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御冥福御冥福御冥福御冥福をををを心心心心よりおよりおよりおよりお祈祈祈祈りりりり申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。
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みなさん、お元気ですか？
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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 おうちの人とみんなでよんでください。おうちの人とみんなでよんでください。おうちの人とみんなでよんでください。おうちの人とみんなでよんでください。

本荘先生より本荘先生より本荘先生より本荘先生より

３月に起きた東日本大震災でお亡くなりになられた方の御冥福を心よりお祈り申し上げます。また、現

在も避難生活を余儀なくされている方が大勢いらっしゃいます。被害にあわれた皆様にお見舞いを申し

上げます。

駒剣も震災後、体育館の休館や体育施設開放の自粛により、稽古ができていません。さくら草旗剣道

大会や１級審査も中止になりました。しかし、剣道はできなくても普段どおりの生活ができることをありが

たいと思わなくてはなりません。被災地に想いをはせ、自分にできることをやっていきましょう。

そんな状況下ではありましたが、６年生を送る会だけはなんとかと思い、本太中学校にお願いして修

道館をお借りすることができました。深く感謝しております。例年とは違い、試合はなく電気もつけない少

し暗い中、短い時間での稽古とセレモニーでしたが、例年以上に心のこもった会になりました。卒業する

７人を駒剣みんなでお祝いできた、そんな会でした。

さて、４月１８日から３０日まで、駒場体育館が使えるようになると連絡がありました。ただし、使えるのは

夕方の５時までだそうなので、木曜日はできません。２３日と３０日の土曜日にやります。 駒剣の再開で

す。新しいキャプテン、副キャプテンのもと、スタートしましょう。

私事ですが、職場が変わったことは送る会でもお話ししました。４月より、鳩ヶ谷市立鳩ヶ谷小学校に
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私事ですが、職場が変わったことは送る会でもお話ししました。４月より、鳩ヶ谷市立鳩ヶ谷小学校に

教頭として勤務しています。元々ずっと鳩ヶ谷市で教員をしていたので戻った形になるのですが、９年

ぶりの学校現場でしかも初めての小学校勤務。戸惑うことが多く、そのぶん新鮮な気持ちで毎日を過ご

しています。始業式、入学式も無事終了し、新たな出会いがありました。これからたくさん子どもたちと触

れ合おうと思っています。今年のさくらの花は、私の目には一段ときれいに映っています。

そんな中、５月１日(日)に開催される鳩ヶ谷市春季剣道大会後の合同稽古にお誘いをいただきました。

春の大会自体は市内の会員だけでやっています。会場となる鳩ヶ谷小学校に私が赴任したことから起

きた話です。稽古をする場所がとれない現状でありがたいことと思います。午後２～３時ごろからの開始

となりそうです。日曜日、しかも連休中でもありますので自由参加とします。参加できる方は私の職場の

見学を兼ねておいでください。

５月１５日(日)に予定されていた、「北区剣道大会｣は延期になりました。期日が決まりましたらあらため

て選手を募ることにします。

いきなり全力疾走するとケガをします。ぼちぼちとやっていきましょう。錬成部、後援部の役員さんも変

わります。今年度もチームワークよく進んでいきましょう！
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3月3日(木) 尾島先生・神田先生

・いつでもどこでも、声は大きく出しましょう。

・今週の昇級審査にむけて、みんな気合いの入った練習ができていました。

3月5日(土) 2部制 前半 山田先生・近藤英隆先生 後半 本荘先生

前半・3時からの級審査に向けて丁寧に御指導いただきました。

みなさん、大きな声でがんばってください。

後半・尾島先生・・・審査、とても良かったです。いつもの稽古も審査会のようにすれば、より良いですね。

打ちだけでなく心も鍛えてください。

・木村先生・・・剣道を始めて1年も経っていない人たちも全員、着装、礼式がとてもよくできて

いました。いろんな人のおかげで強くなったことに感謝しましょう。審査を通じて

みなさんの成長を感じました。これを機会に大きな夢を持ってください。

・菅原先生・・・全員が昇級できたことはとても素晴らしい。みんな、打った後の気がよかったし、

残心もできていました。立ち振舞い、所作も良かったと思います。

・本荘先生・・・立合いも良かったが、審査を見ている姿もとても良かったです。

3月10日(木) 神田先生・大本先生・尾島先生

・級審査後の練習ということで、基本練習が中心でした。一つ一つの動作を確認しながら、練習して

いました。声もよく出ていました。ＯＧの奥山さんと古澤さんが稽古に来てくださいました。
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本荘先生、お当番さん、ありがとうございました。m(__)m
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長く続く地震でした。職場の給湯室では電子レンジが床に落ちて、食器棚からお皿が降って

きました。避難した駐車場からは、地下の水道管が破裂したのか、道路の真ん中に大きな水柱が

まるで噴水のように立っているのが見えました。

初めての恐ろしい体験でしたが、それでも帰宅して家族の無事を確かめ合い、それぞれの

体験を話しているうちにテレビに映ったのは、大津波警報を示す太平洋側が赤く点滅している

日本地図と現地の信じられない光景・・・・・・。

知り合いのある男性は、あわや津波に飲み込まれるところでした。

出張で石巻の取引先と商談中に地震発生。津波が来ると知って、取引先の人たちと車に乗って

避難したものの、渋滞につかまり立ち往生。

ふと後ろを見ると５０ｍ後方に、もやもやとした煙をともなった津波が迫っていたそうです。

（煙に見えたのは押し流されて壊れながら流れてきた建物などが出していた埃。）

とっさに運転していた人が反対車線に（海に向かう方向なのでもちろん走る車はない）

ハンドルを切って右車線を逆走！ホントは交通違反だけど、そんなこと言ってられない！

それからすぐに山に向かう道を見つけて高台にたどり着いたとのこと。

高台から見下ろすと、さっきまで居た道はもう見るかげもなく･･･。

亡くなった方は実に１万２千人以上。避難所生活されている方々は1５万人以上だそうです。

たった一日で、大切なものをすべて失ってしまったら・・・。

とにかく避難しなさいと言われて、何も持たずに家を出なければならなくなったら･･･。

家族や友人に会えずに、何日も何日もどこにいるのかわからないままだったら・・・。

きっと悔しくて、悲しくて、もう想像するだけで胸が痛くなりそうです。

それでもご飯を食べて、寝て、明日も明後日も生きていかなきゃいけない。

多くの人たちの悔しさと悲しさが少しでも和らぐように、今こそ思いやりの心で、

自分に何が出来るかを考えて行動したいと思います。

私が出来るのはとても小さなことだけど、みんなでやればとても大きな力（パワー）になると信じて！

勝手に編集長のつぶやき・・・でした m(__)m
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3月26日、閉鎖中の体育館にかわり、急遽修道館をお借りして6年生を送る会が行われました。

このような非常時に修道館をお借りすることができたことに駒剣一堂深く感謝しております。

節電のため電気はつけずに、交代で6年生を中心にみんなで稽古をしてから、多くの保護者の方々の参加もいただき

盛大に粛々と6年生の卒業をお祝いすることが出来ました。

卒業生やその保護者の方々の一言も、喜びや感謝の気持ちに溢れ、例年にも増して心温まる会だったように思います。

「７人の駒剣士「７人の駒剣士「７人の駒剣士「７人の駒剣士 卒業おめでとうございます！」卒業おめでとうございます！」卒業おめでとうございます！」卒業おめでとうございます！」 平成２２年度６年生を送る会平成２２年度６年生を送る会平成２２年度６年生を送る会平成２２年度６年生を送る会 2011.3.262011.3.262011.3.262011.3.26
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卒業生に 駒剣特製 愛情たっぷり卒業記念品をプレゼント

特製アルバム 特製名入りストラップ 特製鍔止め・特製印＆印泥 最後の仕上げに余念のない親方
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先生方には色紙とお花をプレゼント

先生方は嬉しそうに色紙を読んでいらっしゃいました

卒業生から、お世話になったおウチの方と成人会員さんへお花をプレゼント

中牟田キャプテンから

松本新キャプテンへ

激励の言葉とともに
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こちらも世代交代！の図

2代目渡辺後援部長・3代目本田後援部長・初代星野後援部長

お花よりもカワイイ～！ 駒剣ガールズ♪

心温まる会を企画準備運営してくださった役員のみなさん、本当にありがとうございましたm(__)m 6年生の皆さん、篠田くん、お元気で～！！

お父さんの転勤で海外に
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さて、しばらく先輩たちの間を回っていたバトンですが、新しく入会された成人会員さんたちもだいぶ増えたので

奥山先輩から一度バトンをお預かりして、いきなりホイッ！と受け取られたのは・・・・３年生の加藤愛佳さんのお父様

加藤得人さんです！！（スミマセン、突然で・・・(^_^;)）

合宿委員さんとして、去年の合宿では大変お世話になりました。写真もとってもお上手ですよね～♪

こんにちは・・・・

何故かバトンが飛んできてしまいました・・・・（涙）

小学3年、加藤愛佳の父親の加藤得人です加藤愛佳の父親の加藤得人です加藤愛佳の父親の加藤得人です加藤愛佳の父親の加藤得人です。
よろしくお願いいたします。

まずは、

このたびの大震災で被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

日々の報道を見て、事の重大さに驚いています。そして何も出来ない無力さにむなしさを感じます。

せめて事故や混乱のないように、落ち着いた行動と節水と節電を心がけたいと思っています。

被災された皆様が一日も早く復旧されますように強く願っています。

さて、バトンを受けちゃったのはいいのですが、文章？を書くのが大の苦手で困ってます。

小学校の卒業文集以来かもしれません・・・（涙）

とりあえず、、、、『『『『剣道と自分剣道と自分剣道と自分剣道と自分』』』』についてお話します。
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剣道部に入る事を決めてきました。えっ？ なぜ？ と思いました。（当然です、剣道は全然無縁

だったので）

しかし、本人が決めることだし、面白そうだし、応援する事にしたのです。

彼女が1年生の時は、大きな大会以外あまり見に行かず、お母さん任せだったような感じでした。

そして2年生になり、週末の遠征試合などは車出しをすることもあり、ほぼ毎週のように練習試合を

見に行くようになりました。その頃から、「なんか剣道ってカッコイイし、面白そうだな」と思うように

練習試合を見に行っているときに、時々、先月号の筆者、奥山雄太君のお母さんである

奥山恵子さん（彼女とは同級生で中学以来の再会だったのですが）に剣道の事を色々と

教えていただきました。そのときに、奥山恵子さんも駒剣で剣道をやっていることを知り、

驚きました。そして剣道に誘われたのですが、「まさか自分はやらないよ」って感じでした。

そしてある日突然、愛佳が

「私も剣道やりたーい、おねーちゃんカッコイイ」

と言い出したのです。

（長女の試合にはしょっちゅうつれて行っていたので）

自分も剣道というものに、だいぶのめり込んでいたので、愛佳がやりたいと言うなら

やらせようと思い、道場に行かせるようになりました。

『『『『駒剣との出会い駒剣との出会い駒剣との出会い駒剣との出会い』』』』

愛佳が最初に行っていた道場が閉館になってしまい、次はどうしようかと考えていたところ

「有田すくちゃんと同じ所に行きたい」と言うのです。駒剣のことを調べました。そしたら入会

条件が2年生からというじゃないですか（汗） ところが、以前尾島先生に教えていただいたことも

I can fly !

さて、しばらく先輩たちの間を回っていたバトンですが、新しく入会された成人会員さんたちもだいぶ増えたので

奥山先輩から一度バトンをお預かりして、いきなりホイッ！と受け取られたのは・・・・３年生の加藤愛佳さんのお父様

加藤得人さんです！！（スミマセン、突然で・・・(^_^;)）

合宿委員さんとして、去年の合宿では大変お世話になりました。写真もとってもお上手ですよね～♪

こんにちは・・・・

何故かバトンが飛んできてしまいました・・・・（涙）

小学3年、加藤愛佳の父親の加藤得人です加藤愛佳の父親の加藤得人です加藤愛佳の父親の加藤得人です加藤愛佳の父親の加藤得人です。
よろしくお願いいたします。

まずは、

このたびの大震災で被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

日々の報道を見て、事の重大さに驚いています。そして何も出来ない無力さにむなしさを感じます。

せめて事故や混乱のないように、落ち着いた行動と節水と節電を心がけたいと思っています。

被災された皆様が一日も早く復旧されますように強く願っています。

さて、バトンを受けちゃったのはいいのですが、文章？を書くのが大の苦手で困ってます。

小学校の卒業文集以来かもしれません・・・（涙）

とりあえず、、、、『『『『剣道と自分剣道と自分剣道と自分剣道と自分』』』』についてお話します。

『『『『剣道との出会い剣道との出会い剣道との出会い剣道との出会い』』』』

今まで、剣道は自分にとって無縁なものと思ってました。長女が中学に入り、部活動を選ぶときに、

剣道部に入る事を決めてきました。えっ？ なぜ？ と思いました。（当然です、剣道は全然無縁

だったので）

しかし、本人が決めることだし、面白そうだし、応援する事にしたのです。

彼女が1年生の時は、大きな大会以外あまり見に行かず、お母さん任せだったような感じでした。

そして2年生になり、週末の遠征試合などは車出しをすることもあり、ほぼ毎週のように練習試合を

見に行くようになりました。その頃から、「なんか剣道ってカッコイイし、面白そうだな」と思うように

練習試合を見に行っているときに、時々、先月号の筆者、奥山雄太君のお母さんである

奥山恵子さん（彼女とは同級生で中学以来の再会だったのですが）に剣道の事を色々と

教えていただきました。そのときに、奥山恵子さんも駒剣で剣道をやっていることを知り、

驚きました。そして剣道に誘われたのですが、「まさか自分はやらないよ」って感じでした。

そしてある日突然、愛佳が

「私も剣道やりたーい、おねーちゃんカッコイイ」

と言い出したのです。

（長女の試合にはしょっちゅうつれて行っていたので）

自分も剣道というものに、だいぶのめり込んでいたので、愛佳がやりたいと言うなら

やらせようと思い、道場に行かせるようになりました。

『『『『駒剣との出会い駒剣との出会い駒剣との出会い駒剣との出会い』』』』

愛佳が最初に行っていた道場が閉館になってしまい、次はどうしようかと考えていたところ

「有田すくちゃんと同じ所に行きたい」と言うのです。駒剣のことを調べました。そしたら入会

条件が2年生からというじゃないですか（汗） ところが、以前尾島先生に教えていただいたことも

あり、経験者だからということで1年生の愛佳は入会させていただけました。（良かったです。）

I can fly !
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『『『『成人会員への入会成人会員への入会成人会員への入会成人会員への入会』』』』

その年の9月、合宿委員の慰労会のとき、飲んでいる席で自分も入会を勧められました。

どこの席に行っても本当に熱心に勧誘され、口説かれ、自分もまったくその気がなかった

訳でもなく、お酒の力も加わり、オッケーサインを出してしまいました。

その後、やる気も上昇し『まずは形から』ということで、

即行で武道具店に行き、初心者フルセットを購入してきちゃいました。（笑）

『『『『災難続き災難続き災難続き災難続き』』』』

入会当初、色々な所用でなかなか稽古に行けず、年も明けてしまいました。

その年の目標を『稽古に頑張って行き、初段をとる』にし、寒さに負けず頑張り始めたころ

（1月末）自転車で転倒。

その後、腰がものすごく痛くなり（涙）、またしても稽古に行けず、

毎日接骨院通いになってしまいました。

3月、春も近づき温かくなってきて、腰も良くなり稽古再開（やったー）

4月、サッカー少年団の指導者を引き受けているのですが、（大した事はやってないですが）

練習中にボールの上に乗ってしまい、脚を思い切り伸ばしてしまい、今度は肉離れに（ヒャー）

『『『『持病の悪化持病の悪化持病の悪化持病の悪化』』』』

実は、6年ほど前から[関節リュウマチ]という病気に悩まされています。

常にあちこちの関節が痛く、最悪は寝たきりになる病気です。

自分の場合、両手指の関節と両ひざが痛い状態です。

昨年の秋ごろから痛みが増し、両ひざにヒアルロンサンの注射をしながらごまかしてきたのですが、

加藤パパさんっていつもニコニコしていらっしゃったのに、随分痛い思いをされていたんですね(>_<)

注射の治療、どんどん効果が出てくるといいですね。

今年は初段挑戦！頑張ってください！！応援しています！！！

というわけで、突然ですが三浦パパさん、バトンが渡りました～(^^)/

お忙しいところ恐れ入りますが、５月号、よろしくお願いいたしま～すm(__)m

『『『『成人会員への入会成人会員への入会成人会員への入会成人会員への入会』』』』

その年の9月、合宿委員の慰労会のとき、飲んでいる席で自分も入会を勧められました。

どこの席に行っても本当に熱心に勧誘され、口説かれ、自分もまったくその気がなかった

訳でもなく、お酒の力も加わり、オッケーサインを出してしまいました。

その後、やる気も上昇し『まずは形から』ということで、

即行で武道具店に行き、初心者フルセットを購入してきちゃいました。（笑）

『『『『災難続き災難続き災難続き災難続き』』』』

入会当初、色々な所用でなかなか稽古に行けず、年も明けてしまいました。

その年の目標を『稽古に頑張って行き、初段をとる』にし、寒さに負けず頑張り始めたころ

（1月末）自転車で転倒。

その後、腰がものすごく痛くなり（涙）、またしても稽古に行けず、

毎日接骨院通いになってしまいました。

3月、春も近づき温かくなってきて、腰も良くなり稽古再開（やったー）

4月、サッカー少年団の指導者を引き受けているのですが、（大した事はやってないですが）

練習中にボールの上に乗ってしまい、脚を思い切り伸ばしてしまい、今度は肉離れに（ヒャー）

『『『『持病の悪化持病の悪化持病の悪化持病の悪化』』』』

実は、6年ほど前から[関節リュウマチ]という病気に悩まされています。

常にあちこちの関節が痛く、最悪は寝たきりになる病気です。

自分の場合、両手指の関節と両ひざが痛い状態です。

昨年の秋ごろから痛みが増し、両ひざにヒアルロンサンの注射をしながらごまかしてきたのですが、

注射も効かなくなり、歩行も困難になってしまったのです（涙）

すると主治医から「いいかげん治そう」、「少し費用はかかるが治るから」ということで、

3月から点滴治療を始めました。

1回うん万円の高額治療を最低１０回以上行います。

まだ2回しかやってないけど、効果が出ています。痛みが薄らいでます（笑）

『『『『目標目標目標目標』』』』

剣道を始めた当初からの目標の「初段」にむけて頑張って稽古をしていきたいと思います。

今まで、なんだかんだ言い訳っぽいことで稽古をさぼっていたような感じです。

これからは自分に厳しく目標に向かって頑張りたいと思います。

日記のような自己紹介のような文になってしまいましたけれど、どうかこれからも御指導よろしく

お願いいたします。

次は、三浦柊くんのお父さんの三浦肇さんにお願いしたいと思います。 どうぞよろしく！

加藤パパさんっていつもニコニコしていらっしゃったのに、随分痛い思いをされていたんですね(>_<)

注射の治療、どんどん効果が出てくるといいですね。

今年は初段挑戦！頑張ってください！！応援しています！！！

というわけで、突然ですが三浦パパさん、バトンが渡りました～(^^)/

お忙しいところ恐れ入りますが、５月号、よろしくお願いいたしま～すm(__)m

『『『『成人会員への入会成人会員への入会成人会員への入会成人会員への入会』』』』

その年の9月、合宿委員の慰労会のとき、飲んでいる席で自分も入会を勧められました。

どこの席に行っても本当に熱心に勧誘され、口説かれ、自分もまったくその気がなかった

訳でもなく、お酒の力も加わり、オッケーサインを出してしまいました。

その後、やる気も上昇し『まずは形から』ということで、

即行で武道具店に行き、初心者フルセットを購入してきちゃいました。（笑）

『『『『災難続き災難続き災難続き災難続き』』』』

入会当初、色々な所用でなかなか稽古に行けず、年も明けてしまいました。

その年の目標を『稽古に頑張って行き、初段をとる』にし、寒さに負けず頑張り始めたころ

（1月末）自転車で転倒。

その後、腰がものすごく痛くなり（涙）、またしても稽古に行けず、

毎日接骨院通いになってしまいました。

3月、春も近づき温かくなってきて、腰も良くなり稽古再開（やったー）

4月、サッカー少年団の指導者を引き受けているのですが、（大した事はやってないですが）

練習中にボールの上に乗ってしまい、脚を思い切り伸ばしてしまい、今度は肉離れに（ヒャー）

『『『『持病の悪化持病の悪化持病の悪化持病の悪化』』』』

実は、6年ほど前から[関節リュウマチ]という病気に悩まされています。

常にあちこちの関節が痛く、最悪は寝たきりになる病気です。

自分の場合、両手指の関節と両ひざが痛い状態です。

昨年の秋ごろから痛みが増し、両ひざにヒアルロンサンの注射をしながらごまかしてきたのですが、

注射も効かなくなり、歩行も困難になってしまったのです（涙）

すると主治医から「いいかげん治そう」、「少し費用はかかるが治るから」ということで、

3月から点滴治療を始めました。

1回うん万円の高額治療を最低１０回以上行います。

まだ2回しかやってないけど、効果が出ています。痛みが薄らいでます（笑）

『『『『目標目標目標目標』』』』

剣道を始めた当初からの目標の「初段」にむけて頑張って稽古をしていきたいと思います。

今まで、なんだかんだ言い訳っぽいことで稽古をさぼっていたような感じです。

これからは自分に厳しく目標に向かって頑張りたいと思います。

日記のような自己紹介のような文になってしまいましたけれど、どうかこれからも御指導よろしく

お願いいたします。

次は、三浦柊くんのお父さんの三浦肇さんにお願いしたいと思います。 どうぞよろしく！
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新正副新正副新正副新正副キャプテンキャプテンキャプテンキャプテン決決決決まるまるまるまる！！！！
先月、６年生を送る会の前に、平成23年度の新しい正副キャプテンを決める投票がありました。

その結果、キャプテンには松本駿平くん、副キャプテンには森渉くんと本荘日向くんが決まりました。

みんな、新しいキャプテン、副キャプテンに協力して、今年も駒剣を盛り上げていきましょうね♪

新新新新しいキャプテンしいキャプテンしいキャプテンしいキャプテン、、、、副副副副キャプテンよりキャプテンよりキャプテンよりキャプテンより一言一言一言一言

【副キャプテン】

森森森森 渉（渉（渉（渉（もりもりもりもり わたるわたるわたるわたる）くん）くん）くん）くん 新６年新６年新６年新６年
「駒場剣友会副キャプテンとしてキャプテンの手助けをして、駒剣のみんなを引っぱっていけたら

いいと思います。」

【キャプテン】

松本駿平（松本駿平（松本駿平（松本駿平（まつもとまつもとまつもとまつもと しゅんぺいしゅんぺいしゅんぺいしゅんぺい）くん）くん）くん）くん 新６年新６年新６年新６年
「これから1年間キャプテンとして責任感を持ち、副キャプテンと協力して駒場剣友会を引っぱって

いきたいと思います。1年間迷惑をかけることもあるかと思いますが、よろしくお願いします。」

【副キャプテン】

本荘本荘本荘本荘 日向（日向（日向（日向（ほんじょうほんじょうほんじょうほんじょう ひゅうがひゅうがひゅうがひゅうが）くん）くん）くん）くん 新６年新６年新６年新６年
「ぼくの目標は３つあります。

その１は、副キャプテンとして責任を持ち、下級生を引っぱっていきたいと思います。

その２は、駒剣の先生方やお当番さんのお手伝いをして、しんらいされる副キャプテンになりたいです。

その３は、防具袋や面が乱れていたら整理します。」

おおおお 知知知知 らららら せせせせ

９日（土）～ 剣道教室申込受付 （電話・メールにて）

１７日（土）まで 駒場体育館休館

２１日（木) 稽古休み（4月中の体育館使用可能時間が5時までのため）

２３日（土）２３日（土）２３日（土）２３日（土） 通常どおり通常どおり通常どおり通常どおり ３：００～５：００３：００～５：００３：００～５：００３：００～５：００ 久しぶりの稽古です！！久しぶりの稽古です！！久しぶりの稽古です！！久しぶりの稽古です！！

２８日（木) 稽古休み

３０日（土）３０日（土）３０日（土）３０日（土） 通常どおり通常どおり通常どおり通常どおり ３：００～５：００３：００～５：００３：００～５：００３：００～５：００

駒場剣友会定期総会 午後３：００～５：００（駒場体育館２Ｆ会議室）

年に１回の大切な会です。皆様、万障お繰り合わせの上、ご出席くださいますよう、

よろしくお願い致します。

稽古も３：００～５：００であります！

新正副新正副新正副新正副キャプテンキャプテンキャプテンキャプテン決決決決まるまるまるまる！！！！
先月、６年生を送る会の前に、平成23年度の新しい正副キャプテンを決める投票がありました。

その結果、キャプテンには松本駿平くん、副キャプテンには森渉くんと本荘日向くんが決まりました。

みんな、新しいキャプテン、副キャプテンに協力して、今年も駒剣を盛り上げていきましょうね♪

新新新新しいキャプテンしいキャプテンしいキャプテンしいキャプテン、、、、副副副副キャプテンよりキャプテンよりキャプテンよりキャプテンより一言一言一言一言

【副キャプテン】

森森森森 渉（渉（渉（渉（もりもりもりもり わたるわたるわたるわたる）くん）くん）くん）くん 新６年新６年新６年新６年
「駒場剣友会副キャプテンとしてキャプテンの手助けをして、駒剣のみんなを引っぱっていけたら

いいと思います。」

【キャプテン】

松本駿平（松本駿平（松本駿平（松本駿平（まつもとまつもとまつもとまつもと しゅんぺいしゅんぺいしゅんぺいしゅんぺい）くん）くん）くん）くん 新６年新６年新６年新６年
「これから1年間キャプテンとして責任感を持ち、副キャプテンと協力して駒場剣友会を引っぱって

いきたいと思います。1年間迷惑をかけることもあるかと思いますが、よろしくお願いします。」

【副キャプテン】

本荘本荘本荘本荘 日向（日向（日向（日向（ほんじょうほんじょうほんじょうほんじょう ひゅうがひゅうがひゅうがひゅうが）くん）くん）くん）くん 新６年新６年新６年新６年
「ぼくの目標は３つあります。

その１は、副キャプテンとして責任を持ち、下級生を引っぱっていきたいと思います。

その２は、駒剣の先生方やお当番さんのお手伝いをして、しんらいされる副キャプテンになりたいです。

その３は、防具袋や面が乱れていたら整理します。」

おおおお 知知知知 らららら せせせせ

４月の予定４月の予定４月の予定４月の予定

ドキドキのクラス替え

５日（木）こどもの日 稽古休み

７日（土） 3:00～5:00？

１２日（木） 5:00～7:00？

１４日（土） 剣道教室① 1:00～3:00？

１９日（木） 5:00～7:00？

２１日（土） 剣道教室② １:00～3:00？

２６日（木） 5:00～7:00？

２８日（土） 剣道教室③ １:00～3:00？

５月の予定５月の予定５月の予定５月の予定
5月14日(土）～7月2日（土）全8回

担当される先生

本荘 真 先生

稲森久士 先生

古澤久枝 先生

6666月月月月19191919日日日日(日・父の日)には

浦和少年剣道大会（大宮武道館）

進級おめでとう！
23日（土）待ちに待った稽古再開です！

現時点では未定ですm(__)m

９日（土）～ 剣道教室申込受付 （電話・メールにて）

１７日（土）まで 駒場体育館休館

２１日（木) 稽古休み（4月中の体育館使用可能時間が5時までのため）

２３日（土）２３日（土）２３日（土）２３日（土） 通常どおり通常どおり通常どおり通常どおり ３：００～５：００３：００～５：００３：００～５：００３：００～５：００ 久しぶりの稽古です！！久しぶりの稽古です！！久しぶりの稽古です！！久しぶりの稽古です！！

２８日（木) 稽古休み

３０日（土）３０日（土）３０日（土）３０日（土） 通常どおり通常どおり通常どおり通常どおり ３：００～５：００３：００～５：００３：００～５：００３：００～５：００

駒場剣友会定期総会 午後３：００～５：００（駒場体育館２Ｆ会議室）

年に１回の大切な会です。皆様、万障お繰り合わせの上、ご出席くださいますよう、

よろしくお願い致します。

稽古も３：００～５：００であります！

新正副新正副新正副新正副キャプテンキャプテンキャプテンキャプテン決決決決まるまるまるまる！！！！
先月、６年生を送る会の前に、平成23年度の新しい正副キャプテンを決める投票がありました。

その結果、キャプテンには松本駿平くん、副キャプテンには森渉くんと本荘日向くんが決まりました。

みんな、新しいキャプテン、副キャプテンに協力して、今年も駒剣を盛り上げていきましょうね♪

新新新新しいキャプテンしいキャプテンしいキャプテンしいキャプテン、、、、副副副副キャプテンよりキャプテンよりキャプテンよりキャプテンより一言一言一言一言

【副キャプテン】

森森森森 渉（渉（渉（渉（もりもりもりもり わたるわたるわたるわたる）くん）くん）くん）くん 新６年新６年新６年新６年
「駒場剣友会副キャプテンとしてキャプテンの手助けをして、駒剣のみんなを引っぱっていけたら

いいと思います。」

【キャプテン】

松本駿平（松本駿平（松本駿平（松本駿平（まつもとまつもとまつもとまつもと しゅんぺいしゅんぺいしゅんぺいしゅんぺい）くん）くん）くん）くん 新６年新６年新６年新６年
「これから1年間キャプテンとして責任感を持ち、副キャプテンと協力して駒場剣友会を引っぱって

いきたいと思います。1年間迷惑をかけることもあるかと思いますが、よろしくお願いします。」

【副キャプテン】

本荘本荘本荘本荘 日向（日向（日向（日向（ほんじょうほんじょうほんじょうほんじょう ひゅうがひゅうがひゅうがひゅうが）くん）くん）くん）くん 新６年新６年新６年新６年
「ぼくの目標は３つあります。

その１は、副キャプテンとして責任を持ち、下級生を引っぱっていきたいと思います。

その２は、駒剣の先生方やお当番さんのお手伝いをして、しんらいされる副キャプテンになりたいです。

その３は、防具袋や面が乱れていたら整理します。」

おおおお 知知知知 らららら せせせせ

４月の予定４月の予定４月の予定４月の予定

最後はお楽しみ、星やん武芸帳です。最後はお楽しみ、星やん武芸帳です。最後はお楽しみ、星やん武芸帳です。最後はお楽しみ、星やん武芸帳です。

ドキドキのクラス替え

５日（木）こどもの日 稽古休み

７日（土） 3:00～5:00？

１２日（木） 5:00～7:00？

１４日（土） 剣道教室① 1:00～3:00？

１９日（木） 5:00～7:00？

２１日（土） 剣道教室② １:00～3:00？

２６日（木） 5:00～7:00？

２８日（土） 剣道教室③ １:00～3:00？

５月の予定５月の予定５月の予定５月の予定
5月14日(土）～7月2日（土）全8回

担当される先生

本荘 真 先生

稲森久士 先生

古澤久枝 先生

6666月月月月19191919日日日日(日・父の日)には

浦和少年剣道大会（大宮武道館）

進級おめでとう！
23日（土）待ちに待った稽古再開です！

現時点では未定ですm(__)m
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