
６年生のみなさん、卒業おめでとうございます！
とってもおめでたくて、とってもさびしいです・・・
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本荘先生本荘先生本荘先生本荘先生よりよりよりより
　年度の最後の月となりました。別れと出会いの季節です。
今年も６年生が巣立っていきます。がんばった６年生に一言を贈ります。

☆中牟田莉奈
 「一年間キャプテンお疲れさまでした。昔はお姉さん剣士に可愛がってもらっていましたが、あっという間
にお世話する側になっていましたね。姉妹でキャプテンをというのもすごいことです。兄弟でやったというの
も知りません。これからますますシャープな剣を磨いていってください。」
☆渡辺　周平
 「１年生から駒剣に入会。２人お姉ちゃんの末っ子で、“周平坊”のイメージでしたが、６年になり変わりまし
た。寒稽古の面つけ一番もそうですが、稽古に取り組む意識が格段に高くなりました。（もうちょっと早く出し
てくれたらなぁとも思いましたが・・・）　今後さらに逞しく成長することを期待します。」
☆野口　　亮
 「礼儀正しくちょっとナイーブな副キャプテン、陰ながらのバックアップをよくしてくれました。真っ直ぐでき
れいな剣さばきをします。駒剣で身につけたことを、これからどう生かすかが楽しみです。スケールの大きな
男になっていってくれると期待しています。」
☆佐々木涼太
 「入会した頃は、馴染んでくれるか少し心配しましたが、ある日、仲間といい笑顔でいるのを見て安心した
のを覚えています。器用ではないけど、こつこつと稽古を重ねて自分の剣道を見つけました。これからも後
輩の面倒を見にきてください。」
☆浜野　泰徳
 「初心者の時からしっかり竹刀が振れていました。また、高学年からの稽古であるがゆえに、成長ぶりが顕
著でした。中学でどれだけ伸びるか楽しみです。がっちりした体を生かして、見栄えのする大きな剣道を身
につけてください。」
☆石塚　美穂
 「自分で剣道がやりたいと思いすぐに入門した実行力、素晴らしいです。駒剣では、それほどたくさん稽古
はできませんでしたが、それだけ伸びしろがあるわけです。中学校でたっぷり稽古して、強くなっていって
欲しいと願っています。」
☆住田　哲朗
 「剣道教室での堂々とした号令が印象に残っています。剣道は、始める時期が遅くとも追いつき追い越す
ことができます。附属中には駒剣の先輩が代々おります。稽古を続ければ、また駒剣のメンバーとも剣を交
えることができます。ぜひ強くなった姿を見せに来てください。」
　
　この代の特徴としては、あまり闘志を表に出さず、淡々としているようで実は中は熱い、そんな気がしま
す。上の二学年が非常に多かったので、４、５年生でもかわいらしく見えていたのか、６年生で急に成長し
たような気もします。毎年、新しい代になると、軌道に乗るまでぽっかりと穴が空いたような感じになりますの
で、中学生になると何かと忙しくなりなかなか時間がとれなくなると思いますが、たまには駒場体育館＆修
道館に顔を出してください。ＯＢ会と夏合宿の参加もお願いします。駒剣ＯＢ会員の一員であることに自覚
と誇りを持っていてください。

　卒業生の保護者の皆様には大変お世話になりました。長年後援部長を務められました渡辺良平さんを
はじめ、後援部として子どもたちのために愛情一杯の御協力をいただきました。これからもあたたかい御支
援をよろしくお願いいたします。

　春は行事が目白押しです。今日５日は後期級審査会です。それぞれの稽古の様子を確認する
良い機会です。「打って反省、打たれて感謝」ただ昇級したということで喜ぶだけでなく、どこが
良かったか、どこに課題がありまだ伸びるところなのかを考えていくことが大事です。お家の人や
先生に素直な気持ちで聞いてみましょう。

　２１日（祝・月）は第２１回さくら草旗剣道大会があります。駒剣からAB２チームが参加しますが、さいたま
市以外からも多くの強豪チームが参加します。試合をすることは大変貴重な経験になりますが、試合を観る
ことも大変有意義な稽古となります。時間の許す方はぜひ上位進出チームの戦いをじっくり観て学んで欲
しいと思います。
　何よりも６年生にとって最後の公式戦です。駒剣チームの大いなる健闘を期待します。

　月末には６年生を送る会、４月に入るとすぐにＯＢ会、定期総会、５月からは駒剣剣道教室と続きます。皆
さんの御協力を持って進めていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
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２月３日(木)　　木村先生・渡辺順迎先生
　　　　・今年度中に自分の目標、出来るようにしたいことをしっかり意識して稽古しましょうという
　　　　　先生の言葉で、考えながら動けたのではないかと思います。
　　　　・少し返事の声が小さかったのが残念でした。

２月５日(土)　２部制　　１部　渡辺良平先生・星野先生　　２部　山田先生・中牟田先生
　　　　・１部・・・足さばきを太鼓のリズムに合わせて丁寧に指導していただきました。
　　　　　　　　　 初心者組はとても元気な声を出して頑張っていました。
　　　　・２部・・・寒さに負けず、声もよく出ていて足さばきも良かったです。セキをしている子を何人か
　　　　　　　　　　見かけましたが、元気に稽古できていてありがたいです。菅原先生もいらしてくださいました。

２月１０日（木）　近藤千恵子先生・尾島先生
　　　　・今夜から明日にかけて雪の予報あり。寒さに負けずしっかり稽古しましょう。（近藤先生より）
　　　　・神田先輩が稽古にいらしてくださいました。（背が高い！）
　　　　・５人組を作るときに少し時間がかかってしまいましたね。

２月１２日(土)　２部制　　１部　山崎先生・中牟田先生　２部　本荘先生・尾島先生
　　　　・１部・・・竹刀の持ち方、色々な足さばき、基本の動作を丁寧に教えていただきました。
　　　　　　　　　　寒さも厳しくなりましたが、声を出して頑張っていました。
　　　　・２部・・・遠間からの面、小手面など足さばきやスピードを強化するための稽古がとても良いと思う。
　　　　　　　　　 今後もこのような稽古を行ってほしいと思う。

２月１７日(木)　　尾島先生・石井先生
　　　　・「正しくまっすぐ打つ」を意識する・「打ち終わった後の残心をきちんとする」がテーマ。
　　　　・グループごとの稽古はとても集中力がありました。
　　　　・面ひもがほどけたりや面の付け直しをしなくてもすむように、しっかりと着装しましょう。
　　　　・集合したり、何人組みとか組を作るとき、もう少しテキパキと行動できるとよいなと思います。
　　　　　そのとき、列もきれいに。

２月１９日(土)　　２部制　　　１部　近藤先生・渡辺先生・木村先生　　２部　本荘先生・山田先生
　　　　・１部・・・今日は雑巾がけから始めました。
　　　　　　　　　　後半は二組に分かれて稽古しました。どちらの組も丁寧に基本から指導していただきました。
　　　　　　　　　　最後に全員で面をつけて素振りを行いました。大きな声が出ていて、とても良かったです。
　　　　･２部・・・まだ寒い中ですが、成人の方も含め、大勢の出席でした。
　　　　　　　　　　素振りから地稽古、最後の切り返しまでよく動いて声も出ていました。

２月２４日(木)　　尾島先生・木村先生
　　　　・西先輩、古澤先輩が高校合格の報告に来てくださいました。おめでとうございます！！
　　　　・あたたかい日でみんなよく体が動いていたと思います。昇級審査に向けて頑張ってください。

２月２６日(土)　　２部制　　１部　中牟田先生・近藤先生・木村先生
　　　　　　　　　　　　　　　　 ２部　菅原先生・木村先生・本荘先生・尾島先生
　　　　・１部・・・月例試合を行いました。初心者の人は切り返しを行いました。思い切ってやっていて、とても
　　　　　　　　　　良かったです。返事を忘れずにしましょう。もっともっと大きな声が出るはずなので、
　　　　　　　　　　頑張ってください。
　　　　・２部・・・西先輩、石田涼先輩が高校合格の報告に来てくださいました。おめでとうございます！！
　　　　　　　　　　月例試合が行われました。来週は級審査です。日ごろの成果を発揮して頑張ってください。

２２２２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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とうとう、この時期が来てしまいましたよ～(T_T)
駒剣をリードして来てくれた６年生の皆さん、ご卒業おめでとうございますm(_ _)m
卒業する６年生に贈る言葉を木村先生、尾島先生、錬成部長　山田さんに、
卒業する６年生を代表してキャプテン中牟田さん、保護者を代表して中牟田さんのお母様に
一言ずついただきました。
皆さん、すてきな一言をありがとうございましたm(_ _)m

                        　　　　　　　                        　　　　　　　                        　　　　　　　                        　　　　　　　巣立巣立巣立巣立ちのちのちのちの時時時時
　　　　　　　                                                                                尾島 寿子    尾島 寿子    尾島 寿子    尾島 寿子
 
　　７名の駒場剣友会の剣士が、巣立ちの時を迎えます。菅原先生の意思をくみ「継続は力なり」、
６年卒業を迎えるまで継続してきた努力をたたえます。それはきっと、これからも大きな力となる事
でしょう。剣士を支えてくださり、多くのご協力をいただいた６年生の保護者の皆様に感謝いたします。

　毎年思うことに、６年生になると心と技が大きく成長します。巣立ちを迎える頃には、後輩の面倒を
良く見、周りの動きを良く見、自分の弱さに立ち向かい、最上級生として立派な成長を遂げます。

　新しい環境において、駒場剣友会で学んだ事が役に立つはずです。駒場剣友会は多くの人が
関わる剣友会です。師範、お父さん先生、お母さん先生、役員さん、お当番さん、すべての保護者の
方々、全員が自分の子どものようにすべての剣士を思い、いつくしむ剣友会。そんな愛情たっぷりの
環境で育った剣士たち、そしてこの場に居る私も幸せを感じます。

　巣立つ君たちはずっと駒剣ＯＢ、ＯＧです。剣道を続ける続けないに関係なく、君たちはずっと
駒剣ＯＢ、ＯＧです。駒場剣友会はあなたたちのホーム（家）です。お祖父ちゃん、お父さん、お母さん、
お兄さん、お姉さん、弟、妹たちがいつでも温かく待っています。近況や報告、相談、稽古などなど
待っています。中学の制服姿も見せてくださいね。

　そして最後に・・・「ありがとう。」　出会えた事に感謝します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卒業卒業卒業卒業おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木村木村木村木村　　　　裕之裕之裕之裕之
　
 　６年生の皆さん、卒業おめでとう。
心身共に大きく成長した君たちの姿が頼もしく思われ、大変うれしく思います。
体調不良で君たちと稽古が出来なかったことが申し訳なくとても残念です。

　これから君たちはそれぞれの中学へと進み、新しい生活のスタートに期待と希望で一杯かと思います。
この機会に、自分の新しい生活について考えてみてください。心を新たにするために、目的や目標を
しっかり持とう。どんな小さな目標でもそれに向かって努力し、達成する感動を覚えよう。成長をし続ける
ためにまた次の目標に向かう。自分自身で課題を見つける習慣を身につけよう。

　君たちは駒剣で苦しい稽古を仲間と共にやってきました。剣道を通じてたくさんのことを学んできたと
思います。中学で剣道を続ける人も、また別の事を目指す人も、それぞれ目標は違っても、これまで
続けてきた稽古の経験を活かして、目標を達成できるように努力してください。
君たちなら出来ると信じています。

　大きく成長する君たちを心から応援しています。これからも成長した姿を駒剣に見せに来てください。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『『『『卒業卒業卒業卒業』』』』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キャプテンキャプテンキャプテンキャプテン　　　　中牟田中牟田中牟田中牟田　　　　莉奈莉奈莉奈莉奈

　あと１か月で卒業となりました。
先生方や駒剣のみなさん、保護者の皆様には大変お世話になりました。

　駒剣に入って、５年が経ちました。この５年間で多くのことを学び、成長することができました。
あいさつや相手を思う心、当たり前のことを当たり前にやることの大切さ・・・
本当にたくさんのことを学べました。
　
　優しい先生、先輩方にめぐまれ、この５年間を過ごせたことを本当にうれしく思います。
　
　中学校に行っても、駒剣で過ごした時間を忘れずに頑張っていきたいです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卒業生卒業生卒業生卒業生にににに贈贈贈贈るるるる言葉言葉言葉言葉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山田山田山田山田　　　　節男節男節男節男

　　六年生のみなさん、卒業おめでとうございます。
  それぞれ入会の時期は違いますが、寒いときも暑いときも稽古に頑張ってこのときを迎えることは、
皆さんがこれからさまざまなことに向かう時、必ず支えとなることと思います。
  初めての学校生活であった小学校から自分で責任を持つことが多くなる中学校へ入るわけです。
そんな時、駒剣でやってきたこと、自分で考えて行動する習慣はきっと役に立つと思います。
　是非、これからも自分で考えて、自分にも周りの人にも責任を持った行動のできる人を目指して
ください。
　それからもうひとつ、自分ひとりで何かをしているときでも、知らないうちに必ず誰かの助けを借りて
いるはずだということを忘れないでください。
駒剣での稽古を思い出してください。頑張って稽古をしたのは皆さんです。でも、道場が使える
ようなっていたのはいろいろな人の力があったからです。
　どんなところで、どんな人が、どんなことをやっていたから稽古ができたのか、ゆっくり考えてみて
ください。ゆっくり考えると、ずいぶんたくさんの見たこともない人も含めて、いろいろな人の力を
借りているはずです。
今までお話したことは、皆さんにお話しながら自分自身があらためて気づいたことでもあります。

　卒業する皆さん、これからの皆さんの未来が素晴らしいものでありますように。
そして、皆さんがいろいろなことを思いやることのできる、いろいろなことを想像できる人となって
くれることを希望します。
　これからは駒剣のOB会員として駒剣を助けてください。
私たちも皆さんの仲間として、皆さんを見守っていきます。

中牟田キャプテン、お疲れさまでしたm(_ _)m
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『駒剣駒剣駒剣駒剣とのとのとのとの出逢出逢出逢出逢いいいい』』』』
　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中牟田中牟田中牟田中牟田　　　　淳子淳子淳子淳子

　長女が小３の時に駒剣に出逢い、ほどなくして父が十数年ぶりに剣道を復活、そして三女莉奈が
小２からお世話になり、８年が経ちます。家庭や学校生活だけでは出逢えなかったいろいろな方々に
駒剣を通じてお会いすることができました。その中でたくさんの指導者・仲間から剣道の楽しさを
教えていただき、それぞれが今までずっと楽しく剣道にかかわっています。

　駒剣は大家族みたいで、長女にも三女にも優しい先輩たちは兄姉で、かわいい後輩たちは
弟妹のようでもありました。たくさんの"兄弟・姉妹”に囲まれて、数多くのことを学べたのでは
ないでしょうか。
先生方や先輩方のやることを見て覚えたり、逆に年下の子に自分が低学年の時にしてもらったように
お手伝いしたり、キャプテンとして周囲を気遣うなど、家庭ではなかなかできない貴重な体験をさせて
いただきました。ありがとうございました。

　何よりも私が感謝していることは、多くの方から"褒めて”いただいたことです。
褒められて自信を持つことができ、そしてたくましく成長していったように思います。家庭ではこんなに
褒める事はなかなかありません。皆さんから褒められることで、親も子どもたちが成長していく姿に
気づかされました。
　
　駒剣に出逢えたことは本当に素敵な出逢いでした。侑紀の入会から始まり、莉奈の卒業で
一区切りとなるわけですが、長いようで短くもあった８年間でした。
　今まで大変お世話になりました。
 
先生方、愛情溢れる温かいメッセージをありがとうございました。
６年生の皆さん、卒業とともに、これからは新ＯＢ会員としてよろしくお願いしますね(^^)/
６年生の保護者の皆さん、お子様のご卒業おめでとうございます。これまで大変お世話になりましてありがとうございましたm(__)m
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渡辺良平渡辺良平渡辺良平渡辺良平

　先日、仕事が終わって自宅に帰ると『我が家の家宝』のS平君が『パパ左手見せて』といきなり寄ってきました。
そして、『んんん～～～！？？』、『やっぱりそうだ！手相に出てる！』と大喜び！
『ん～何がや？』と聞けば、S平君は『手相に子どもに厳しい線が出てる！』とニコニコしながらまたまた大喜び！

　良平さんはさっぱり訳が分からず、話を聞けば“あこ先輩”が手相の本を買ってきてアレコレと見ていると
『厳しい人』らしき線をみつけて、『絶対パパにはこの線が有るよ！』と“あこ先輩”と予想していたそうです。
『アホ！　こんなおもろいお父さんが厳しいわけないやろが！どこにそんな相が出てるねん！？』と反撃したら
『ほらこの線、この線がそうや！はっきり出てる！』、確かに有りました・・・・返り討ちでした。。。。
納得できるような？ 心外な？ 複雑な気持ちでしたが子供達には大うけでした。

『へーこんな本があるんや？』と思いながら、そういえば最近ピン芸人で
手相を見るのを売りにしてる人がいたなと思い出し、
その影響で本を買ってきたんだなと気づきました。

　最近は『エンタの神様』が終わってしまったのであまりお笑い番組を
観ることはありませんが昨年はネズッチの『はい！整いました～！』
が流行りましたね。あれは素晴らしかった！でも今はどうしてんねやろ？
そういえば、『ざんね～～ん！切腹～～』のギター侍はどこへ行ったのか？
『そんなの関係ね～そんなの関係ね～！ハイオッパッピ～！』の
小島よしおは時々テレビにも出てるね。

ＡＫＢ４８は大人気だけど、モーニング娘はどこに行ったのか？
厳しいのは芸人だけじゃないのね＞＞＞良平さんはアッﾁｬﾝが
気に入ってます。

それにしても、一発芸人といって正に一発芸が受けて大人気になって
直ぐに消えてしまう若手芸人がたくさんいますが、
良平さんは人気がなくなって消えてしまうのは仕方ないと思うのですが、その『一発芸』を考えたアイデアは
素晴らしいものがあるといつも思います。
「どうやったら受けるか？」、「どうしたらお客さんを笑わせる事ができるか？」・・・・・必死に考えたんだと
思います。

芸人や歌手だけじゃなくて、身の回りにも人気が出て
売り切れになって、何週間も待ってやっと手に入れたのに
今ではデビュー当時の半額だったり、もう売ってない物も
あるよね。「ナタデココ」・・プリプリ、コリコリして美味しかったよね。
 「今では懐かしい、女子プロレス」・・ﾀﾞﾝﾌﾟ松本は怖かった。
この間リサイクルショップではあのダイエットマシン「ジョーバ｣が
￥２５００で売られていたのを見つけた。

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？？？？

物作物作物作物作りはりはりはりは楽楽楽楽しいよしいよしいよしいよ！　！　！　！　良良良良いいいい材料材料材料材料とのとのとのとの出会出会出会出会いいいい！！！！

良平良平良平良平のののの部屋部屋部屋部屋

平成１９年１２月こまけんだより「良平の部屋」
「あこちゃん発明、ロデオボーイ（ジョーバ）もどき」より･･･マンガ雑誌を積み上げて縛り、それにまたがってユラユラ・・・でしたね～(^_^;)
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　売れなくなってしまった芸人の話じゃなくて、今月は昨年の夏に物作りの『守』、『破』、『離』というタイトルで
数ヶ月間お話をしましたが、良平さんは物作りが大好きです。
　７年前から駒剣の卒業生に『特製鍔（ツバ）』をﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄしていますが、一発芸人ではなくて７年間続いて
いるから、ま～ベテラン芸人っていう感じかな？多分おじいさんになる頃まで作り続けるから大ベテランに
なれるかな？でも毎年ある事にメチャクチャ悩んでます、それは毎年デザインを変えているのですが、
そのアイデアに悩んでます。

昨年、一昨年は紅葉を主流にしましたが、黒字に金粉を付けたり、何となく緑色にしてみたり、
赤/黒にしてみたりと年度によってデザインを変えてきました。

押し花も紅葉だけじゃなくて色んな花を試しました。本太中学に咲く桜の花弁、本太中学の桜は綺麗
なので何とかあの淡いピンク色を鍔に入れたいな！と試しても綺麗に出来ない。
さいたま新都心のカタクラパークで綺麗な「芝桜」を見つけたんで、「よし！これだ！」と思って昨年２鉢
買いましたがやっぱり納得のいく色が出ません。　良平さんこだわるね～～！

　押し花の仕方に問題があるのかな？と考えて
押し花の方法を工夫してみましたが、失敗ばかり。
この押し花、たかが押し花ですが、調べてみたらもの凄く奥が深いというか、
花の特長が分かっていないと上手に出来ない事が分かりました。
 （現在未だ研究中です。）

　あれやこれやで、試作品＝失敗作がいっぱい出来たのでみんな『我が家の家宝』のS平君にプレゼント？

（ほんとは捨てるの勿体無いからあげてるだけ、内緒やで～！でもS平君と仲良くしてたらもらえたりして、これも内緒やで！）

それでも、今年は偶然、良平さんの大好きなお店『TOKYUHANDS』をプラプラ（大宮店では何も買わなくても
１～２時間プラプラ不審者のようにウロチョロする事がよくあります。見つけても声掛けないでね！）
してたらある材料が良平さんを呼んでるのが聞こえてきました。
『ここだよ～一度試してみて～～～～！』ってね。

「周平くんが欲しかった
お父さん特製つば」

平成２１年３月「良平の部屋」
「特製つばの作り方」より

日々研究中！
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さすが！TOKYUHANDS！ 良い物置いてます！ 
材料はビックリするくらいの値段でしたが
迷わず買いました。迷わず買って大正解でした！ 
素晴らしい材料である事が分かりました！
今年の卒業生には、多分来年も・・・
数年間は同じ材料を使う予定ですが
『納得できた面白い鍔』シリーズをプレゼン
トしますね。　お楽しみに！
　今月で『良平の部屋』はおしまいですが、
最後に一言！
　さっき、『アイデアに悩んでます。』と書きましたが、
実はこの悩んでいるというのは困ったな～？という
事ではありません。一発芸人ではありませんが、
どんなデザインにすれば喜んでもらえるかな？綺麗な仕上がりにできるかな？と
想像しながら楽しんでいるのです。

　この４年間で一番悩んだのは『来月の「こまけんだより」の原稿』です、伝えたいこと、言いたい事が
たくさんあって毎月、毎月悩みました。
　４年間だけ？４年間も？『良平の部屋』を御愛読？？頂きありがとう御座いました。

みんなは良平さんのどんなお話が印象に残っていますか？　中国のお話？手作り鍔のお話？
歯医者さんのお話やパラリンピックのお話・・・本当にいろいろなお話をしていただきました。
良平さん、４年間たくさんの面白くてタメになるよいお話を本当にありがとうございました。M(__)m
あこ先輩も、どんどん上手になっていったかわいいイラスト！をありがとうございましたm(__)m
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　剣友会に入っていた頃は毎日が「本当に楽しい稽古」でしたが、
本太中学の剣道部に入ってからは毎日が

「「「「口口口口がががが裂裂裂裂けてもけてもけてもけてもツライツライツライツライとはとはとはとは絶対絶対絶対絶対にににに言言言言えないとてもえないとてもえないとてもえないとても楽楽楽楽しいしいしいしい稽古稽古稽古稽古」」」」
でした。（ここ笑うところです。）

　エンドレス１００本切り返し、６０分通し複数人懸かり稽古、縦３人二往復懸かり稽古、

終終終終わりのわりのわりのわりの見見見見えないえないえないえない「「「「もうもうもうもう一回一回一回一回」」」」・・・etc.

　そんな中学時代ですが、当時の部員には嬉しい出来事がごくまれにありました。

それは他校他校他校他校のののの生徒生徒生徒生徒がががが出稽古出稽古出稽古出稽古にににに来来来来たときたときたときたとき。。。。
他校の人と一緒に稽古するときは接待メニューになります。
もちろん普段の稽古よりも格段に楽になるので、私たちこちら側としては嬉しいかぎりです。

それでも時々、練習が終わり他校の生徒をお見送りした後、「「「「よしよしよしよし！！！！おおおお前前前前らららら面付面付面付面付けろけろけろけろ。」。」。」。」
と言われ、とぼとぼ面を付けに行くことがありましたが・・・。

　しかしどうであれ、今思えばあの稽古を乗り越えたからこそ、今の自分があるのではないのかな
と考えています。
当時はただ単純に「練習を早く終わらせたい」とか「家に帰ったらジャンプ読みながらゴロゴロ

しよう！」しか考えていなかったのですが、今今今今はあのはあのはあのはあの位置位置位置位置にまでにまでにまでにまで私私私私たちをたちをたちをたちを引引引引きききき連連連連れてれてれてれて
行行行行ってくれたってくれたってくれたってくれた先生先生先生先生にににに本当本当本当本当にににに感謝感謝感謝感謝していますしていますしていますしています。。。。

笑顔笑顔笑顔笑顔ががががキュートキュートキュートキュートなななな千葉千葉千葉千葉ちゃんちゃんちゃんちゃんからバトン承りました。奥山雄太奥山雄太奥山雄太奥山雄太ですですですです。。。。

↓以下、簡単に自己紹介　↓

８～９歳位の頃から剣道教室に通い始める→駒場剣友会に入会→本太中学校
→浦和実業高等学校（主将）→とある大学（現在も剣道継続中）

剣道を始めた理由は「六三四の剣」に影響されてです。

私は「「「「鬼鬼鬼鬼のののの居居居居たたたた中学校時代中学校時代中学校時代中学校時代」」」」について書きたいと思います。

　先生におどかされたという小学２年生のときの思い出深～い夏合宿デビューを語ってくれた千葉和甫先輩からバトン
を
引き継いでくださったのはその夏合宿に一緒に参加していた同期の桜　奥山雄太先輩です。
千葉先輩からバトンを受けた直後にくれたメールが「駒場剣友会出身の奥山雄太と申します。同出身、千葉和甫から
バトンを引き継がせて頂きました。この度は当バトンリレーについて質問させていただきたく思い、メールをお送りさせて
いただいた次第でございます。」というとっても大人な文章でビックリしちゃいました(*^。^*)
礼儀正しくて、心優しくて、友達思いの立派な駒剣の先輩です！！
それでは、奥山先輩よろしくお願いしま～す！！

数少ない有名な剣道マンガですね。
読んだ人も多いのでは？

オニですが・・・

ありがとうございました～！面つけーー！！ ハイ

とぼとぼ

おお～！さすがです！
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Ｐ．Ｓ．　　千葉ちゃんの文章にお地蔵様のある小道で山崎先生に脅されたと書いてありましたが、
　　　　　私もあのシーンは鮮明に覚えています。
　　　　　２人並んであの暗い小道を歩いている時は、もう既に千葉ちゃんはこわばった表情を
　　　　　していて、いざ問題の場所に着くや否や、山崎先生がいきなり「幽霊が出たぞ！」と
　　　　　声を張り上げ、ピュアな千葉はビクビクッと体を震わせていた姿は、今になっても
　　　　　はっきり目に浮かびます。（笑）

　中学時代の私にとって一番印象に残っている出来事は、最後の市大会の団体戦では

なんと駒場剣友会出身駒場剣友会出身駒場剣友会出身駒場剣友会出身のののの剣士剣士剣士剣士６６６６人人人人がががが決勝決勝決勝決勝のののの場場場場にににに出出出出てきたてきたてきたてきた事事事事ですですですです。。。。

大会の場で大勢に見守られながら、同門対決をしたあの感覚は今でも忘れられません。

　皆皆皆皆さんもさんもさんもさんも頑張頑張頑張頑張ればればればれば頑張頑張頑張頑張っただけっただけっただけっただけ、、、、結果結果結果結果がががが必必必必ずついてきますずついてきますずついてきますずついてきます。。。。

「「「「努力努力努力努力にににに勝勝勝勝るるるる天才無天才無天才無天才無しししし」」」」

この言葉をモットーにひたすら前に進んで行って下さい。

　つたない文章でしたが、少し力づけになりましたら幸いです。

決勝戦に６人も！　５対５のうちの６人、すごいですね～
会場のみんなから注目されて試合ができる
なんて、とても誇らしいことですよね。

山﨑先生は覚えていらっしゃるのかな～？
ホントに、大人になっても忘れられない
すごい思い出を作ってもらっちゃった
んですね(^_^;)

厳しかった中学時代を乗り越えたからこそ今の自分があると思えて、
なおかつ、指導してくださった先生に感謝の気持ちを持てるって
今、奥山先輩の剣道や生活が充実している証拠ですよね。すばらしい！！
みんなも辛い(>_<)と思うことがあったら、奥山先輩の言葉を思い出して頑張ってみよう！！
奥山先輩、ありがとうございました～m(__)m

さて、しばらく先輩たちの間を回っていたバトンですが、ここで一旦お預かりして
この間新しく入会された成人会員さんにお渡ししたいと思います。

ということでということでということでということで、、、、突然突然突然突然ですがですがですがですが・・・・・・・・・・・・

加藤得人加藤得人加藤得人加藤得人さんさんさんさん（（（（愛佳愛佳愛佳愛佳ちゃんのちゃんのちゃんのちゃんのパパパパパパパパさんさんさんさん））））バトンバトンバトンバトン回回回回りましたりましたりましたりました～！！～！！～！！～！！

おおおお忙忙忙忙しいところしいところしいところしいところ大変恐大変恐大変恐大変恐れれれれ入入入入りますがりますがりますがりますが、、、、４４４４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！！！！！！！！

大谷場中　三羽ガラスとの決勝戦ですよね。
私も観戦していました。駒剣士のがんばり、
私も誇らしかったです。（本）
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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しま～す！！

　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　　　　（（（（級審査級審査級審査級審査をををを受受受受けないけないけないけない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））））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　恒例の「６年生 ｖｓ ５年生以下の勝ち抜き団体戦」は盛り上がりますよ～！

　　　　　　　　　　　　　　　 保護者の方々もぜひ応援にいらしてくださいね！　　この日は修道館お休みです。

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）

　　　　　　　　昨年は大人にも子どもにも大好評でした。お父さん、お母さん、ぜひ体験してください(#^.^#)

※※※※　　　　剣道教室剣道教室剣道教室剣道教室はははは５５５５月月月月14141414日日日日((((土土土土))))～～～～７７７７月月月月２２２２日日日日((((土土土土))))　　　　全全全全８８８８回回回回！！！！
　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 申込受付申込受付申込受付申込受付はははは　　　　４４４４月月月月９９９９日日日日（（（（土土土土）　）　）　）　2222：：：：００００００００～　　～　　～　　～　　道場前道場前道場前道場前にてにてにてにて

　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みんなみんなみんなみんな、、、、おおおお友達友達友達友達をさそってみてねをさそってみてねをさそってみてねをさそってみてね！！！！！！！！

  ２ ２ ２ ２日日日日（（（（土土土土））））　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　　　　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
　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 先輩方をお迎えして、合同稽古ならびに試合を行います。
　　　　　　　　　先輩方！新中学１年生のみなさんもお待ちしてますので、よろしく～(^^)/
　　　　　　　　　修道館はお休みです。
　７日（木）　通常どおり　５：００～７：００
　９日（土）　通常どおり　３：００～５：００　（剣道教室申込受付剣道教室申込受付剣道教室申込受付剣道教室申込受付2222::::00000000～）～）～）～）
１４日（木）　通常どおり　５：００～７：００
１６日（土）　通常どおり　３：００～５：００   １１１１級審査会級審査会級審査会級審査会（（（（大宮武道館大宮武道館大宮武道館大宮武道館））））対象者対象者対象者対象者のみのみのみのみ
２１日（木）　通常どおり　５：００～７：００
２３日（土）        通常どおり　３：００～５：００
２８日（木）　通常どおり　５：００～７：００
３０３０３０３０日日日日（（（（土土土土） ） ） ） 駒場剣友会定期総会駒場剣友会定期総会駒場剣友会定期総会駒場剣友会定期総会　　　　３３３３：：：：００００００００～～～～５５５５：：：：００００００００（（（（２２２２FFFF会議室会議室会議室会議室にてにてにてにて））））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年年年年にににに一度一度一度一度のののの大切大切大切大切なななな会会会会ですですですです。。。。先生方先生方先生方先生方やややや他他他他のののの保護者保護者保護者保護者のののの方方方方のおのおのおのお話話話話をををを聞聞聞聞くくくく
　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 よいよいよいよい機会機会機会機会でもありますでもありますでもありますでもあります。。。。万障万障万障万障おおおお繰繰繰繰りりりり合合合合わせのわせのわせのわせの上上上上、、、、ごごごご出席出席出席出席のほどのほどのほどのほど
　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 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いい致致致致しますしますしますしますmmmm((((_ __ __ __ _))))mmmm
　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 稽古稽古稽古稽古はははは通常通通常通通常通通常通りありますりありますりありますりあります。。。。

４月の予定

３月の予定

せんぱい方！
よろしくお願い
します！！

※お詫びと訂正　先月号でお知らせした新入会員の渡辺君の連絡網の順番は、山口君の後ろでした。
　　御迷惑をおかけした事をお詫びし、訂正させていただきます。M(__)m
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