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４年４年４年４年 河内河内河内河内 聡志くん聡志くん聡志くん聡志くん 準優勝準優勝準優勝準優勝
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梅雨明け前の蒸し暑い日が続いています。日中だけでなく夜も寝苦しい暑さですが、ごはんをよく食べよく寝てバテない体を

つくりましょう。休まず継続して稽古していくことが何より大切です。

さて、まずはなんと言っても「さいたま市浦和剣道大会」について書かねばなりません。目標であった「小学生団体戦優勝」を

成し遂げました。しかも、一回戦から決勝戦まで一人も負けなし、完勝でした。第２７回の大会にして初優勝です。平成１０年、１

６年に３位、１７年にA,Bチームが３位、そして２１，２２年に２位となり、今回優勝することができました。埼玉大学の寒稽古や夏合

宿をはじめ、日々の稽古をしっかりやってきた成果だと思います。これからもひたむきに稽古に打ち込みましょう。

個人戦では、６年生で松本選手対森選手の同門決勝戦が実現しました。

松本選手は大会直前に右腕にひびが入り出場さえ危ぶまれましたが、団体

戦大将として活躍し、個人戦もそれを感じさせない勢いでした。対する森

選手も常に相手を圧倒して勝ちあがってきました。森選手の得意技はコテで

す。日向いわく「森のコテは、川で熊が鮭をとるようなコテ」だそうです。どん

な刃筋やねん！と突っ込みたくなりますが、わかる気もします。それぐらいの

迫力、精度のあるコテ。しかし、決勝戦では松本選手が腕をケガしているのを

知っているのでそのコテを打ちません。メンとドウで対抗するも決め手なく延

長へ。最後までコテを打たず、両者堂々の相メンで決着がつきました。清清

しく心を打つ決勝戦でした。

５年生は、本田選手が優勝しました。昨年度が準優勝ですから、安定した戦いぶりができています。しかし、今回は団体戦を

含めて調子はよくなかったようです。本来の攻める剣道ではなく、相手が来た所を何とかしようとするやや守りの剣道で苦戦しま

した。伝家の宝刀、引きゴテを中心にしのいで勝っていった感じでした。調子がいまひとつでも勝ちきることができたのは自信に

なったでしょう。逆に、団体戦を見るかぎり、上位進出に死角なしと思われた真砂智選手が敗れたのは意外でした。団体戦では

副将として全勝、すべて二本勝ち。それも６年生個人で３,４位になった強い選手に勝っていたので、まさかという気がしました。

剣道の試合の難しさです。

４年生では河内選手が、３年生では西村選手がいずれも準優勝しました。新しい力の台頭は頼もしく感じます。ひとつひとつ

の試合を一生懸命戦う姿が印象的でした。

入賞はできなくとも、駒剣士はみなよく声を出し全力で試合に臨んでいました。始めと終わりの礼式がしっかりできていて立派

な態度でした。お父さん、お兄さん剣士もがんばりました。「次こそは・・・」、と思ったことでしょう。選手でない子どもたちもたくさ

ん応援に駆けつけてくれました。そこが素晴らしいと思いました。後援部、錬成部も、審判、剣連事務局、記録、写真撮影、お手

伝い、そして熱い応援と大活躍でした。日向選手の選手宣誓に始まった大会、「駒剣総力をあげての一日」、まさにお願いして

いたとおりになったと実感しました。感謝いたします。そしておめでとう！

剣道教室全８回が終了しました。人数は少ないながら、毎回大きな声が道場に響き、一生懸命剣道に取り組んでくれました。

指導していて面白いなぁと感じたのは、始めたばかりの今の段階で、すでに剣風というか個性があるんです。胴打ちが上手い子、

上段に振りかぶったときに左こぶしの位置が決まる子、声の出し方に気迫を感じる子、などなどです。これからさらにどのように

伸びていくのか楽しみです。新しい仲間が増えるといいですね。今月は、来週から４回、土曜日2部制が始まります。低学年の

先輩方、いろいろ教えてあげてくださいね。指導していただくお父さん先生もよろしくお願いいたします。

６月４，５，６日に行われた「中体連学校総合体育大会さいたま市予選」については、駒剣ＯＢ・ＯＧは貫禄でした。団体戦で本

太中男子、木崎中女子、原山中女子が、個人で、田上、松尾、加藤、木村、高橋、石田、野口、千葉、稲森、平島が県大会出

場です。駒剣対決もいくつかありワクワクしながら観戦しました。どちらかが負けることにはなるのですが、“晴れの舞台で同門が

鎬を削って戦う”というのは剣道の世界での素敵なことの一つです。県大会は今月２５,２６日です。時間を作って応援に行きた

いと思っています。

１８日の海の日は、恒例の「蕨市塚越剣友会との交流会」です。今年は駒剣がお招きする年で、いつも稽古する道場で実施し

ます。狭いので順番に稽古するようになりますが、今年もみんなで「交剣知愛」、大切な一日にしたいです。

もうすぐ夏休み！（学校にいて久しぶりに実感しています）すぐに夏合宿もあります。この夏、暑さに負けない強い心と体を作り

ましょう。

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
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６月２日（木）　　古澤先生・大本先生・尾島先生

　　　・稽古前のあいさつ、話を聞く態度の御指導いただき、道場に入ったら

　　　　気を引き締めなければと思いました。

　　　・また、着装も試合の時だけでなく、普段からきちんと心がけましょうと教えていただきました。

　　　・新会員　上田彩佳さんが入られました。

６月４日（土）　　菅原先生・木村先生・尾島先生・近藤先生

　　　・着装と先生へのあいさつについて御指導いただきました。

　　　･初心者の皆さんは無心で大きな声で稽古ができていたので、皆さんもそのように稽古をして　

　　　　いくようにとお話がありました。

　　　・試合前で気合いが入っているのか、暑さでだるいのか、ケガ人が多かったです。体調管理やケガには気をつけましょう。

　

６月９日（木）　　神田先生・石井先生・尾島先生

　　　・掛かり稽古が始まるとき、尾島先生の前に１０人以上ズラ～ッと並んだ子たちが　先生から番号を振ってもらっていました。

　　　　先生に稽古をつけていただきたい！という気持ちが　いいですよね。

　　　・見学の三浦君、お手伝いありがとうございました。

６月１１日（土）　　山田先生・山崎先生・本荘先生・尾島先生

　　　・蒸し暑い中、準備運動からとても気合いの入ったかけ声とともに熱気が伝わってきます。　最初の面つけの時から、

　　　　先生方が細かく見ていてくださって、皆も良い緊張感の中で始まり、最後まで頑張って充実した稽古でした。

　

６月１６日（木）　　尾島先生・近藤先生

　　　・１分という短めの試合でしたが、みんな気合いの入ったよい試合でした。

　　　・地稽古では、たくさんの相手をみつけ稽古している姿が見られました。１９日の試合が目前です！！頑張ってください。

６月１８日（土）　　山田先生・本荘先生・木村先生・尾島先生

　　　・大西さん、二段合格おめでとうございます。

　　　・本日午前中、全国都道府県対抗少年剣道優勝大会の予選会に本荘君、本田君が出場しました。お疲れさまです。

　　　･明日の試合にむけて、とても気合いが入った稽古でした。

６月２３日（木）　　尾島先生・渡邊先生

　　　・大変蒸し暑い中、最初からよく声が出ていました。

　　　･面打ちを声出し、残心、両肩から真っ直ぐ前に打つ等、じっくりと教えていただきました。

　　　･試合の後こそ、稽古に気持ちを入れてとお話がありました。日々の練習の積み重ねが大事なんだと思いました。

６月２５日（土）　　山田先生･菅原先生・本荘先生・木村先生

　　　・菅原先生より、先日の試合の結果についてお褒めの言葉と注意する点を教えていただきました。

　　　・今日の月例試合は、高学年、低学年に分かれて、勝ち抜き戦を行いました。今回も真剣な気合いの入った試合を

　　　　見ることができました。　

６月３０日（木）　　尾島先生・木村由枝先生

　　　･蒸し暑い中、大きな声がよく出ていました。

　　　･途中で何人かが面をはずすことがありましたが、みんな最後まで稽古ができていました。

６月のお当番さんノートの感想より６月のお当番さんノートの感想より６月のお当番さんノートの感想より６月のお当番さんノートの感想より

本荘先生、お当番さん、ありがとうございました。m(_ _)m

平成２３年度剣道教室 暑い中、防具をつけてみんながんばっています！
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６月19日（日）大宮武道館でさいたま市浦和剣道大会が開催されました。
悲願の団体戦優勝をはじめ、個人戦でも優勝、準優勝が続出とすばらしい結果でした。おめでとうございます！
また賞に入らなかった選手も、駒剣士らしい堂々とした試合ぶり！ほれぼれしちゃいました～(#^.^#)
試合結果とコメント、選手達の感想、応援の方々の感想も全部載せちゃいます。

西村くん西村くん西村くん西村くん 中野（田島団地）・・・よく声が出ていました。強い面でした。

高橋（原山）・・・・・引き面２本。素晴らしかったです。よく相手が見えてますね。

平塚（天翔）・・・・・相手を圧倒してました。

加藤（緑ノ風）・・・・気合いが入ってました。

安村（緑ノ風）・・・・最後は動きが止まりました。全体を通していい試合ばかりでした。

準優勝おめでとう！！

メ メ

メ メ

メ メ

メメメ

コ決勝戦決勝戦決勝戦決勝戦 コ

伊東くん伊東くん伊東くん伊東くん 伊豆野（天翔）・・・・・よく相手が見えていました。よく動けました。

安村（緑ノ風）・・・・・相手の間が良かった。団体戦の相手の次鋒だった選手だから、

メ

小学３年生小学３年生小学３年生小学３年生 個人戦個人戦個人戦個人戦

小学４年生小学４年生小学４年生小学４年生 個人戦個人戦個人戦個人戦

小松田くん小松田くん小松田くん小松田くん 大熊（一心館）・・・・よく声が出ていました。最後に疲れましたね。

長谷部くん長谷部くん長谷部くん長谷部くん 西（田島）・・・・・・・はじめは大きな相手に押され気味でしたが、徐々に前に出て

いけるようになり、声も出ていました。惜しかった！！

メ

メ

メメ

判

有賀さん有賀さん有賀さん有賀さん 石川（一心館）・・・・いい面がたくさんありましたが惜しかった。メ

權田くん權田くん權田くん權田くん 山田（埼玉田島）・・・大きな声が出ていました。きれいな面が入りました。

新原（沼影）・・・・・・よくがんばっていましたが、延長になり最後のところで、相手の

メ

メ延長

延長

真砂歩くん真砂歩くん真砂歩くん真砂歩くん 福田（沼影）・・・・・・声がよく出て、元気よく戦っていました。真っ直ぐな面が入りました。

村田（田島団地）・・・リズムよく技が入り、安心して応援できました。

國近（埼玉田島）・・・元気に動いていて、相手も強く非常に良い試合でした。延長も

かなり長い時間かかり、惜しかった！

メ コ

ド

メ

延長
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本田くん本田くん本田くん本田くん 大和田（やどかり）・・初太刀で面１本。

清水（沼影）・・・・・・見事な小手２本。相手をよく崩していました。

新井（中尾）・・・・・・接戦でした。終盤に見事な引き小手。さすが～！

佐藤（一心館）・・・・これも接戦でした。中盤に抜き胴。その後も攻め切りました。

田村（一心館）・・・・試合の間の気持ちのつなぎ方が上手です。声をかけられない

くらい自分で集中してます。決勝戦も接戦を制して見事優勝。

おめでとう！今日は終始、小手が冴えていました。

メ メ

コ コ

ド

真砂智くん真砂智くん真砂智くん真砂智くん 渋谷（美園）・・・・・・相手をよく見て、２本。完勝。

中川（剣真会）・・・・攻めて攻めて、二振りで決めました。

小黒（中尾）・・・・・・１本目までは良かったけれど、その後は何か気が抜けたような

感じで２本取られてしまった。直前に食したおにぎりが

逆効果だったか？

三浦くん三浦くん三浦くん三浦くん 町田（沼影）・・･････早々に面をとられてしまった。その後攻めきれず、残念。メ

メ

河内くん河内くん河内くん河内くん 八木（一心館）・・・・・いつものようにクールに２本、面を決めてくれました。

青鹿（埼玉田島）・・・・体もよく動いていてきれいに技が入っていました。

佐々木（緑ノ風）・・・・・声が出てきました。動きのよい相手に遅れることなく技を

出していました。

佐々木（一心館）・・・・声がよく出ていました。相手をよく見て、冷静に技を出して

いました。

新原（沼影）・・・・・・・・拮抗した決勝戦にふさわしい試合でした。本当に

メ

メ メ

コ

コ決勝戦決勝戦決勝戦決勝戦

メ メ

山﨑さん山﨑さん山﨑さん山﨑さん 二見（原山）・･････・・２本とも見事な面だった。

小山（田島団地）･･･二振りで完勝。

吉田（一心館）・・・・・いい試合でした。２本目、面をきれいに取り返したけれど

最後は相手もきれいな胴でした。

コメ

コ

メ メ

メ メ

小学５年生小学５年生小学５年生小学５年生 個人戦個人戦個人戦個人戦

メ メ

ドメ メ

決勝戦決勝戦決勝戦決勝戦

メ メ

コ
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松本くん松本くん松本くん松本くん 尾花（領家）・・・・・・よいタイミングでの面抜き面。相手の手元のゆるんだ瞬間の

小手。相手がよく見えているのが分かる。

宍戸（沼影）・・・・・・攻め合いからの見事な面。その後の打ち合いでも惜しい技あり。

最後は打ち合いからの居ついたところで面一本。

谷之口（中尾）・・・・ちょっと疲れが出たのか、前半不用意な引き技、危ない。

つばぜり合い後の待てから集中力が復活。いきなり小手面速攻。

その調子！

天田（天翔）･･････互いに攻めあぐね思うように技が出ない。しかし最後はキチッと

抜き胴、お見事。

椎野（緑ノ風）・・・・互いに打ち合い、つばぜり合いが続く。なかなか思い通りの技が

出せない中、フッと剣先が上がったところの小手お見事。

森（駒剣）・・・・・・・同門同士、手の内を知り尽くしての試合。互いになかなか手が

出せないまま延長。最後は気力に勝った森君の勝利。

近藤くん近藤くん近藤くん近藤くん 滝田（沼影）・・・・・･開始早々元気よく面に飛び込む。その後の相手の動きに負けず、

積極的。何度か惜しい抜き技あり、判定勝ち。

甲斐（中尾）・・・・・・攻め合いからのいきなりの小手、旗が一本上がって惜しい！

その後も積極的に打ち込むも一本にならず。延長後の場外

反則がなければ判定勝ちだったか？

小学６年生小学６年生小学６年生小学６年生 個人戦個人戦個人戦個人戦

本荘くん本荘くん本荘くん本荘くん 軽部（三室）・・・・・激しい打ち合い。相手も動きが速い。なかなかやりにくそう。

延長戦後、一瞬の間に小手を奪われた。

メ メ

判

コ

森くん森くん森くん森くん 榊（沼影）・・・・・・・・打ち合いからの面一本。つばぜり合いからの見事なかつぎ面。

相手を寄せ付けなかった。

石塚（三室）・・・・・・いい気合い。正統派の剣道。惜しい面を何度も連発。終了間際

攻め合いから小手一本。きれいに決まりました。

佐々木（緑ノ風）・・・相手からのプレッシャーが大きいのか、開始直後攻めあぐねて

いる様子。打ち合いの中から徐々に動きがよくなり、小手一本。

伊藤（一心館）････つばぜり合い、引き際、相手の動きをよく見ての引き面はお見事。

一本取られた相手が急いで出たところ、出小手お見事！

松本（駒剣）･････同門同士、手の内を知り尽くしての試合。互いになかなか

出せないまま延長。最後は気力に勝った森君の勝利。

メ コ

延長

延長

▲ 延長 判

決勝戦決勝戦決勝戦決勝戦

決勝戦決勝戦決勝戦決勝戦

コ メ

ド

コ

メ延長

メ メ

コ

メ コ

コ

メ 延長
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先鋒 次鋒 中堅 副将 大将

權田權田權田權田 河内河内河内河内 森森森森 真砂真砂真砂真砂智智智智 松本松本松本松本

５（９）５（９）５（９）５（９）

０（０）０（０）０（０）０（０）

福田福田福田福田 菱沼菱沼菱沼菱沼 町田町田町田町田 榊榊榊榊 宍戸宍戸宍戸宍戸

コメントコメントコメントコメント

引き技を多
用しているけ
ど、前に出て
行くだけで十
分勝てま
す！

左手がだん
だんと上に上
がってきてし
まうぞ！気を
つけよう！

少し動きがカ
タい感じで
す。あせらず
思い切って
いってみ
よー！

少し指し面気
味です。ズド
ンと力もある
面で次もいっ
てみよー！

落ち着いた
試合運びでし
た。

先鋒 次鋒 中堅 副将 大将

權田權田權田權田 河内河内河内河内 森森森森 真砂真砂真砂真砂智智智智 松本松本松本松本

５（７）５（７）５（７）５（７）

０（０）０（０）０（０）０（０）

山田山田山田山田 國近國近國近國近 宮本宮本宮本宮本 佐藤佐藤佐藤佐藤 小森小森小森小森

コメントコメントコメントコメント

よい抜き面で
した。引き技
は少なくしよ
う！

相手の動き
が止まったと
ころをタイミン
グの良い引
き胴でした。

スピードのあ
るコテ。見事
です。１本し
か決められな
かったけれ
ど、剣は走っ
ています。

思い切りの良
い飛び込み
面でした。

焦っている相
手をよく見て
の２本でし
た。この調子
でいこう！！

先鋒 次鋒 中堅 副将 大将

權田權田權田權田 河内河内河内河内 森森森森 真砂真砂真砂真砂智智智智 松本松本松本松本

３（７）３（７）３（７）３（７）

０（２）０（２）０（２）０（２）

佐々木佐々木佐々木佐々木 斎藤斎藤斎藤斎藤 佐藤佐藤佐藤佐藤 伊藤伊藤伊藤伊藤 桑原桑原桑原桑原

コメントコメントコメントコメント

不用意な面
をもらいまし
たが、きちん
と巻き返しま
した。

ナイス出小
手！！どん
どん前に出
て、前に２試
合より内容の
良い試合でし
た。

見事なコテ１
本！面も決し
て負けていま
せん。大丈
夫！

軽快な動きで
ズバッと決め
た２本でし
た。好調、好
調。

自分からもっ
としかけよ
う！

勝ち（本数）

駒剣A駒剣A駒剣A駒剣A

沼影沼影沼影沼影
剣友会Ｂ剣友会Ｂ剣友会Ｂ剣友会Ｂ

駒剣A駒剣A駒剣A駒剣A

勝ち（本数）

田島田島田島田島
剣友会Ａ剣友会Ａ剣友会Ａ剣友会Ａ

勝ち（本数）

駒剣A駒剣A駒剣A駒剣A

一心館一心館一心館一心館

小学生小学生小学生小学生 団体戦団体戦団体戦団体戦

メ ド

【【【【AAAAチームチームチームチーム １回戦１回戦１回戦１回戦】】】】

【【【【AAAAチームチームチームチーム ２回戦２回戦２回戦２回戦】】】】

ド

メ メ

【【【【AAAAチームチームチームチーム 準決勝準決勝準決勝準決勝】】】】

コ コメ

メ メ

コ

メ メ メ

コ

メ

メ メ メ メ

メ メ コ

ド メ
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先鋒 次鋒 中堅 副将 大将

權田權田權田權田 河内河内河内河内 森森森森 真砂真砂真砂真砂智智智智 松本松本松本松本

４（６）４（６）４（６）４（６）

０（０）０（０）０（０）０（０）

佐々木佐々木佐々木佐々木 安村安村安村安村謙謙謙謙 安村安村安村安村 椎野椎野椎野椎野 佐々木佐々木佐々木佐々木

コメントコメントコメントコメント

引き技を控え
てなるべく前
に向かう意思
が表れた試
合でした。

１本こそ決め
られませんで
したが、相手
にもスキを見
せず、ガマン
の試合。団体
戦はこれで
良いんです。

じっくり相手
の動きを見て
からの面１
本、見事で
す。

相手の動きも
よく見えてい
るし、智の動
きもサエてま
す！

最後、大将ら
しい試合をし
てくれまし
た。堂々とし
た試合でし
た。

先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 勝ち（本数）

真砂真砂真砂真砂歩歩歩歩 長谷部長谷部長谷部長谷部 本田本田本田本田 新井新井新井新井 本荘本荘本荘本荘

０（０）０（０）０（０）０（０）

２（４）２（４）２（４）２（４）

佐々木佐々木佐々木佐々木 安村安村安村安村 安村安村安村安村 椎野椎野椎野椎野 佐々木佐々木佐々木佐々木

コメントコメントコメントコメント

小柄だけどど
んどん前に
出てくる相手
でした。くっつ
いてきて、や
りにくそうでし
たが、ちょっ
とさがりす
ぎ。前で勝
負！

強い相手でし
た。もう少し
相手の中心
を狙っていけ
るようになる
といいです
ね。

相手の圧力
に圧倒されて
前に出られま
せんでした。
打ち終わった
後も待ってい
るところがあ
り、もったい
ない。

果敢に得意
の面で攻め
ていました。
６年生（相
手）のほうが
一枚上手でし
た。

大将の気迫
満点の戦い
ぶり。最後ま
であきらめず
に攻め切って
いました。

駒剣A駒剣A駒剣A駒剣A

やどかりやどかりやどかりやどかり
剣生会剣生会剣生会剣生会

コメント

清水　聡清水　聡清水　聡清水　聡 本田　正則本田　正則本田　正則本田　正則

終始攻めの姿勢を崩さず、
積極的に試合を進めていま
した。面を取られてすぐ取り
返しましたが、小手をとられ
てしまい、惜しい勝負でし
た。

相手が女性だったためか、
遠慮が出てしまいました。

栗原栗原栗原栗原

勝ち（本数）

お互いに剣先の攻防が見
事な試合でした。惜しい面も
ありましたが、結局引き分け
となりました。

０（１）

２（４）

長谷部　太郎長谷部　太郎長谷部　太郎長谷部　太郎

大　　将

室岡室岡室岡室岡 勝勝勝勝

メ

駒剣Ｂ駒剣Ｂ駒剣Ｂ駒剣Ｂ

緑ノ風緑ノ風緑ノ風緑ノ風

勝ち（本数）

駒剣A駒剣A駒剣A駒剣A

緑ノ風緑ノ風緑ノ風緑ノ風

先　　鋒 中　　堅

【【【【BBBBチームチームチームチーム １回戦１回戦１回戦１回戦】】】】

【【【【成人成人成人成人AAAAチームチームチームチーム １回戦１回戦１回戦１回戦】】】】

コ メ

メ

【【【【AAAAチームチームチームチーム 決勝戦決勝戦決勝戦決勝戦】】】】

メ メコ

メ メ メ メ

メ コ

コメ
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駒剣Ｂ駒剣Ｂ駒剣Ｂ駒剣Ｂ

中尾少年中尾少年中尾少年中尾少年
剣士会剣士会剣士会剣士会

コメント

勝ち（本数）大　　将

さすが、バリバリの現役だけ
あって、攻めて攻めて惜し
い面が何本もあった。相手
に技を出させなかった。

１（２）

川上川上川上川上 吉川吉川吉川吉川 大出大出大出大出

西　智仁西　智仁西　智仁西　智仁

０（０）

先　　鋒 中　　堅

力強い踏み込み、機敏な動
き、久しぶりに雄哉くんの勇
姿を見ました。もう一歩で決
めてなく残念。

互角だったが、相面、出鼻
のわずかな差が惜しかった
です。若々しい剣道でした。

石田　雄哉石田　雄哉石田　雄哉石田　雄哉 三浦　肇三浦　肇三浦　肇三浦　肇

【【【【成人Ｂチーム成人Ｂチーム成人Ｂチーム成人Ｂチーム １回戦１回戦１回戦１回戦】】】】

出場した選手の感想出場した選手の感想出場した選手の感想出場した選手の感想

コ メ

３年３年３年３年 西村くん西村くん西村くん西村くん 「はじめてのし合で、銀メダルがとれて、とってもうれしかったです。銀メダルが

とれたのは先生たちとお母さんがたのおかげでとれました。

ありがとうございました。」 試合ごとにどんどん自信がついて、強くなっていった感じでしたね。

初めての試合で準優勝おめでとう！感想に感謝の言葉が入っているのも

スゴイ！試合の合間にアドバイスしてくれたお兄ちゃんにも感謝だね！

３年３年３年３年 有賀さん有賀さん有賀さん有賀さん 「し合にでるのがはじめてで、とてもきんちょうしました。私は１回せんで負けてしまいました。

今ど、し合に出るときはいっぱい練習してかちたいです。」

初めての試合なのに、堂々と稽古どおりのしっかりした技を出していて

すばらしかったです。今度は勝ちたい！という気持ち、いいですね！

３年３年３年３年 伊東くん伊東くん伊東くん伊東くん 「はじめて、剣道の試合に出ました。１回戦は面を２本とって勝ちました。次の試合は

相手の動きを見て、いろいろな技を出したいです。」

デビュー戦初勝利おめでとう！落ち着いた試合ぶりで感心しました。

つぎの目標もしっかり決まっていてエライなあ！稽古がんばろうね。

３年３年３年３年 小松田くん小松田くん小松田くん小松田くん 「がんばりました。」
はい、本当に気合い十分で、いっぱい動いて頑張っていてカッコよかったです！

くやしかったね。次の大会の一勝目指して、またがんばろうね！

４年４年４年４年 長谷部くん長谷部くん長谷部くん長谷部くん 「負けてくやしかった。次の大会は勝ちたいです。もっと練習したい。」

４年４年４年４年 權田くん權田くん權田くん權田くん 「今年の大会は、団体戦Ａチームがこま剣初の優勝をおさめる事が出来ました。

この試合で主にすごく活やくしていたのは、５年生の真砂君だと思います。

真砂君は面がボコボコ決まり、Ａチームを引っぱってくれたと思います。

松本君も右手が使えないのにかかわらず、負けなかったのですごいなと思いました。

そして森君、河内君とチームワークも最高でした。おうえんありがとうございました。」

４年４年４年４年 真砂歩くん真砂歩くん真砂歩くん真砂歩くん 「ぼくはだん体せんで一回せん目で負けてしまいました。とてもざんねんだったです。

次の大会ではがんばります。個人せんではベスト８でした。

前の大会よりはいい結果がでたのでよかったです。でも表しょうされなかったので

ざんねんです。次の大会にむけてがんばります。」

デビュー戦のみなさんの感想には一言添えさせていただきました(*^。^*)
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成人成人成人成人 本田さん本田さん本田さん本田さん 「今日は、試合に出して頂きありがとうございました。 毎回あの緊張感の中で

戦っている小学生のみんなはすごいなぁと思いました。

これからはあの試合の緊張感に負けないように稽古に取り組もうと思います。

ビシビシご指導、お願い致します。」

４年４年４年４年 河内くん河内くん河内くん河内くん 「よかったことは、いつもより体が動いていたと思います。よくなかったことは、面を打った後に

左足がはねあがっていたので気をつけたいです。これからもよろしくお願いします。」

５年５年５年５年 新井くん新井くん新井くん新井くん 「今回の大会で良かった事は自分からせめた事です。でも負けてしまいました。

反省する事は、団体戦で副将としてのやくめをはたせなかったことです。

勝たないといけないとこを負けてしまったから、とてもくやしかったです。これからは

試合で勝てるようにけいこで先生にかかって勝てるようにがんばりたいです。」

５年５年５年５年 真砂智くん真砂智くん真砂智くん真砂智くん 「ぼくは、団体と個人戦、両方とも出場しました。団体では天馬が強てきかなと思って

いましたが、前日に出ないと知ったので正直がっかりしました。団体でも個人でも

天馬を破って優勝したかったからです。

でも、結果は団体では優勝できたのでよかったです。そのかわり個人では、早くに

負けてしまってとても残念でした。次の稽古からはどんな相手にも対応できるように

いろいろな先生方とかかり稽古を休まずやっていきたいです。」

５年５年５年５年 本田くん本田くん本田くん本田くん 「良かったこと：優勝する事が出来た。

悪かったこと：もっと前に攻めていきたかった。」

５年５年５年５年 山﨑さん山﨑さん山﨑さん山﨑さん 「自分の反省点は、あまり足を動かさないまま、試合が終わってしまった事です。

でも、みんな全力で戦っていてとても良かったです。」

５年５年５年５年 三浦くん三浦くん三浦くん三浦くん 「一回戦負けでした。なぜかこの大会だけいつも一回戦負けです！！

次だけは一回戦負けは避けたいです。絶対避けます。負けた後、悔しくて面をしばらく

付けていたのですが、面に隠れながらちょっぴり泣きました。こらえたのですが、

ちょっと、ちょっぴり、ほんのちょっぴり涙がこぼれてしまいました。すぐに立ち直って、

観客席にいきました。次の試合でのバネにしたいです。

駒場剣友会のみんなは、ほとんど制覇してたので、僕も絶対、メダル等を家に持って

帰りたいです。ありがとうございました！！。」

６年６年６年６年 近藤くん近藤くん近藤くん近藤くん 「死ぬほどきんちょうした。なんとか１回は勝てた。うれしかった。」

６年６年６年６年 本荘くん本荘くん本荘くん本荘くん 「団体戦、個人戦どちらも１回戦負けだったので、悔しかったです。ぼくは面打ちをもっと

速く打てるようにがんばります。」

６年６年６年６年 松本くん松本くん松本くん松本くん 「ぼくは団体戦で一度引き分けてしまいました。それはぼくが自分から攻めていかなかった

からだと思いました。個人戦の決勝では、森君と相面で負けてしまったので、もっと面を

速く打てるようになりたいと思いました。これからももっと稽古して強くなりたいです。」

６年６年６年６年 森くん森くん森くん森くん 「ぼくは、今日のさいたま市浦和剣道大会に出場しました。団体戦ではあまり調子が出ずに

ほかのＡチームのメンバーにたすけてもらっていました。個人戦では、日々の練習の

成果が出せて良かったです。これからも稽古がんばっていきます！」

成人成人成人成人 清水さん清水さん清水さん清水さん 「子供たちの試合は団体Aチームの記録係をさせていただきました。4試合で

一人も負けず、取られた本数もたったの2本。こんなに楽しい記録係は初めて

だった気がします。森くん、松本くんに関しては一本の取り方にさえ、こだわりを

持って試合をしていたように見えました。感動しました。

大人の試合にも出させていただきました。負けちゃったけど1本取り返す事が

出来たので、去年より半歩前進したかなと思います。」
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応援してくれたみなさんの感想応援してくれたみなさんの感想応援してくれたみなさんの感想応援してくれたみなさんの感想

成人成人成人成人 長谷部さん長谷部さん長谷部さん長谷部さん 「大将を務めたのは本当に思い出せないくらい久しぶりでした。少し戸惑いましたが、

楽しめました。反省点も多かったですけれども、今後の課題ができたということで・・・

また頑張ります！」

成人成人成人成人 石田雄哉先輩石田雄哉先輩石田雄哉先輩石田雄哉先輩 「駒剣の垂ネームをつけての試合は７年ぶりだったので、雄哉も私（父）も

嬉しく試合に臨みました。結果は引分けで、本人は「引き面は入っていた。」と

悔しがっていましたが、私にとっては本当に楽しいひとときでした。

雄哉は小学３年から剣道を始め、それから中学、高校と試合があると観戦する

のが私の楽しみでした。これからも剣道は続けていくと思うので、また機会が

あれば試合を観戦して、小さかった時を思い出させてほしいものです。（父代弁）」

成人成人成人成人 三浦さん三浦さん三浦さん三浦さん 「今回試合に出させていただいてありがとうございました。二十数年ぶりに公式試合の

雰囲気を味わいましたし、とっても緊張しました。結局、私が負けたせいで、先鋒、

大将の強いお二人に多大なるご迷惑をおかけしました。お二方、本当に申し訳あり

ませんでした。負けたのは、普通に私のせいです。

ここからが本題です。駒剣士はみんなとても堂々としていて、貫禄すら感じました。

私のほうが、駒剣士に学ばせていただきました。ありがとうございます。

特に六年生の安定感が目立ちました。練習量に裏付けられる自信、見事に出て

いました。安心して見ていられました。特に松本君は、手の怪我がありながら、

あれだけの練習ができる。そして、試合でも結果を出す。きっと海賊王になれるで

しょう (笑) 是非、みんなでその気概を共有しましょう！！！

また、森君は、相手の気合いにまさに割って入るような勢いで、終始、圧倒して

いました。同門の松本君と森君の試合は、かなり心痛かったですが、素晴らしい、

とても印象に残る試合でした。どっちが勝ってもおかしくない試合でした。お互いの

得意とする技を実直に、さらに発展したかたちで出していましたよね。

さあ、来年も清々と、制覇しましょう！ 」成人成人成人成人 西智仁先輩西智仁先輩西智仁先輩西智仁先輩 「今回は大会に参加させていただきありがとうございました。試合では自分が

2本勝ちしないとチームが負けてしまう場面に当たり、結局引き分けてチームは

負けてしまいました。団体戦での役割や責任を改めて実感しました。

今回はあまりお役に立てませんでしたが剣友会に顔を出した時には今後とも

ご指導よろしくお願いします。今回は本当にありがとうございました。」

有田さん（５年）有田さん（５年）有田さん（５年）有田さん（５年）・・・団体戦のＡチーム１位おめでとうございます。個人戦でも森君、松本君１位、２位とつづいて

すごかったですね♡ 私も来年は出たいなーと思います。

權田優樹さん（２年）權田優樹さん（２年）權田優樹さん（２年）權田優樹さん（２年）・・・西村君が、準優勝したので、とても、すごかったです。

本城くん（５年）本城くん（５年）本城くん（５年）本城くん（５年）・・・ぼくが印象に残った選手は西村君と森君です。理由は、西村君は初めての試合なのに

２位になったからすごい！！なと思ったからです。森君は、ずっと剣先を下げないでいて

すごいと思ったからです。最後に、Ａチーム優勝おめでとうございます。ぼくも嬉しいです。

谷口くん（５年）谷口くん（５年）谷口くん（５年）谷口くん（５年）・・・みんな頑張っていて、僕の一番印象に残ったのは河内君の胴です。キレイに胴を打って

いて、とてもかっこよかったです。

種田くん（６年）種田くん（６年）種田くん（６年）種田くん（６年）・・・みんなメン・コテ・ドウの三つの技がたくさん一本に入っていたので、もっと努力して

たくさん１本入るようにがんばりたいです！！

後援部のママさん後援部のママさん後援部のママさん後援部のママさん・・・団体戦優勝おめでとうございます。あっけないほどの快進撃でしたね。これまで

一生懸命御指導くださった先生方やたくさんの仲間からの熱い応援のお蔭です。

団体戦、個人戦ともに大活躍の駒剣はこれからはみんなから追いかけられる

立場になったわけで・・・きちんと気持ちを引き締めて正しい剣道を教わっていきましょう。

後援部も気持ちを一つにして頑張ります。先生方、皆様、よろしくお願いします。
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みなさん、アンケートにご協力ありがとうございましたm(__)m

お世話になりました先生方はじめ、成人会員のみなさん、後援部役員のみなさん

ありがとうございましたm(__)m 選手の皆さん、お疲れさまでした～(^^)/

このほかにもたくさんの写真がホームページのライブラリー（会員専用ページ）駒剣アルバムに掲載されています。見てね(*^。^*)

種田（母）さん種田（母）さん種田（母）さん種田（母）さん・・・選手のみなさん、お疲れさまでした。いっせいに始まる試合に圧倒され、写真を撮るのも

忘れ見入ってしまいました。みんな頑張っていて、とても素晴らしかったです。いつもの

一生懸命練習している力が、ここに出てくるんだと、改めて感じました。

めめめめ さんさんさんさん・・・団体戦Ａチームをはじめ、個人戦、忘れちゃいけないお父さん剣士＋ＯＢお兄さんチーム、

またＯＢの中学生同士の駒剣対決で、元気に活躍している剣士達にたくさんの感動を

もらいました。子どもが剣道を始めて早７年目に突入し、私も立派な剣チョメ母さんになりつつ

あります(*^。^*) これからもた～くさん応援するぞ～～♡

本城さん本城さん本城さん本城さん・・・選手のみなさん、お疲れさまでした！！今回もすばらしい試合を見せていただきました。

中でも、森君と松本君の決勝戦では、試合も素晴らしかったのですが、それを見守る本荘先生と

日向君親子の後ろ姿がほほえましく思っていたら、試合の終わった森君と松本君のところへ、

すぐさま駆け寄り、おじぎをしている日向君の光景に感激しました。

駒剣の剣士たちは本当にすばらしいですネ！！

河内みさこさん河内みさこさん河内みさこさん河内みさこさん・・・大勢の前での本荘くんの選手宣誓はとても格好良く感動しました。そして試合に臨む

駒剣士達の姿はとても凛々しく素敵でした。先生方の御指導、お父さんお母さん方の

支えのお蔭で良い経験をさせていただきました。ありがとうございました。

ＭママさんＭママさんＭママさんＭママさん・・・選手のみんなは日ごろの稽古の成果を遺憾なく発揮して素晴らしい成績を収め、見学していた

みんなは声を限りに応援し、本当に最高の剣道大会でした。駒剣士はスゴイ！

とにかく、興奮と感動の一日をありがとうございました。

權田母さん權田母さん權田母さん權田母さん・・・駒剣、大活躍の素晴らしい大会でしたね。中でも、感動したのは、4年生長谷部君の試合です。

前半は、押され気味だったのですが、ある瞬間から、本当に力強く、気迫のこもった、立派な

戦いぶりでした。試合中にぐんと大きくなったように感じました。
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このコーナーは駒剣会員さんに自由にお話していただき、つぎの方を勝手に指名するリレー方式で連載されています。

成人会員さんたちからＯＢＯＧ会員へバトンが回り、今年度に入ってまた成人会員さんたちにが帰ってきた感じです。

バトンは突然やってきます。次はあなたの番かも・・・心の準備をよろしくお願いします。(^^)/

ちなみに、今までのお話は、駒剣ホームページのこまけんだよりバックナンバーでお楽しみくださいね♪剣道のことはもちろん、

お料理、日曜大工、落語や七福神めぐりからサバイバルゲームまで話題盛り沢山で、面白いですよ～～(*^。^*)）

さて、お待たせしました、今月のランナーは、OB会員 千葉智佳先輩のお母様、千葉ママさんこと千葉真由美さんです。

いつもニコニコと笑顔の明るい千葉ママさん。後援部時代は飲み会皆勤賞の異名をとり、いつもお酒の席を盛り上げてくださいます。

それでは、千葉ママさん、よろしくお願いしま～す！

いよいよバトンが回ってきました。

さて、何を話して良いのか考えました。

まだだまだ剣道については素人にチョットバカリ毛が生えたようなもので

教えて頂く事は沢山あっても、語る様な事も無いし・・・・

悩んだ末に、思い浮かぶのはやはり寒稽古の思い出でしょうか。

寒稽古に参加したのは、今から五年前の冬です。

朝の三時に起きてお風呂に入り、お弁当を作り娘を四時半に起こし車で出発します。

後は娘の稽古をギャラリーで観賞し、

たまに押し寄せる眠気と戦い、

そんな様子を娘に悟られない様に

「母はしっかり見ていましたよ」なんて

パフォーマンスをしながら

（うたた寝していたことは

しっかりバレバレでしたけど・・・）

車の中で気づいたことを話します。

竜田川は手を抜かず、最後までしっかりやりなさい。

稽古中はゴキブリのように壁際を歩き回らない。

空いている先生のところに、さっさと行ってしっかり稽古をつけてもらいなさい、ｅｔc・・

そんな寒稽古観賞を４年続けて、いつしか見取り初段（？）と自慢していた自分が

周囲の方々のお誘いの言葉にのせられて剣道を始め、いよいよ今年は自分が寒稽古に

剣道で参加することになりました。

ここが

２Fギャラリー

ですね。

埼玉大学寒稽古の様子（埼玉大学体育館）

スゴイ！千葉ママさんエライ！！

埼大寒稽古は早朝５～７時の２時間！

いや、そんな、ゴキブリだなんて・・・(^_^;)

偉いなあ～！

毎年毎年、お嬢さんの稽古を見守り続けて・・・

ついに入門！勇気あるなあ♡

13



母の愛に溢れる千葉ママさんのお話でした。偉いなあ～、少しは見習わなくては・・・(^_^;)

あなたも勇気を持って靴下を脱ぎ、新境地へ！ 親子の心がしっかりつながる特典付きですね。 いかがですか！？

千葉ママさん、素敵なお話をありがとうございましたm(__)m

というわけで、權ちゃんママさん、バトン渡りました～～！！

お忙しいことと存じますが、来月８月号でよろしくお願いいたしま～すm(__)m

寒稽古で私が一番好きなのは竜田川です。

ギャラリーで見ていた時は、

娘に手を抜かない！最後までしっかりやりなさい！と

辛さも分からず注意をしていました。

しかし、見るとやるとでは大違いで、

自分が実際にやると気持ちはあっても

最後までなかなか手も挙がらず足も動かない・・・

マジキツイわ・・・と、思わず年のせいに・・・

人に言うのは簡単だけど自分でやると出来ないものだと

素直に反省しました。

そして、フッと気が付くと自分もゴキブリになり壁際を歩いていました。

いやーみごとに親子だな(へへへ)
今年の寒稽古帰りの車の中は、共通の話題で盛り上がりました。

今までは私が何かを言っても、やらない母には言われたくありません。

そんなに言うなら自分でやれば良いでしょ。

出来もしないくせに・・・フン・・・

車の中はよく険悪な感じになったものです。

そんな娘が今年は、「母あんまり無理しないでね。疲れたら抜けて、休んでからまたやれば良いよ。」

なんて、優しい言葉を掛けてくれました。

道場の中ですれ違う時の感覚も好きです。

親子で同じものを共有しているのだ・・・（母の自己満足）

母は嬉しかった。

来年の寒稽古は、初めて母一人で参加になるのかな？

そうそう、ギャラリー観賞で学んだこと、ホカロンはあの寒さには効かない。

やはり、原始的な湯たんぽが一番！

ギャラリー観賞の母達、来年は是非試してみてね♫

でも、一番良いのは自分で参加する事ですよ。

勇気を持って靴下を脱ぎましょう！

そうすれば新境地が開けるかも・・・迷うより先に一緒にやりましょう。待っていますよ。

次は、秋に一級審査を控えている権田母さん、宜しくお願いします。次は、秋に一級審査を控えている権田母さん、宜しくお願いします。次は、秋に一級審査を控えている権田母さん、宜しくお願いします。次は、秋に一級審査を控えている権田母さん、宜しくお願いします。

寒稽古名物「竜田川」

埼大寒稽古の一日の締めくくりの稽古、千本早素振りは

百人一首で有名な在原業平の和歌

「ちはやぶる（千早振る）ちはやぶる（千早振る）ちはやぶる（千早振る）ちはやぶる（千早振る）神世も聞かず竜田川

からくれなゐに水くくるとは」

から「竜田川」と命名されたそうです。

埼大剣道部員と向き合って、

エイッ！オー！エイッ！オー！と声をかけ合いながら

１０分間ほどの早素振り・・・

なるほど、これで強くなるわけだ～！と納得の稽古です。

○○○

○！！(#^.^#)
○○♪

××！
♪♪♪♪ ♫♫♫♫

あ、なんかいいですね～(#^.^#)

母と娘で同じ想いを共有している・・・なんて

素敵です。

そうか、今年は

お嬢さんも高校受験ですね。

これはぜひ覚えておくべきです！

湯たんぽですよ、みなさん！
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おおおお 知知知知 らららら せせせせ

合宿説明会と参加費振込みについて合宿説明会と参加費振込みについて合宿説明会と参加費振込みについて合宿説明会と参加費振込みについて

今年も合宿委員さんが楽しい夏合宿を企画してくださっています。

参加申込書のついたお手紙が配布されていますので、ご確認ください。

７月２３日（土）３：１５～７月２３日（土）３：１５～７月２３日（土）３：１５～７月２３日（土）３：１５～ 体育館２Ｆ体育館２Ｆ体育館２Ｆ体育館２Ｆ 会議室にて会議室にて会議室にて会議室にて 合宿の説明会があります合宿の説明会があります合宿の説明会があります合宿の説明会があります。。。。

※※※※保険証のコピーを忘れずに！保険証のコピーを忘れずに！保険証のコピーを忘れずに！保険証のコピーを忘れずに！

参加申込みは７月２日（土）・・・アレ？今日までだ＼(◎o◎)／！

ちなみに、参加費は２泊３日で小学生24.000円 成人22.000円 保護者も22,000円。

銀行振込みで締切りは７月１５日までです！お申込みはお早めに！！

ＯＢＯＧの参加ももちろん、保護者のみなさんも大歓迎！！

駒剣士たちの道場では見られない一面がみられそうです！

みなさんの参加をお待ちしていま～す！！

同じ部屋の先輩や友達と

仲良くなれてとっても

楽しいよ！！

熱中症予防のために！！熱中症予防のために！！熱中症予防のために！！熱中症予防のために！！

これからの時期は炎天下だけでなく、室温が高く風通しの悪い屋内・・・そう、道場でも熱中症が起こります。道場でも熱中症が起こります。道場でも熱中症が起こります。道場でも熱中症が起こります。

脱水脱水脱水脱水症状と脱塩脱塩脱塩脱塩症状に！・・・・ ・・・・

☆☆☆☆ 熱中症になったらー！？熱中症になったらー！？熱中症になったらー！？熱中症になったらー！？
①①①① 体温を下げる！体温を下げる！体温を下げる！体温を下げる！

・服をゆるめる ・・・はかまのヒモもゆるめて、体の風通しをよくする。

・風通しのよいところで横になる。

・わきの下や股関節など、リンパ腺を冷やす。

②②②② 水分と塩分を補給する！水分と塩分を補給する！水分と塩分を補給する！水分と塩分を補給する！
・水や麦茶よりも 塩分の入ったスポーツドリンク塩分の入ったスポーツドリンク塩分の入ったスポーツドリンク塩分の入ったスポーツドリンク を飲む。

・経口補水液はすぐに効くので有効。

☆☆☆☆ 熱中症を予防するにはー？熱中症を予防するにはー？熱中症を予防するにはー？熱中症を予防するにはー？
汗をかいて、体温調節できる体を作るために、運動や入浴（半身浴）をする。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊おおおお願願願願いいいい＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

熱中症予防のために、稽古に持参するドリンクは熱中症予防のために、稽古に持参するドリンクは熱中症予防のために、稽古に持参するドリンクは熱中症予防のために、稽古に持参するドリンクは

半分半分半分半分にににに薄薄薄薄めたスポーツドリンクめたスポーツドリンクめたスポーツドリンクめたスポーツドリンクにしてくださいにしてくださいにしてくださいにしてください。。。。

（薄めないと甘すぎてたくさん飲めないので。）

お知らせ・・・韮塚俊太くん（3年生）は習い事の都合により、退会されました。韮塚君、残念だけどお元気でね。 また剣道ができるようになったら、いつでも戻ってきてね！

～～後援部副部長 真砂ママさんからの情報提供です♪～～

☆☆☆☆ なぜ熱中症が起こるのー？なぜ熱中症が起こるのー？なぜ熱中症が起こるのー？なぜ熱中症が起こるのー？
体温が上がりすぎる

汗を大量にかく
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７月の予定７月の予定７月の予定７月の予定

２日（土） 剣道教室８回目最終日剣道教室８回目最終日剣道教室８回目最終日剣道教室８回目最終日 1:001:001:001:00～～～～3:003:003:003:00 稽古は通常どおり 3:00～5:00

７日（木） 通常どおり 5:00～7:00

９日（土）９日（土）９日（土）９日（土） 2222部制部制部制部制 前半前半前半前半 1:001:001:001:00～～～～3:003:003:003:00（低学年初心者対象） 指導：山崎先生（メイン） 本田先生（サブ）

後半後半後半後半 3:003:003:003:00～～～～5:005:005:005:00（その他）

１４日（木） 通常どおり 5:00～7:00

１６日（土）１６日（土）１６日（土）１６日（土） 2222部制部制部制部制 前半前半前半前半 1:001:001:001:00～～～～3:003:003:003:00（低学年初心者対象） 指導：長谷部先生（メイン） 中牟田先生（サブ）

後半後半後半後半 3:003:003:003:00～～～～5:005:005:005:00（その他）

１８日（月・祝）１８日（月・祝）１８日（月・祝）１８日（月・祝） 塚越剣友会との交流会塚越剣友会との交流会塚越剣友会との交流会塚越剣友会との交流会 ９：００～１２：００９：００～１２：００９：００～１２：００９：００～１２：００ （駒場体育館道場にて）（駒場体育館道場にて）（駒場体育館道場にて）（駒場体育館道場にて）

お手紙が出ています。ご確認ください。

２１日（木） 通常どおり 5:00～7:00

２３日（土）２３日（土）２３日（土）２３日（土） 駒剣夏合宿説明会駒剣夏合宿説明会駒剣夏合宿説明会駒剣夏合宿説明会 体育館２Ｆ会議室にて体育館２Ｆ会議室にて体育館２Ｆ会議室にて体育館２Ｆ会議室にて ３：１５～３：１５～３：１５～３：１５～

2222部制部制部制部制 前半前半前半前半 1:001:001:001:00～～～～3:003:003:003:00（低学年初心者対象） 指導：星野先生（メイン） 稲森先生（サブ）

後半後半後半後半 3:003:003:003:00～～～～5:005:005:005:00（その他）

２８日（木） 通常どおり 5:00～7:00

３０日（土）３０日（土）３０日（土）３０日（土） 2222部制部制部制部制 前半前半前半前半 1:001:001:001:00～～～～3:003:003:003:00（低学年初心者対象） 指導：渡辺良平先生（メイン） 清水先生（サブ）

後半後半後半後半 3:003:003:003:00～～～～5:005:005:005:00（その他）

ちなみに、９月の主な予定は・・・ちなみに、９月の主な予定は・・・ちなみに、９月の主な予定は・・・ちなみに、９月の主な予定は・・・

９月９月９月９月 ３日（土）３日（土）３日（土）３日（土） 駒剣前期昇級審査会駒剣前期昇級審査会駒剣前期昇級審査会駒剣前期昇級審査会

１０日（土）１０日（土）１０日（土）１０日（土） 一、二、三級審査会一、二、三級審査会一、二、三級審査会一、二、三級審査会 （大宮武道館）（大宮武道館）（大宮武道館）（大宮武道館）

２３日（金・祝）２３日（金・祝）２３日（金・祝）２３日（金・祝） さいたま市民剣道大会（記念総合体育館）さいたま市民剣道大会（記念総合体育館）さいたま市民剣道大会（記念総合体育館）さいたま市民剣道大会（記念総合体育館）

秋の昇級審査と大会を目指して、暑い夏もみんなでがんばろう！！

今月の星やん武芸帳はお休みです。

星野さん、また来月どうぞよろしくお願いいたします。

剣道教室の終了後、土曜剣道教室の終了後、土曜剣道教室の終了後、土曜剣道教室の終了後、土曜2222部制がスタート！！部制がスタート！！部制がスタート！！部制がスタート！！

７月、８月の木曜日の稽古は通常どおり７月、８月の木曜日の稽古は通常どおり７月、８月の木曜日の稽古は通常どおり７月、８月の木曜日の稽古は通常どおり ５５５５::::００～７００～７００～７００～７::::００００００００ で可能になりました！で可能になりました！で可能になりました！で可能になりました！

４日（木） 通常どおり 5:00～7:00

６日（土）

７日（日） 駒剣夏合宿駒剣夏合宿駒剣夏合宿駒剣夏合宿 栃木県今市市室瀬栃木県今市市室瀬栃木県今市市室瀬栃木県今市市室瀬 「ホテル「ホテル「ホテル「ホテル ファミテック」にてファミテック」にてファミテック」にてファミテック」にて

８日（月）

１１日（木） 通常どおり 5:00～7:00

１３日（土）１３日（土）１３日（土）１３日（土） お盆休みですお盆休みですお盆休みですお盆休みです （修道館もお休みです）（修道館もお休みです）（修道館もお休みです）（修道館もお休みです）

１８日（木） 通常どおり 5:00～7:00

２０日（土） 通常どおり 3:00～5:00

２５日（木） 通常どおり 5:00～7:00

２７日（土） 通常どおり 3:00～5:00

８月の予定８月の予定８月の予定８月の予定

スイカ割り

魚のつかみ取り

花火大会

部内戦

夏休みの宿題は早め

に終わらせよう！ これは･･･？

※2※2※2※2部制実施にともない、新たに前半の稽古のお当番さんを設定します。部制実施にともない、新たに前半の稽古のお当番さんを設定します。部制実施にともない、新たに前半の稽古のお当番さんを設定します。部制実施にともない、新たに前半の稽古のお当番さんを設定します。
（前半の稽古に参加するお子さんの保護者の方の中から）
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