指せせせせ『『『『剣道小僧三世剣道小僧三世剣道小僧三世剣道小僧三世！』！』！』！』

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大学生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

大保木先生を中心に先生方が並びます

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大学生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ﾗﾝﾆﾝｸﾞの時にも
駒剣はこの辺に
集合している。

このこのこのこの辺辺辺辺もすいてもすいてもすいてもすいて
いるいるいるいる。。。。来年来年来年来年はははは皆皆皆皆
でこのでこのでこのでこの辺辺辺辺にまとにまとにまとにまと
めてめてめてめて置置置置こうこうこうこう！！！！体体体体
操操操操～～～～素振素振素振素振りもこりもこりもこりもこ
のののの辺辺辺辺がががが良良良良いいいい
ぞぞぞぞ！！！！

そうでした、今年は手首のおケガで、良平さんは途中から2階観覧席で見取りされていたんですね。
埼玉大学体育館の分かりやすい見取り図は、寒稽古を知り尽くした良平さんならでは、ですね～♪
ためになるお話をありがとうございましたm(__)m

　　　　　　　　　　　　　　　　《お知らせ》
　　　　　　　　　　　　　　　　なんとなんと、次回3月号が『良平の部屋』最終回になるそうです。
　　　　　　　　　　　　　　　　え～～～(*_*;　　ホントですか～～！？　エエ～～～＼(◎o◎)／！
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羽鳥先輩からバトンを引き継いでくれた今月のランナーは、千葉和甫先輩です。
今年成人式を迎えられた千葉先輩の代は、小学６年生のときには１０人とかなり多い学年だったのですが、
駒剣を卒業して８年経った今でも、ずいぶん仲良しみたいですね～(*^。^*)
みんなもこんな風に、大人になっても駒剣の友達とずっと仲良しだったらいいね♪
それでは千葉先輩、よろしくお願いしま～す(^^)/

どもで～す！
　羽鳥君からバトンを受け取らせていただきました、大谷場三羽ガラスの三羽目（？）で
駒剣同期の中では奥山君と一緒に一番の古株になる千葉和甫（ちば　かずほ）です。

三羽ガラスの中では、チビでよくいじられてます（笑）

　バトンをくれた羽鳥君もそうですが、その前の野口君とは今でもよく遊んだりして、とても仲がいいです。
あとは、自分と同期の西くん、本荘くん、奥山くんとも仲がいいです。

　彼らとこうやって縁を持つことができ、これを現在まで保っていられたのも、
すべては剣道があったおかげだと私は思いますし、剣道にとても感謝しています。

　自分のことを書くのを忘れていました・・・

谷田小学校→大谷場中学校→昌平高校（旧 東和大昌平）→大東文化大学法学部政治学科在籍
となっています。
現在は、剣道はやっておらず、体育会系ではなく真逆の方に所属させていただいています。

真逆ということは、文科系サークルかな？
ある筋の情報では映画研究会に所属とか・・・(*^。^*)

　正直、現在　大学のテスト期間、真っ只中という状況です。
バトンを回してくれた羽鳥君・・・「覚えてろ！（笑）」
ということで・・・、個人的な恨み（？）＆自己紹介＆前置きを終了して、堅苦しくならないように
頑張りますので、温かく見守ってください（汗）

　何でもかいて結構ということだったので、悩んだ結果、私からは・・・『思い出』について書きたいと思います。
駒剣の思い出といったら、とにかくいろいろな『思い出』がありますが、特に自分の中で印象に残っているもの
として、夏合宿について書きたいと思います。

　はじめに断っておくことがありますが・・・・

私私私私はこのはこのはこのはこの世世世世でででで・・・・・・・・・・・・・・・・怖怖怖怖いいいい話話話話・・・・・・・・・・・・・・・・幽霊幽霊幽霊幽霊・・・・・・・・・・・・日本日本日本日本ののののホラーホラーホラーホラー・・・・・・・・・・・・がががが死死死死ぬほどぬほどぬほどぬほど大嫌大嫌大嫌大嫌いですいですいですいです！！！！
万一万一万一万一、、、、これらをこれらをこれらをこれらを見見見見たたたた場合場合場合場合、、、、二十歳二十歳二十歳二十歳ののののオッサンオッサンオッサンオッサンががががガチガチガチガチでででで泣泣泣泣きますきますきますきます（（（（笑笑笑笑））））
これらを断った上で、本題に入ります。
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私の部屋の先輩たちは、何を思ったのか・・・いきなり・・・怪談話を始めました。
もちろん、私は何とか聞かないようにしていましたが、
先輩たちはやめずにさらに話し続け・・・
私はとうとう泣き出してしまい、結果、隣にいらした
石井先輩の部屋に救助されるという出来事がありました。

めでたし、めでたし・・・・

と終わればよかったのですが、２日目の夜にもそれに準ずる出来事が起きました。

　　それは、前日の予定に組まれていた花火が雨のせいで流れたため、
２日目にやることになり、会場に行き、花火をやった帰りの道・・・・・・・・・・・・・・

２年生で初めて参加した合宿は、本当に思い出深いものになりましたね。
いい思い出も辛い思い出も、たくさんあるだけ、そのとき頑張った証（あかし）ということでしょうか。
優しくて温かい千葉先輩の人柄が出るお話でした。ありがとうございましたm(__)m。

というわけで、奥山雄太先輩奥山雄太先輩奥山雄太先輩奥山雄太先輩、、、、おおおお久久久久しぶりですしぶりですしぶりですしぶりです！！！！バトンバトンバトンバトンがががが渡渡渡渡りましたりましたりましたりました～！～！～！～！
年度末のお忙しい時期に大変恐れ入りますが、次回次回次回次回３３３３月号月号月号月号、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしまいいたしまいいたしまいいたしま～～～～すすすす((((^^^^^^^^)/)/)/)/

　私が小学校２年生で、初めて夏合宿に参加した時の話です。
はじめはとても心細くて不安でいました。理由は、知らない先輩たちがたくさんいたり、同じ学年の友だちが
奥山くんだけということでした。それに、合宿所について発表された部屋割りが、これまた知らない
先輩たちと一緒で、さらに奥山くんとは離れ離れという最悪な状況だったのです。

しかし、もちろん駒剣の先輩たちですから、親切で、よく面倒を見てくださり、
すぐにそんな不安は吹っ飛びました。
・・・・が、私にとって最悪の出来事は夜に起こりました。

　皆さんも御存知かと思いますが、花火の会場から合宿所に帰るまでには
お地蔵様や神社、畑のある小道を通ります。
その真っ暗の小道で、当時の先生・・・山崎正隆先生が
前日、私が怖い話を聞いて泣いたという情報を知っていたらしく、
神社の付近に隠れて脅かしたり・・・大人の身長くらいある「ひまわり」を
指差して、「幽霊が出たぞ！」などと言って、私を脅かしたのです。
私はまんまとその罠にはまって自分の臆病さをさらけ出すという
失態ぶりを見せました。

たぶん、あの記憶は一生消えないぐらい印象に残っています。

たしかにあの道は真っ暗だと怖いですよね～！
先輩のみならず、先生にまで脅かされちゃったなんて、
それは忘れられない思い出ですね～(*_*;

　私が何を書きたいのかといいますと、私のこんな失態ばかりの『思い出』も、今振り返るととてもいいものです。
自分にこんなことや、あんなことが色々あったなあと思い返すことができるものが、『思い出』なので、
みなさんもたくさん作って欲しいと思います。

　剣道剣道剣道剣道のののの中中中中のののの楽楽楽楽しいことしいことしいことしいこと、、、、辛辛辛辛いこといこといこといこと、、、、試合試合試合試合でででで勝勝勝勝ってってってって喜喜喜喜んだんだんだんだ思思思思いいいい出出出出、、、、試合試合試合試合でででで負負負負けてけてけてけて悔悔悔悔しかったしかったしかったしかった思思思思いいいい出出出出などなどなどなど、、、、
様様様様々々々々なななな「「「「思思思思いいいい出出出出」」」」があるのでがあるのでがあるのでがあるので、、、、それらそれらそれらそれら一一一一つつつつ一一一一つつつつ、、、、言言言言いいいい換換換換えればえればえればえれば、、、、日常日常日常日常のそののそののそののその日一日日一日日一日日一日をををを大切大切大切大切にしてにしてにしてにして、、、、
後悔後悔後悔後悔がががが残残残残らないようにらないようにらないようにらないように一生懸命頑張一生懸命頑張一生懸命頑張一生懸命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。。。。

大丈夫か？
こっちの部屋へ
おいで！

石井先輩って
このころから
レスキューだったんだ！
すごい！

　ということで、話を終了させていただきたいと思います。
長くてオチもないつまらない話で申し訳ありませんが、『思い出』は大事にしていってもらいたいと思います。

次回は・・・奥山雄太奥山雄太奥山雄太奥山雄太くんくんくんくんにバトンを渡したいと思いますので、よろしくお願いします。
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　　　　　　　　駒剣駒剣駒剣駒剣OBOBOBOB合同稽古会合同稽古会合同稽古会合同稽古会はははは　　　　４４４４月月月月２２２２日日日日（（（（土土土土））））ですですですです！！！！

１１１１：：：：００００００００～～～～５５５５：：：：００００００００　（　（　（　（駒場体育館駒場体育館駒場体育館駒場体育館メインアリーナメインアリーナメインアリーナメインアリーナにてにてにてにて）　　）　　）　　）　　

先輩たちに会うチャンスがあったら、お知らせしてくださいね。

　３日（木）　　通常どおり　５：００～７：００
　　　　５５５５日日日日（（（（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　　　　６年生は残りわずかで卒業です。うぐぐ、寂しいよ～(T_T)

１０日（木）　　通常どおり　５：００～７：００　　　　　　　　　　　　　　　なるべく、お休みしないで稽古に来てくださいね♪

１２１２１２１２日日日日（（（（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　　　　　　有終の美を目指してがんばろう(^^)/

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そのそのそのその他他他他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３３３３：：：：００００００００～～～～５５５５：：：：００００００００
１７日（木）　　通常どおり　５：００～７：００
１９１９１９１９日日日日（（（（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
２０２０２０２０日日日日（（（（日日日日））））　　埼玉大学埼玉大学埼玉大学埼玉大学　　　　おおおお礼稽古礼稽古礼稽古礼稽古　　　　９９９９：：：：００００００００～～～～１２１２１２１２：：：：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
　　　　　　　　　　　　寒稽古に参加した小中学生に、埼大剣道部員がお礼としてとても丁寧な稽古をつけてくれます。

２４日（木）　　通常どおり　５：００～７：００
２６２６２６２６日日日日（（（（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

２月の予定

３月の予定
　３日（木）　通常どおり　５：００～７：００
　５５５５日日日日（（（（土土土土） ） ） ） ２２２２部制部制部制部制１１１１：：：：００００００００～～～～３３３３：：：：００００００００　　　　低学年低学年低学年低学年・・・・初心者初心者初心者初心者　　　　稽古稽古稽古稽古
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 ３３３３：：：：００００００００～～～～５５５５：：：：００００００００　　　　全学年全学年全学年全学年　　　　駒剣駒剣駒剣駒剣　　　　後期昇級審査会後期昇級審査会後期昇級審査会後期昇級審査会
　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 浦和剣連浦和剣連浦和剣連浦和剣連さくらさくらさくらさくら草旗強化練習会草旗強化練習会草旗強化練習会草旗強化練習会　　　　（（（（６６６６年生年生年生年生のののの選手選手選手選手のみのみのみのみ参加参加参加参加））））県立浦和高校体育館県立浦和高校体育館県立浦和高校体育館県立浦和高校体育館にてにてにてにて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　低学年・初心者のみなさんは1:00～3:00の稽古に続けて３時からの級審査会に参加してください。

　　　　　　　　　　　　 毎年この時期は袴が短くなっている子がいるようです。審査前にお家の方に見てもらいましょう。

１０日（木）　通常どおり　５：００～７：００
１２１２１２１２日日日日（（（（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　　　　さくらさくらさくらさくら草旗剣道大会結団式草旗剣道大会結団式草旗剣道大会結団式草旗剣道大会結団式
１７日（木）　通常どおり　５：００～７：００
１９１９１９１９日日日日（（（（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
２１２１２１２１日日日日（（（（祝祝祝祝・・・・月月月月）　）　）　）　さくらさくらさくらさくら草旗剣道大会草旗剣道大会草旗剣道大会草旗剣道大会　　（　　（　　（　　（さいたまさいたまさいたまさいたま市記念総合体育館市記念総合体育館市記念総合体育館市記念総合体育館））））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出場予定選手　駒剣Ａ　真砂智・松本・森・渡辺・中牟田・松尾・田上

　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　 　　　　　 駒剣Ｂ　本田・三浦・本荘・佐々木・野口・加藤・石田

２４日（木）　通常どおり　５：００～７：００
２６２６２６２６日日日日（（（（土土土土） ） ） ） １１１１：：：：００００００００～～～～５５５５：：：：００００００００　　　　６６６６年生年生年生年生をををを送送送送るるるる会会会会　　　　（（（（夜夜夜夜はははは大人大人大人大人のののの６６６６年生保護者年生保護者年生保護者年生保護者をををを送送送送るるるる会会会会がありますがありますがありますがあります））））

３１３１３１３１日日日日（（（（木木木木）　）　）　）　おおおお父父父父さんさんさんさん・・・・おおおお母母母母さんのさんのさんのさんの剣道体験稽古会剣道体験稽古会剣道体験稽古会剣道体験稽古会　　　　５５５５：：：：００００００００～～～～７７７７：：：：００００００００（子どもの稽古は通常どおりです）

　　　　　　　　昨年、大好評だった企画。発見！驚き！の連続♪　やって見なきゃわからない！
　　　　　　　　　　もちろん、入会を無理にオススメすることはありません！　安心して、ぜひ体験してみてくださいね(#^.^#)

最後はお楽しみ、星やん武芸帳です。星野さん、よろしくお願いいたしま～す！

新入会員のご紹介

渡辺渡辺渡辺渡辺　　　　（（（（わたなべわたなべわたなべわたなべ））））くんくんくんくん
　　　　　　　　※連絡網は後藤姉弟の後ろになります。各自追記を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すべてはすべてはすべてはすべて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。。。。

早く仲良くなれるように、みんな、どんどん声をかけてあげてね！
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