
　　　　　　　　　　　　

                            

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年５５５５月号月号月号月号　　　　駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年５５５５月号月号月号月号　　　　駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会

こまけんだよりこまけんだよりこまけんだよりこまけんだよりこまけんだよりこまけんだよりこまけんだよりこまけんだより

☆☆☆☆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、、、、４４４４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

☆☆☆☆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・・・・・・・・・・・・４４４４月号月号月号月号（（（（HPHPHPHPのみのみのみのみ発行発行発行発行））））よりよりよりより

☆☆☆☆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・・・・・・・・・・・・４４４４月号月号月号月号　　　　加藤得人加藤得人加藤得人加藤得人さんさんさんさん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５５５５月号月号月号月号　　　　三浦肇三浦肇三浦肇三浦肇さんさんさんさん　　　　一挙掲載一挙掲載一挙掲載一挙掲載ですですですです♪♪♪♪

☆☆☆☆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よりよりよりより一言一言一言一言・・・・・・・・・・・・4444月号掲載文月号掲載文月号掲載文月号掲載文

☆☆☆☆おおおお知知知知らせらせらせらせ・・・・・・・・・・・・総会報告総会報告総会報告総会報告、、、、新役員新役員新役員新役員さんのさんのさんのさんの紹介紹介紹介紹介
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５５５５,,,,６６６６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

☆☆☆☆名物名物名物名物　　　　星星星星やんやんやんやん武芸帳武芸帳武芸帳武芸帳・・・・・・・・・・・・「「「「足足足足さばきさばきさばきさばき、、、、さばいてますかさばいてますかさばいてますかさばいてますか？」？」？」？」

今月今月今月今月のめにゅのめにゅのめにゅのめにゅ～～～～
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。。。。

たけのこ！ しょうぶ湯 田植え
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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

　風薫る新緑の季節となりました。会員の皆さんそれぞれ、新しい学校、学級そして職場にも慣れて、自分の
ペースで生活ができるようになったのではと思います。

　駒場剣友会の活動は、今まで震災の影響でほとんどできない状態でした。しかし、４月２３日から土曜日の稽古
が再開でき、５月からは木曜日の稽古と土曜日の修道館での稽古もできるようになります。ありがたいことです。
これからも剣道ができる日常に感謝し、今自分ができることは引き続きやっていかなければなりません。７月から
９月にかけては再び駒場体育館の利用時間が午後５時までとなってしまいます。夏場の電力消費量が増えるこ
とから、夜間の利用を控えるようです。完全に元通りとはいきませんが、できる範囲で工夫しながら活動していき
ましょう。

　４月３０日に、平成２３年度の定期総会が行われました。２２年度の事業報告や決算報告、そして２３年度の事
業計画、予算案、役員等について審議。承認されました。役員改選で、今年度から山田節男先生に指導部（師
範）に入っていただくことになりました。皆さん御存知だとは思いますが、山田先生は大変な勉強家で、剣道の講
習会などにも頻繁に参加し学んでいらっしゃいます。これからいろいろな面で指導いただけると思います。
　また、山田先生の後任の錬成部長には、山崎利男先生に就任していただきました。山崎先生は言わずと知れ
た「けんどうおたく」、剣道について知らないことはないという方です。指導することの面白さにもはまりつつありま
す。
　御二方には今までも様々な場面で指導に係わっていただきましたが、これから益々御活躍いただこうと思いま
す。よろしくお願いいたします。
　新後援部長は、本田正則さんです。本田さんはお子さんと一緒に大人になってから剣道を始められ、出稽古な
どにも積極的に参加し、メキメキと力をつけられていらっしゃいます。剣道を始めたばかりの子どもの気持ちなど
も、よくわかっていらっしゃいますし、気配りのできる方なので人数の増えた後援部のまとめ役に適任です。さら
に、後援部役員として新しいメンバーが入ってくださいました。これから１年、チームワークよくやっていきましょ
う。
　聞くところによると、最近は子どもを預けて親が係わらなくていいような（お当番などない）スポーツ少年団等が
人気だそうです。駒剣はその逆をいっています。会員全員が、すべての子どもたちに目をかけ手をかけて、そし
て大人も子どもと一緒に人間形成を図る会です。どうぞ皆さん、あらためてよろしくお願いいたします。

　5月1日(日)に行われた、鳩ヶ谷市剣道連盟との合同稽古は楽しかったです。
久しぶりにたっぷりと稽古ができた気がしました。お誘いを受けての出稽古でしたが、
勤務する学校が会場であったため、朝から体育館の鍵を開けたり学校の子どもや
保護者と稽古ができたりしました。職場が学校になったんだという実感が持ててうれ
しかったのかもしれません。剣道の縁のありがたさをあらためて実感した日でもありました。
　来週から剣道教室が始まります。今年は震災の影響で開催自体が危ぶまれたため、チラシやポスターでの広
報活動ができず、小人数での実施となります。その分中身を濃くし短期間の中で剣道の楽しさに触れてもらえた
らと願っております。御協力よろしくお願いいたします。

　今日、6月19日(日)に行われるさいたま市浦和剣道大会の選手選考の試合を行いました。この大会の個人戦で
上位になると、10月に開催される県大会の浦和支部の代表選手に選ばれます。また、先日連絡が入りました
が、6月18日（土）に行われる、都道府県対抗全国大会県予選にも本荘日向君と本田青一郎君が浦和支部を代
表して出場します。昨年の浦和の大会で、5年生で優勝、4年生で準優勝したことから選ばれたようです。結果を
残すと、今まで縁のなかった大会へのキップもつかめるようです。
　個人戦も大切ですが、団体戦についても一昨年、昨年と２位、２位となっています。「３度目の正直」で今年は栄
冠を勝ちとりましょう。そのためには一人一人のレベルアップが必要です。正しい剣道をしながら勝負も強い、そ
こを目指してこれから一か月、質の高い稽古をしていきましょう。

2



４４４４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

本荘先生、お当番さん、ありがとうございました。m(_ _)m

4月23日（土） 本荘先生・尾島先生
　　　　　・久々の稽古で、みんな気合いが入っていてとてもよかったです。

4月30日（土）　中牟田先生・稲森先生
　　　　　・今日は総会があり、たくさんの保護者の方々に集まっていただきました。
　　　　　・剣道教室の申込みのため、たくさんの方が見学していってくださいました。
　　　　　・いつでも大きな声（あいさつ、返事、かけ声）を心がけましょう。

　3月26日、閉鎖中の駒場体育館にかわり、急きょ、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。

　「　「　「　「７７７７人人人人のののの駒剣士駒剣士駒剣士駒剣士　　　　卒業卒業卒業卒業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！」　　　！」　　　！」　　　！」　　　平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度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　　　　　　　　　　　　2011201120112011....3333....26262626

4月の稽古は2回しかできなかったね。
5月からは週2回できるよ！
稽古できることに感謝して、気合いを入れ
ていこう！
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震災以来久しぶりの稽古

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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卒業生から　駒剣には小手を、先生方には
寄せ書きの色紙とお花をプレゼント

先生方はさっそくニコニコと寄せ書き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
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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♪
お父さんの転勤で海外に
お引越しする篠田くんにも花束贈呈

みんなの心がじんわりと温かくなるようなよい会でしたね。準備いただいた役員のみなさま、ありがとうござ
いました。
卒業生のみなさん、時間があるときはぜひ、元気な顔を見せに道場に遊びに来てくださいね！

6



　　　

　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～♪
それでは、加藤パパさん、よろしくお願いいたしま～す(^^)/

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、加藤愛佳加藤愛佳加藤愛佳加藤愛佳のののの父親父親父親父親のののの加藤得人加藤得人加藤得人加藤得人ですですですです。
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、『、『、『、『剣道剣道剣道剣道とととと自分自分自分自分』』』』についてお話します。

『『『『剣道剣道剣道剣道とのとのとのとの出会出会出会出会いいいい』』』』

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
なってきました。

　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。

『『『『駒剣駒剣駒剣駒剣とのとのとのとの出会出会出会出会いいいい』』』』

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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『『『『持病持病持病持病のののの悪化悪化悪化悪化』』』』

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）
「これで剣道もできるぞー」って感じ！

『『『『災難続災難続災難続災難続きききき』』』』

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）
そのあとは、再発を恐れ、モチベーションも落ちて、なかなか稽古に行きづらくなってしまいました。

『『『『成人会員成人会員成人会員成人会員へのへのへのへの入会入会入会入会』』』』

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）

『『『『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
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　いつも私のツッコミをその心の大きさで優しく受け止めてくれる、加藤パパさんからバトンを受けました。
三浦三浦三浦三浦　　　　柊柊柊柊のののの父親父親父親父親のののの、、、、三浦三浦三浦三浦　　　　肇肇肇肇（（（（はじめはじめはじめはじめ））））です。

　せっかくこのような機会（チャンス?）をいただいたので、今回は駒剣剣士の目線で、私のことや、
私の勝手な思い、くだらない事柄（ほとんどかっ!）まで、楽しみながら書いていきたいと思います。

【【【【其其其其のののの壱壱壱壱：　：　：　：　さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな出会出会出会出会いいいい　　　　→→→→そしてそしてそしてそして剣道剣道剣道剣道とのとのとのとの出会出会出会出会いいいい】】】】

　私は小学校のときはバスケットボール部と陸上『りくじょう』部でした。しかし陸上部は、
先生にむりやり入部『にゅうぶ』させられたので、あまりいい思い出はありません。
なぜならその先生はこんな感じ　→　《ﾟДﾟ》ﾓｯﾄﾊﾔｸﾊｼﾗﾝｶｴ? ｺﾞﾗｧｧｧｧｧｧｧｧｧｧｧｧｱ!!

　冗談はさておき、バスケ部は本当に好きで入ったのですが、
私は背が小さく、ちょこまかしていたので、
「ガード」というポジションでした。「ガード」とは、
相手コートまでドリブルで敵をかわしながら攻め、
いいところで、つまり味方が点を入れられるようなところでパスを出したりする、
いわゆるゲームを組み立てる役です。試合とかでは特にボールを長く持てる役なので、
それはそれでめっちゃ楽しいのですが、自分はあまり合ってないな…と思っていました。
自分が思う「楽しい」とか「強い」とか、「やりがい」とは少し違っていたのです。

小学６年生の終わりのころ、「中学では何をヤルベキか !!!(￣ﾍ￣;)ｳｰﾑ」と本気で悩んでいました。
　　　　　　　　　　　　　　ただただ考えていてもダメだということで、源義経、白虎隊などの伝記や、
　　　　　　　　　　　　　　特に「漫画」という類『たぐい』の本をたくさん読みました。
　　　　　　　　　　　　　　「漫画かよ!?」と、かなりイタい感じでこの文面を見ていらっしゃる駒剣
　　　　　　　　　　　　　　アダルティ『おとな』のお顔が容易『ようい』に想像『そうぞう』できますが、
　　　　　　　　　　　　　　私のそのころの夢は漫画家になることでしたので、ちっとも痛くありません(笑)。

　そしてある日、『剣道以外はやりたくない!』という、もっとも危ない末期症状『まっきしょうじょう』が
出始めたのです。

　そのきっかけは、3月のこまけんだよりでの奥山先輩と同じ、「「「「六三四六三四六三四六三四のののの剣剣剣剣」」」」です!
そうですそうですそうですそうです、、、、出会出会出会出会ってしまったのですってしまったのですってしまったのですってしまったのです、、、、このこのこのこの漫画漫画漫画漫画にににに。。。。もちろん、とても感動はしましたが、それ以上に、
「剣道ってそんなにスゴイの?」「俺、今からでもできんじゃね?いやできるでしょ!六三四の剣超読んだし」
といった、勝手な疑問からの勝手な確信『かくしん』によって、剣道の道へと入っていくわけです。
でも実は、日ごろから木を削って、完成した剣にたいそう立派『りっぱ』な名前を付けて、(*´∀｀*)ｳｯﾄﾘ…
していた私なので、剣道をやるという気持ちはすこぶる強かったのを今でも覚えています。

　というわけで、加藤パパさんからバトンを受けたのは５年生の三浦柊くんのお父様、三浦肇さんです。
新世代を担う若手成人会員さんのお１人で、加藤パパさんとともに昨年は合宿委員さんをされて大変お世話になりましたm(__)m
ある情報筋によると、普段は口数が少ないのにお酒の席でスイッチが入ると急に饒舌に自論を語りだす・・・とか(*^。^*)
それでは、存分に語っていただきましょう！　三浦パパさんよろしくお願いいたしま～す(^^)/

へぇ～！やっぱり『六三四の剣』なのですね！
お手製の剣につけた立派な名前ってどんなのかなあ？
「斬鉄剣」とか「和道一文字」それとも「天鎖斬月」みたいな･･･？(^_^;)
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　「　「　「　「一期一会一期一会一期一会一期一会」『」『」『」『いちごいちえいちごいちえいちごいちえいちごいちえ』』』』という言葉を知っていますか?六三四の剣にこの言葉が出てきたのですが、
それ以来、この言葉が一番好きで、この言葉をいつも胸に置き、現在に至っています。

　もはやこの漫画は私のバイブルです。ちなみにスラムダンクも。漫画好きです　（；^ω^）
今、「JIN -仁-」というドラマがまた始まっていますが、この原作の漫画を描いている人が、六三四の剣を
描いた人であり、村上もとか先生という人です。もし六三四の剣を読みたい人がいたら、全巻持っているので
貸し出しますよ～!（スラムダンクも全巻あり!）  そのときは遠慮なく言って下さいね!!!

【【【【其其其其のののの弐弐弐弐：　：　：　：　剣道剣道剣道剣道にににに激激激激ハマッハマッハマッハマッていたあのていたあのていたあのていたあの頃頃頃頃】】】】

　私が中学で剣道を始めたときは、駒剣のみんなのように、小学生から剣道をやっている人が、それはそれは
たくさんいました。しかし、私はその人達には絶対負けない!という気持ちをいつも強く強く持っていました。
もちろん六三四のようになりかったですし、一方で、日本特有の武道だから、昔のサムライが剣を振ることで
どのようなことを考えたのだろうということを、少しでもいいので体で感じたかったのです。

　ですので、部活『ぶかつ』が終わった後、家で素振りや打ちこみを毎日欠かさずやっていました。
　
　　　　　　　　　　　　父親に作ってもらったのですが、庭の木にタイヤをぶら下げて、それを叩いたり、
　　　　　　　　　　　　さらにテンションが上がってくると、木の電信柱を木刀で叩いて本気で切り倒そうとしました。
　　　　　　　　　　　　（マネしないでね!）
　　　　　　　　　　　　このようなことを毎日やっていたのは、小学校で剣道をやっていた人より自分のほうが
　　　　　　　　　　　　剣道の経験が少ないのであれば、その分、剣道を練習する時間をその人たちより多く使って、
　　　　　　　　　　　　その日に学んだ練習をその日にできるだけ体に叩き（たたき）こめば、きっと強くなれると
　　　　　　　　　　　　思っていたからです。ですので、練習量では誰にも負けないという自信がありました。

　でも、大事なのは量だけではなく、質『しつ』であることも教えられていましたので、家で練習するときは、
必ず相手を考えました。つまり、強い誰かを超リアルにイメージして（ハッ!?あの人の顔はもっとまゆげが太いはず!
とかそういったリアルではありません）、そこめがけて打ちこむのです。その相手は、大きい人、小さい人、
同じくらいの人、色々いますよね。私の場合、イメージした相手（つまり、強いおひと）にはほとんど負けてました。
なぜなら実在『じつざい』する強い人、あこがれの人をいつも細かに『こまかに』イメージしていたからです。
だから勝つまで、勝ったと思うまで、振るし打ちこむのです。ちなみに私の母親は、私が練習している時や、
特に試合のときは、私に近づきづらくて声をかけられなかったと言っておりました。

　そんな感じで練習していた私でも、やはり心が折れそうになることはあります。
そのときには六三四の剣を読み返し!(笑)、
剣道での自分の非力さ『ひりきさ』を再度確認してもっと潔く『いさぎよく』心をポッキリ自分で折り!
（ダメだったところを残らず出す!ということです）、そしてまた木刀を振り!の繰り返し!その成果がご褒美として、
中学、高校では形になって出たのかなと思います。ではここで、じゃあ、練習ってそんなに意味あるの?って
ことに着目『ちゃくもく』して考えていきましょう。

【【【【其其其其のののの参参参参：　：　：　：　剣道剣道剣道剣道のののの練習練習練習練習のののの仕方仕方仕方仕方????どうどうどうどう考考考考えればいいのえればいいのえればいいのえればいいの????　～　～　～　～私私私私のののの勝手勝手勝手勝手なななな考考考考ええええ方方方方～】～】～】～】

　学ぶは真似ぶ『まなぶはまねぶ』って言葉、聞いたことありますか?
真似をするということそのものが、勉強ですよということです。

　例えば、ある剣道の試合を見ていて、あなたは「この人強いな～!」って思ったとします。
しかし、そこで終わってしまっては、まだ足りません。それだけでは、あなたはその強い人の「強いファン」に
なっただけです。あなたの大切な試合のとき、その人の顔を思い出して、(´,_ゝ｀)ｳﾌって感じになったとしても、
あなたは決して強くはなっていません。

「一期一会」・・・《「山上宗二記」の中の「一期に一度の会」から》
茶の湯で、茶会は毎回、一生に一度だという思いをこめて、
主客とも誠心誠意、真剣に行うべきことを説いた語。
転じて、一生に一度しかない出会い。一生に一度かぎりであること。
[ 大辞泉より]
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あなたは決して強くはなっていません。

　確かにそのとき、あなたはその人が強いと思った。では何が?　その人の何がすぐれているから
強いと思ったの?　というように、その強いと思った人の「何」が、自分を強いと思わせたのか!?を
自分に問いかけて、答えを出すことが大事です。つまり、「強い」とか、「うまい」とか、「ヤバイ」とか(笑)、
ぼやーっとしたことをもっと細かく考えて、突きつめて一つ一つに分解『ぶんかい』して真似ぶことが大事だ
ということです。この分解をすると、自動的に「学ぶ」という方向にあなたは流れていきます。

　なぜなら、あなたなりにそれを分解して、真似するところを真似てみたときに、「あれ???」ってなります。
例えばあなたが、あこがれの人の竹刀の振りを真似ようとするとき、「なーんでこの人のこの動きであんなに
強いの?自分は真似できたと思ってるけど、本当にこれで合ってんのか?もしかすると…それだけじゃない
のかな?」とか、「あの人は打ちがめっちゃ速く見えるけど、本当に速いのかな?」などなど、分解していくと
疑問だらけになってしまうからです。そうなると、その強い人に限らず、他の色々な人の打ちを見て、
あなたは情報を集めようとします。正しいのは何だろう?という視点『してん』で、もがくということです。
この切り返しです。いや、繰り返しです。これが「学ぶ」ということだと思います。

　上記を実践『じっせん』し、学ぶことができたならば、それを体になじませることが重要です。
一回の真似ならば、誰でもできます。しかし、いかなるスポーツ、武道、共通として大事なのは、
それを何回も繰り返して自分のものにするということです。これを、「練習」というのだと思います。
みんなも先生に、例えば「こういう風に小手を打て!」とか、振りのフォームを教えられますよね?
そのときに先生から教えられたフォームを実践しようとして、かなり振りにくく感じた覚えはありませんか?
実際振りにくいのです。よーくわかります (o-´ω｀-)ｳﾑｳﾑ

　しかし、それを何回も繰り返し「真似ぶ」、「学ぶ」ことによって、その振り方が自分にとって「当たり前」に
なってきます。そしてそれこそが楽に、自然に振りやすいのだと実感してきます。実感してきたのなら、
さらに練習しましょう。必ずあなたの成果になります。その成果が、試合に出ます。あなたの打ちは
思った通りに決まるようになり、さらに、もっと難しい技を習得『しゅうとく』できる状態になるのです。

　駒剣には、すばらしい先生、見本となる先生方がたくさんいらっしゃいます。
先生方のいい部分を真似て学んで、そして必要に応じて「選んで『えらんで』」、「混ぜて『まぜて』」
といった工夫で上手に取り入れることで、たとえ短い時間でも、練習の中身を濃いものにすることが
できると思います。

【【【【其其其其のののの四四四四：　：　：　：　駒剣剣士駒剣剣士駒剣剣士駒剣剣士のののの全員全員全員全員がさらにがさらにがさらにがさらにレベルアップレベルアップレベルアップレベルアップするためにはするためにはするためにはするためには????～～～～私私私私がががが勝手勝手勝手勝手にににに思思思思うことうことうことうこと～】～】～】～】

　まず前提『ぜんてい』としていいたいのは、剣道の強い弱いは、体格差ではないということです。
やせていても体格が良くても、小さくても大きくても、強くなれます。

　では、私の思うことの一つ目です。
私が目指しているふるまいの一つに、「「「「見見見見るとはなしにるとはなしにるとはなしにるとはなしに全体全体全体全体をををを見見見見るるるる」」」」というのがあります。
これはたぶん、そのときの相手の全体的な「様」『さま』を「感じる」ということなんだと思います。
そのように感じるのは、自分が気持ちで相手を攻めていて初めてできるのだと思います。
そういった気持ちでいると、不思議と、自分が何をやるべきかが見えやすく、決めやすくなります。
その状態での攻め合いは、とても面白いものです。

　一方で、攻めとは、自分だけが動くこととは限りません。相手を攻めつつ、「相手をどう動かすか」を考えて
ふるまうことも大事です。会長先生が時々おっしゃっている「後の先」『ごのせん』を取る、ということにも
関連するのではないかと思います。

「強いなあ！
すごいなあ」

「何が
すごいんだろう？」

「マネして
みようか？」

「アレ？？
どうすれば・・･？」
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２２２２． ． ． ． 台座台座台座台座のののの乗乗乗乗りりりり降降降降りりりり

　　　お風呂に入った時に使う台座『だいざ：すわる台』のような、あまり背の高くない台を使用します。
　　どう使うかというと、剣道の中段の足構えで、その台座へ飛び乗ります（手も中段の構え）。
　　このときグラグラしないように、最短『さいたん』の距離を取ってフワリと乗ります。
　　そこからその体制（たいせい）を崩さず、後ろに降りて、すぐ台座にまたフワッと飛び乗ります。
　　これを繰り返します。
　　最初は危険ですので、親がしっかり見ていてその具合を確かめることが大事です。
　　特に台座が軽いときは、ずれて子供がひっくりかえることがあるので、台座の足元には十分
　　気を付ける必要があります。

　　　

　二つ目です。
駒剣剣士駒剣剣士駒剣剣士駒剣剣士のみんなはのみんなはのみんなはのみんなは、、、、下半身下半身下半身下半身、、、、つまりつまりつまりつまり足足足足とととと腰腰腰腰をををを、、、、もっともっともっともっと鍛鍛鍛鍛えるえるえるえる練習練習練習練習をををを自分自身自分自身自分自身自分自身でででで行行行行ったほうがいいったほうがいいったほうがいいったほうがいい
と思います。

　体の軸がブレると、有効な打ちになりづらいです。このブレとは、例えば相手に対して、
体が横に斜め『ななめ』になりながら打つ、あごを上げて打つ、上半身だけがまえのめりになる、
などのことをいいます。足さばきが大事です。体の真ん中の軸がぶれない足さばきがもっと上手くなれば、
駒剣剣士はもっと強くなると確信しています。今でもこんなに強いのですから!

　足腰足腰足腰足腰をををを鍛鍛鍛鍛えるえるえるえる『『『『きたえるきたえるきたえるきたえる』』』』?　( ﾟДﾟ)?　どうやって?
例えばの練習方法練習方法練習方法練習方法をご紹介します：

１１１１． ． ． ． 上上上上りりりり坂坂坂坂をををを小股小股小股小股『『『『こまたこまたこまたこまた』』』』でででで走走走走るるるる
　
　　上り坂を、歩幅『ほはば』をある程度小さく、足で地面を削って『けずって』耕す『たがやす』ように
　　意識しながらひざを適度に上げてガスガスと、できるだけ歩数をかせぐように走ります。
　　つまり、ラグビーのような走り方です。まあ上り坂でなくてもかまいません。

【【【【あとがきあとがきあとがきあとがき：　：　：　：　最後最後最後最後にににに】】】】

　先生方の前でこのようなことを書くのは非常に恐れ多く、また私自身がなまけているため、
相当にためらいました。
しかし今回限りとして、私がこれまで経験して思ったことや駒剣のみんなと出会って感じたことを
わかりやすく伝えたいと思い、敢えて書かせていただきました。
なにより、、、駒剣剣士がよりいっそう心身ともに強くなることを願う次第です。
どうかご容赦を　m(＿ ＿)m　ｷｮｳｼｭｸｯｽ…

　次のバトンは、新会員が良いということですので、いきなりですが、長谷部パパさん!
どうぞよろしくお願いいたします!!!

やってみよう！

たしかに、剣道には岩のように大きくて強い人や小柄だけどすばしっこくて強い人、いろいろな体格の強い人がいますね。
「強い！と思った人のマネをして」「足腰を鍛えて」「見るとはナシに全体を見る！」・・・うんうん、できそうな気がしてきました(*^。^*)
三浦パパさん、ためになるお話をありがとうございましたm(__)m
というわけで、長谷部パパさ～ん！　突然ですがバトン回りました～！
お忙しいところ恐れ入りますが、6月号よろしくお願いいたしますm(__)m

ふわっ

こんな感じでしょうか？

ラグビーのような走りって
どんな走り方でしたっけ？
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【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　　　　６６６６年年年年
　　　　　　　　「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

平成平成平成平成２３２３２３２３年度定例総会年度定例総会年度定例総会年度定例総会よりよりよりより

　先月30日（土）に開催された定例総会には、みなさまお忙しいところ多数ご出席頂き、ありがとうございました。
議事であった平成２２年度の事業や会計報告の後、平成２３年度の事業計画案や予算案などが審議、承認されました。
　また今回、駒場剣友会から東日本大震災に対する義援金として10万円を寄付することも承認されましたので御報告いたします。
（震災以降稽古できなかったために支出がなかった体育館使用料や講師謝礼金、月会費などを有効に活用しようという提案によるもの）
　新しい役員さんも決まり、いよいよ新年度の始まりです。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　＜　　　　　　　　　　　　＜　　　　　　　　　　　　＜　　　　　　　　　　　　＜平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度のののの役員役員役員役員のみなさんのみなさんのみなさんのみなさん＞＞＞＞

相談役　　　　　　　　　　　菅原　慶一師範　　　　　　　　　　　　　　後援部会計　　　　　　近藤　夢美さん
会　長　　　　　　　　　　　 本荘　真　主席師範　　　　　　　　　　　　　　〃　　 　 　　　　　 山﨑　みゆきさん
副会長（指導部部長）　　木村　裕之次席師範　　　　　　　　　　　後援部書記　　　　　　種田　純子さん
　 〃 　（錬成部部長）　　山崎　利男さん　　　　　　　　　　　　　　 　　　〃　　　　　　　　　加藤　好江さん
　 〃　 （後援部部長）　　本田　正則さん　　　　　　　　　　　　　　 後援部監事　　　　　　松本　育代さん
幹事（指導部副部長）　　尾島　寿子師範　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　森　　 明子さん
　〃 （錬成部副部長）　　神田　けい子さん　　　　　　　　　　　　　 合宿委員　　　　　 　 北嶋　秀行さん
　〃 （錬成部副部長）　　近藤　千恵子さん　　　　　　　　　　　　　　　  〃　　　　　　　 　 真砂　　仁さん
　〃 （後援部副部長）　　真砂　幸子さん　　　　　　　　　　　　　　　　　 〃　　　　　　　　　權田　啓子さん
　〃 （後援部副部長）　　有賀　美江さん　　　　　　　　　　　　　　　　　 〃　　　　　　　　　河内　みさこさん
師範（指導部）　　　　　　 山田　節男さん　　　　　　　　　　　　　　　　　 〃　　　　　　　　　本城　ちえみさん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修道館担当　　　　　 奥山　恵子さん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浦和剣連担当　　　　渡邊　順迎さん

　　　　　２２年度の役員さの方々には、大変お世話になりましてありがとうございましたm(_ _)m
　　　　　　２３年度新役員の方々には、一年間お世話になります。どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m。

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年生を送る会の前の投票の結果、平成23年度の新しい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♪

新新新新しいしいしいしいキャプテンキャプテンキャプテンキャプテン、、、、副副副副キャプテンキャプテンキャプテンキャプテンよりよりより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　　　　６６６６年年年年
　　　　　　　　「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】
　松本松本松本松本　　　　駿平駿平駿平駿平（（（（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　　　　６６６６年年年年
　　　　　　　　「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。」
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　７日（土）　　　　通常どおり　3:00～5:00　　　修道館再開　5:00～7:00
１２日（木）　　    通常どおり　5:00～7:00
１４１４１４１４日日日日（（（（土土土土）　　　）　　　）　　　）　　　平成平成平成平成２２２２２２２２年度剣道教室初日年度剣道教室初日年度剣道教室初日年度剣道教室初日　　　　１１１１：：：：００００００００～～～～３３３３：：：：００００００００
　　　　　　　　　 ※稽古稽古稽古稽古はははは本太中学校修道館本太中学校修道館本太中学校修道館本太中学校修道館にてにてにてにて　　　　　　　　3333::::00000000～～～～5555::::00000000
１９日（木）　　　　通常どおり　5:00～7:00
２１２１２１２１日日日日（（（（土土土土）　　　）　　　）　　　）　　　剣道教室剣道教室剣道教室剣道教室２２２２回目回目回目回目　　　　1111::::00000000～～～～3333::::00000000
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 稽古は通常どおり　　　　3:00～5:00
２６日（木）　　　  通常どおり　5:00～7:00
２８２８２８２８日日日日（（（（土土土土）　　　）　　　）　　　）　　　剣道教室剣道教室剣道教室剣道教室３３３３回目回目回目回目　　　　　　　　1111::::00000000～～～～3333::::00000000
　　　　　　　　　 ※稽古稽古稽古稽古はははは本太中学校修道館本太中学校修道館本太中学校修道館本太中学校修道館にてにてにてにて　　　　　　　　3333::::00000000～～～～5555::::00000000

６６６６月月月月のののの予定予定予定予定

　２日（木）　　通常どおり　5:00～7:00
　４４４４日日日日（（（（土土土土）　　）　　）　　）　　剣道教室剣道教室剣道教室剣道教室４４４４回目回目回目回目　　　　1111::::00000000～～～～3333::::00000000　　　　　　　　稽古は通常どおり　3:00～5:00
　９日（木）　　通常どおり　5:00～7:00
１１１１１１１１日日日日（（（（土土土土）　　）　　）　　）　　剣道教室剣道教室剣道教室剣道教室５５５５回目回目回目回目　　　　1111::::00000000～～～～3333::::00000000　　　　　稽古は通常どおり　　3:00～5:00
１６日（木）　　通常どおり　　5:00～7:00
１８１８１８１８日日日日（（（（土土土土）　　）　　）　　）　　剣道教室剣道教室剣道教室剣道教室６６６６回目回目回目回目　　　　1111::::00000000～～～～3333::::00000000　　稽古は通常どおり　　3:00～5:00
　　　　　　　　　　都道府県対抗剣道大会予選都道府県対抗剣道大会予選都道府県対抗剣道大会予選都道府県対抗剣道大会予選　（　（　（　（県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館）　）　）　）　出場予定選手　本荘日向・本田青一郎
１９１９１９１９日日日日（（（（日日日日））））　　浦和少年剣道大会浦和少年剣道大会浦和少年剣道大会浦和少年剣道大会さいたまさいたまさいたまさいたま市剣道大会市剣道大会市剣道大会市剣道大会（（（（大宮武道館大宮武道館大宮武道館大宮武道館））））
　　　　　　　　　　　　　　　３年生以上の個人戦、団体戦（大人もあり）。後日お手紙が出る予定です。
２３日（木）　　通常どおり　　5:00～7:00
２５２５２５２５日日日日（（（（土土土土））））　　剣道教室剣道教室剣道教室剣道教室７７７７回目回目回目回目　　　　1111::::00000000～～～～3333::::00000000　　稽古は通常どおり　　3:00～5:00

５５５５月月月月のののの予定予定予定予定 変更になる場合もありますので、お手紙などをよく見てご注意下さい。

＜＜＜＜平成平成平成平成２３２３２３２３年度主年度主年度主年度主なななな行事予定行事予定行事予定行事予定＞　＞　＞　＞　変更になる場合もあります。

５月１４日（土）～７月２日（土） 平成２３年度剣道教室（全８回）
６月１９日（日） 　　　　　　　　　 浦和少年剣道大会（大宮武道館）
７月１８日（月・祝)　　　　　　　　塚越剣友会との交流会　9:00～12:00　（駒場体育館剣道場）
7月２３日（土）　　　　　　　　　　 駒場剣友会　夏合宿説明会　（駒場体育館　２F会議室）
８月６日（土）～８日(月）　　　　 駒場剣友会夏合宿　（栃木県日光市室瀬　ホテルファミテック）
８月２０日（土）　　　　　　　　　　市内と稽古着・袴のお手入れ講習会
９月３日（土） 　　　　　　　　　　 平成23年度前期昇級審査会
９月１０日（土） 　　　　　　　　　 一級審査（大宮武道館）
９月２３日（金・祝）　　　　　　　  さいたま市民剣道大会（記念総合体育館）
１０月１６日（日）　　　　　　　　  東京都北区剣道大会
１１月２３日（水・祝）　　　　　　  鳩ヶ谷市秋季剣道大会
１１月２６日（土）　　　　　　　　　駒場剣友会　保護者会
１２月１７日（木・祝）　　　　　　 一級審査会
１２月２４日（土）　　　　　　　　　駒場剣友会　クリスマス会　（稽古納め）
　１月未定　　　　　　　　　　　 　埼玉大学寒稽古
　１月５日（木）　　　　　　　　　　 駒場剣友会　稽古始め
　１月未定　　　　　　　　　　　　　埼玉大学　鳳翔剣大会
　３月３日（土） 　　　　　　　　　　後期昇級審査会
　３月未定　　　　　　　　　　　　　越谷村岡杯剣道大会
　３月２０日（火・祝）　　　　　　　さくら草旗剣道大会（記念総合体育館）
　３月２２日（木）　　　　　　　　　お父さん・お母さんのための剣道教室
　３月２４日（土）　　　　　　　　　６年生を送る会　　6年生の保護者を送る会

　　　　　平成23年度剣道教室
　
　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

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！！

変更になる場合もありますので、お手紙などをよく見てご注意下さい。
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