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今月も

読みごたえ

あるぞ～！

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。
今月今月今月今月のめにゅのめにゅのめにゅのめにゅ～～～～

いやはや、猛烈な暑さの中の稽古

お疲れさまでした。

みなさん、本当に剣道が好き

なんですね～♫

塚剣のみなさん、

ありがとうございました～！
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夏休みになってからの方が少し涼しくなったような気がします。大雨による被害が出ている地域もあります。

今日から始まる合宿地の天気はどうでしょうか。過ごしやすい快適な気候であるといいのですが・・・

さて、今年の合宿も合宿委員さんを中心に企画・準備していただきました。新潟県湯沢から栃木県日光に場所を替えました。

初めての場所ですから、何かと大変なことが多いはずです。合宿委員さんには、忙しい中、下見にも行っていただきました。

参加者全員ができるだけ周りに迷惑をかけないようにし、楽しい合宿にしていきましょう。

説明会と稽古時にお話ししましたが、今年のテーマは『挑戦』としました。

一人一人が自分自身の課題を持ち、３日間チャレンジしてもらいたいと思います。参加者の剣道歴、レベルは様々です。

さいたま市のトップクラスの者もいますし、始めたばかりの初心者も参加します。我々大人も含めて、それぞれに応じた『挑戦』

・・・戦いに挑み、暑さに負けることなく、がんばってきましょう！

７月１８日、海の日に行われた「塚越剣友会との交流会」、今年も開催できたことに感謝でした。

顔馴染みの面々と稽古できるのはありがたいことと思います。小学生の試合は、先日の浦和剣道大会に出場しなかった選手を

中心に出てもらいましたが、それぞれにいい試合をしました。その審判を駒剣の松本、森、本荘の三人で務めましたが、これも

いい経験になったことでしょう。先日参加した「剣道リーダー研修会」での経験と合わせて、駒剣をさらに引っぱっていって

もらいましょう。

大人の試合も見所十分、お互いにいい所が出ていました。例年同様、暑い中の稽古でしたが、とても楽しめました。

来年以降も続けていきたいです。夜の懇親会でも剣道談義に花が咲きました。お世話になりました。

その前日の１７日に、四・五段の審査があり、五段に西さん、星野さん、木村直樹先輩が、四段に渡邊順迎さんが合格しました。

おめでとうございます。特に渡邊さんの四段は、大人になって剣道を始めた方で初の合格です。素晴らしい先陣です。

しっかり稽古することの大切さをあらためて教えられました。これから続く人にとっても、大きな励みになる合格でした。

７月は、第２週から土曜日前後半で稽古してきました。前半の初級者・下級生組の大きな声にはいつも感心させられますし、熱心に

稽古する姿を見ると嬉しくなりこちらも自然と笑顔になります。毎年感じますが、子どもたちの吸収力はすごいものです。あっという間に

いろいろなことができるようになります。合宿に行く者も行かない者も、９月の駒剣級審査会にはみんな、防具をつけて受けてもらおうと

思っています。審査の１週間前の８月２７日（土）前半の稽古では、級審査の事前指導を行いますので、初級者・下級生組は、できる

だけ休まないようにしてください。

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

８月の稽古は合宿だけでなく、他にも特別メニューが用意されています。

まず、２０日（土）の前半には『袴のたたみ方・竹刀の点検法講座』を行う予定です。

袴を上手にたたむ方法や竹刀をバラバラにして手入れをして、また組み立てる方法などを伝授します。年に一回の講座です。

やったことある人（後半組）も含めて、ぜひ親子揃ってご参加ください。

また、２７日（土）の後半は、上級組の月例試合にあわせて『試合のスコアつけ講座』を行います。

「剣道の試合の記録の仕方ってどうやるの？」 「呼び出しって何？」 「旗が上がったけど、今何が入ったの？」などなど

剣道を見ていて？？？と思ったことがあるでしょう。最初はみんな同じです。みんなで学習しながら覚えていきましょう。

実は私は、６月と９月に行われる市内の剣道大会や３月のさくら草旗剣道大会において、ここ何年かは大会の審判員にはならずに

チームの監督に専念してきました。審判員になると全体が見られず、出場選手個々の特長や課題が見えにくいためです。駒剣がある

程度成長？するまではと思い、審判は成人会員さんにお願いしてきました。

しかし次の大会からは、審判員は各団体から推薦するのではなく、浦和剣連から指名されることになりました。そんなこともあって

そろそろ潮時と考え、チームの監督はどなたかにお願いし、私は大会の審判員に復帰する予定です。

来月９月２３日のさいたま市民剣道大会には、初心者以外の３年生以上３５名を駒剣からエントリーしました。保護者の皆さんには

いろいろとお手伝いいただくことになると思います。

ぜひ皆さんに試合の記録のつけ方を覚えていただき、報告をお願いしたいと思います。試合のコメントも自分の目で見て感じたことを

素直に書いていただければ結構です。剣道をしているしていないにかかわらず、トライしていただけたらと思います。ご協力をよろしく

お願いいたします。

この時期の稽古を「暑中稽古」といい、あえて暑い中で心と体を鍛えます。熱中症に気をつけながら、水分補給をしながらの稽古に

なります。稽古時だけでなく、日頃の過ごし方でも体のコンディションが変わります。クーラーや冷たい食べ物で体を冷やし過ぎない

ようにして、暑さに負けない体を作り、８月もしっかり稽古していきましょう！
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７月２日（土）　　本荘先生・木村先生（尾島先生・山田先生）
･大変蒸し暑く、面をはずす子どもがたくさんいましたが、少し涼しんでだらだらすることもなく、頑張っていました。

７月７日（木）　　近藤先生・大本先生（尾島先生）
・「ゆっくり正しい素振りがとてもよかった」と尾島先生より。
・久しぶりに奥山先生がいらしてくださいました。うれしいことです♡
･新しく入った３人は、休憩中も素振りをしたりして、とても熱心でした。

７月９日（土）　【１部】　山崎先生・本田先生（菅原先生）
・暑い中、みんな一生懸命に練習に取り組んでいました。
・最後まで集中力が途切れることなく、みんな真剣に頑張っていました。
　【２部】　　本荘先生（菅原先生・木村先生・尾島先生）
･大変蒸し暑い中、みんな元気な声でがんばっていました。
・夏の合宿に向けて、暑さに負けない体づくりをしていきましょう。

７月１４日（木）　　木村由枝先生・渡邊順迎先生（尾島先生）
･始めの礼式では、２００３年こまけんだよりから　杉山先生のお言葉が紹介されました。
　　１．打ち込み稽古では、自分の弱点を直すことを意識して思い切り打つ。
　　２．掛かり稽古では、息の続くかぎり思い切り打ち続ける。
　　３．地稽古では、相手をよく見て打つチャンスを自分で作り、思い切り打つ。

７月１６日（土）　【１部】　長谷部先生・中牟田先生
･大変蒸し暑い中、みんな真剣に練習できていました。
･最後まで集中し、頑張っていました。

　　　　　　　　　【２部】　本荘先生（山田先生）
・今日は先日亡くなられた杉山先生の最後の言葉のお話があり、杉山先生のお写真の前での稽古となりました。
　先生の御冥福を心よりお祈り申し上げます。
・とても蒸し暑い中ですが、細かく、攻撃や技の練習を中心に教えていただきました。

７月２１日（木）　　尾島先生・古澤先生（初心者）
･今日は涼しい中の稽古で、古澤先輩、奥山先輩もいらしてくださいました。
･面をはずす子も少なく、集中した稽古ができたと思います。

７月２３日（土）　【１部】　星野先生・稲森先生（菅原先生・本荘先生）

７月のお当番さんノートの感想より７月のお当番さんノートの感想より７月のお当番さんノートの感想より７月のお当番さんノートの感想より

　 ･星野先生より「今日は基本の正しい剣道を一つでも持ち帰り、繰り返し練習してください。」
･稲森先生より「すり足と素振りの基本のお稽古をします。正しく覚えましょう。」
･途中から菅原先生が来てくださいました。切り返しの足捌きを教えてくださいました。
･星野先生と稲森先生は、いつも子どもたちのいい所を見つけて沢山誉めてくださいます。
　子どもたちも自信がつくし、やる気が出て、とても良いと思います。ありがとうございます！
　　【２部】　山崎先生（山田先生・尾島先生）
・準備運動から非常に声が出ていて気合い十分だった。
･以前より非常に高度な技の練習が増え、それをていねいに行っていた。
･掛かり稽古では皆気合いの入った稽古だった。

７月２８日（木）　　尾島先生・近藤先生（本荘先生）
・とても蒸し暑い中、元気な声でみんな頑張っていました。
･近藤麻美先輩、古澤先輩が来てくださいました。

７月３０日（土）　【１部】　渡辺良平先生・清水先生　
　 ･５年生の本城君が、大きな声で下級生を引っぱってくれました。頼もしいですね。

･良平先生が傘を使って、竹刀の握り方を教えてくださいました。わかり易く説明してくださり、
　子どもたちも上手に握っていました。
　　【２部】　　本荘先生（尾島先生・山田先生）
･蒸し暑い中、大きな声でがんばっていました。
･先生方の人数も多く、有難いです。御指導ありがとうございます。
･来週は、夏合宿もあるので、体調を十分整えておきましょう。

本荘先生、お当番さん、ありがとうございましたm(__)m

杉山先生 御指導ありがとうございました。

ご冥福をお祈り申し上げます
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交流試合　小中学生1３人制団体戦交流試合　小中学生1３人制団体戦交流試合　小中学生1３人制団体戦交流試合　小中学生1３人制団体戦

先鋒 次鋒 十一将 十将 九将 八将 七将 六将

三原（５年） 渡邉（５年） 森（４年） 浜塚（４年） 三原（４年） 竹内（中１） 浜塚（中１） 奥村（中１）

本城（５年） 渡邉（５年） 西村（３年） 權田優（２年） 加藤（３年） 須山（６年） 種田（６年） 新井（５年）

五将 四将 三将 副将 大将 勝敗 引分け 本数

波多野（中１） 角山（中２） 三原（５年） 奥村（中１） 角山（中2）

メ 0 1

9 15

脇田（６年） 近藤（６年） 北嶋（５年） 山﨑（５年） 渡辺周（中１）
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今年も塚越剣友会さんとの交流会を持つことができました。

３月の震災や原発事故の影響で生活が一変してしまった多くの人々のことを思うと、こうした恒例の行事ができることの有難さを感じました。

また、他の剣友会さんと一緒に稽古したり、試合をしたりしてお互いに刺激を受けるのはとても良いことだと、大人も子どもも、参加した皆さんが

口々におっしゃっているのがとても印象的でした。

暑い中お越しいただいた塚越剣友会のみなさん、ありがとうございました。

脇田（６年） 近藤（６年） 北嶋（５年） 山﨑（５年） 渡辺周（中１）

交流試合　成人１１人制団体戦交流試合　成人１１人制団体戦交流試合　成人１１人制団体戦交流試合　成人１１人制団体戦

先鋒 次鋒 九将 八将 七将 六将 五将 四将

阪口 河原木 長谷川 平田 児玉 阿久津 佐々木 川端

ド　ド

新井（孝） 本田 冨田 近藤（千） 古澤（久） 近藤（英） 渡辺（良） 山崎

三将 副将 大将 勝敗 引分け 本数

仲山 町田（敏） 三澤

6 13

4 8

山田 渡邊（順） 須山
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５年５年５年５年 北嶋北嶋北嶋北嶋 柊一くん柊一くん柊一くん柊一くん 「僕は三原くんと当たり、面と小手を決めることが出来ました。三原くんは打ちが強くて

速かったです。また、試合したいと思います。」

参加した皆さんの感想参加した皆さんの感想参加した皆さんの感想参加した皆さんの感想

稽古に参加したみなさんの中から何人かの方に、感想をいただきましたので、御紹介します。（順不同）

２年２年２年２年 權田權田權田權田 優樹さん優樹さん優樹さん優樹さん 「今日、わたしはつかけんの人としあいをしました。あいては４年生です。とてもきんちょうしました。

でもあいてはまだ入ったばかりの子でした。でもその子はとてもつよかったです。入ったばかりなのに

とてもつよいからおどろきました。しあいでは、わたしがかちましたが、いいしあいだったと思います。」

３年３年３年３年 小松田小松田小松田小松田 聖流くん聖流くん聖流くん聖流くん 「とてもいいけいこができたと思います。」

３年３年３年３年 西村西村西村西村 奎吾くん奎吾くん奎吾くん奎吾くん 「山﨑さんのしあいがすごかったです。それは１本とって、とられたけど、

中学生にまた１本とったのはすごいと思います。」

５年５年５年５年 渡邉渡邉渡邉渡邉 直樹くん直樹くん直樹くん直樹くん 「駒剣いがいの剣友会との試合がとてもしんせんなかんじでした。つかこし剣友会の人たちと

いっしょにけいこができてよかったです。」

５年５年５年５年 新井新井新井新井 駿太くん駿太くん駿太くん駿太くん 「交流会の試合でこてとどうをとって勝てたので、うれしかったです。試合では相手が出てくるのが

見えたので良かったです。 とくいのメンがとれなかったのでくやしかったです。」

５年５年５年５年 山﨑山﨑山﨑山﨑 彩香さん彩香さん彩香さん彩香さん 「良かったこと・・・他の剣友会と稽古・試合ができたこと。

反省点・・・・・・・ぜんぜん試合の時に技も声を出なかった。あまりないことなので、いい経験だったと

思います。来年もできたらいいなと思っています！」

６年６年６年６年 須山須山須山須山 舜太くん舜太くん舜太くん舜太くん 「中学生とかかり稽古や試合をして、いろいろ勉強になることを学べてよかったです。

試合では引き分けでしたが、自分から前に攻めて戦うことができました」

成人成人成人成人 新井新井新井新井 孝哉さん孝哉さん孝哉さん孝哉さん 「初めて参加できました。試合にも出させてもらい緊張しました。何もできないのに、終了前は

竹刀が重く感じて、振り上げられなくなりました。先生方の試合は迫力があって感動しました。

塚剣の子どもたちと先生方と稽古できて、充実感いっぱいの海の日でした。」

６年６年６年６年 近藤近藤近藤近藤 恵人くん恵人くん恵人くん恵人くん 「基本稽古の時にやった塚剣の中学２年生の人と試合をして、引分けになってしまいました。

その理由は残心をしっかりしていなかったからでした。ですから、これからの練習は残心を心がけて

いきたいです。」

６年６年６年６年 種田種田種田種田 祥吾くん祥吾くん祥吾くん祥吾くん 「試合のとき、とにかく行動に移したら面が１本入って嬉しかった。だから、もっと努力して

強くなりたいです。」

６年６年６年６年 松本松本松本松本 駿平くん駿平くん駿平くん駿平くん 「塚越剣友会との交流会で試合はできなかったけど、稽古やしんぱんができて楽しかったです。

来年の交流会もできれば行きたいです。」

６年６年６年６年 脇田脇田脇田脇田 脩平くん脩平くん脩平くん脩平くん 「今回の塚剣との合同稽古では、塚剣の先生方が優しく教えてくれました。小学生と中学生の

交流試合では、応援ではどちらも全力で応援していました。ぼくはそのとき、試合に出してもらい、

中学生から２本取れました。ぼくの試合の時もみんなが応援してくれました。塚剣と稽古ができて

良かったと思います。来年は中学生で出られないかもしれないけれど、悔いを残さずできて

よかったです。」

中一中一中一中一 渡辺渡辺渡辺渡辺 周平くん周平くん周平くん周平くん 「普段は卓球をしていますが、久しぶりに剣道をやって、楽しかったです！」

成人成人成人成人 渡辺渡辺渡辺渡辺 良平さん良平さん良平さん良平さん 「皆さんのご期待通り、お約束の胴を頂きました。でも返し胴でごめんなさい…」
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成人成人成人成人 冨田冨田冨田冨田 勝実さん勝実さん勝実さん勝実さん 「塚越剣友会」との交流会は、今年で8回目とのこと。自分が初めて参加したのは何回目だったのか

わかりませんが唯一覚えていることがあります。それは、送迎バスに乗って懇親会に参加させて

もらった時だと思います。 そういえば、「ホタルの里」をその席で紹介するために資料を持って

行きました。資料を作成したのが2006年なので・・・。 たぶん、第３回目の参加かな？

(●￣▽￣●；)ゞぽりぽり 5年間もおつきあいさせていただいていることになりますが、改めて

稽古と夜の交流会を通して「人とのつながり」を感じることが印象的でした。来年も猛暑の中の

交流会になるかもしれませんがまた、「元気」によろしくお願いいたします。「塚越剣友会」の皆様方、

ありがとうございました。」

成人成人成人成人 近藤近藤近藤近藤 英隆さん英隆さん英隆さん英隆さん 「酷暑の早朝から塚越剣友会様にはご来場いただきありがとうございました。私は、当日8時から

K中学校の県大出場選手達との稽古を途中抜けしてからの参加。既に体調は半熱中症気味でしたので

体育館廊下で団扇で涼しみながら塚剣成人会員さまと剣道談義してたのは、久しぶりの出会いもあり

楽しかったです。年始より取組んでいる課題がいくつか修正できたのもあり、試合では二本勝ちできたと

思われます。もう少し涼しければ塚剣成人会員全員と地稽古をして、交剣知愛といきたかったです。」

成人成人成人成人 須山須山須山須山 勉さん勉さん勉さん勉さん 「試合で三澤先生にお願いしましたが「ああ、自分は進歩してないなあ……」と感じました。今年２月、

全日本都道府県対抗大会の埼玉県予選に出場した際、自分の間合に入って「行ける！」と思い切り

メンに出たら、お相手にスパーンと胴を返されてしまい敗退しました。三澤先生との試合でも、まったく

同じ形でメンに出たところを見事なドウを打たれてしまったためです。

だからと言って、打つ前に竹刀を振ったり、かついだり、フェイントをかけたり、そういう剣道はしたくあり

ません。そういう年齢でもないと思っています。相手に誘われるのではなく、自分から中心を攻めて

まっすぐ打ち抜けるメンを身につけるまで、まだまだドウを打って頂かなければならないのでしょう。

剣道には「相手に打ち固められて強くなる」という言葉があります。三澤先生をはじめ、稽古を頂いた

塚越剣友会のみなさま、ありがとうございました。」

成人成人成人成人 古澤古澤古澤古澤 久枝さん久枝さん久枝さん久枝さん 「猛暑の中での交流会でしたが、暑さに負けずがんばっている子どもたちに元気をもらいました。

塚剣の先生方には稽古をいただき勉強になりました。試合では、有効打突を決めることができず、

成人成人成人成人 近藤近藤近藤近藤 千恵子さん千恵子さん千恵子さん千恵子さん 「塚剣の方々と試合、稽古等で交流ができ、久しぶりに剣道をして楽しかったです。町田敏子先生と

長い時間稽古していただき、こんな自分にも真剣に稽古をつけてくださる母のような？姉のような？

大きさを先生に感じました。もう少し、自分も頑張ってみようかなと、エネルギーをいただきました。

塚剣の皆さん、ありがとうございました。」
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師範師範師範師範 山田山田山田山田 節男先生節男先生節男先生節男先生 「毎年恒例となった塚剣との交流会。しっかり顔なじみとなった皆さんとの稽古、試合は私にとって

本当に楽しみな行事です。皆さん熱心に稽古を積まれ、毎回、前回よりも上達されています。自分も

日頃の稽古の成果を塚剣の方に見ていただけるよう、一生懸命気合いをこめ稽古・試合に臨んだつもり

です。交流会は１年間のお披露目の場のひとつです。皆さんとは他の稽古会でもお手合わせいただく

こともありますが、交流会は特別です。来年の交流会で、また精進した姿を見ていただけるよう一年間

稽古に励んでいこうと改めて思っています。塚剣の皆さんありがとうございます。また来年楽しみにして

います。」

塚剣の先生方には稽古をいただき勉強になりました。試合では、有効打突を決めることができず、

今後の稽古の課題を再認識することができ、交流会に参加して得ることが多々あり、良かったと

思います。先生方をはじめ、皆様には大変お世話になりありがとうございました。」

成人成人成人成人 神田神田神田神田 けい子さんけい子さんけい子さんけい子さん 「塚越剣友会との交流会は毎年暑いのですが、今年は特に暑かったように思います。交流試合で

さらに暑さがアップ！！そんな暑さの中でも、駒剣の子どもたちは塚越剣友会の先生方に沢山稽古を

つけていただき、有意義な稽古会になったと思います。お疲れさまでした。」

成人成人成人成人 本田本田本田本田 正則さん正則さん正則さん正則さん 【塚剣さんは「底力」があるなぁ～】

２０１１年７月１８日(月)海の日に塚越剣友会さんとの交流会に参加させて頂きました。今回は３回目の

参加でした。この交流会はなぜか毎年、とっても暑い日になりますね。猛暑日の中、小学生、大人もみんな

頑張っていたなぁと思います。

私は３月の震災の後、しばらく駒剣の稽古ができなかった期間に何度か、塚剣さんの朝稽古に参加させて

頂きました。たくさんのご指導を頂いたこともあり、今年の交流会は自分の中では塚剣さんへの「お礼稽古」

のつもりで参加させて頂きました。出稽古でお邪魔させて頂いたことでたくさんの先生方とも仲良くなれて、

これまでに参加した２回に比べいろんな意味で楽しみが多い交流会でした。

交流会に参加させて頂いて感じたことを書かせて頂きます。感想文を書くのは中学校以来かもしれない

のでちょっと緊張。ひさびさに夏休みの宿題を頂いた気分で書いてます。（これを書いているのはみんな

夏休みが始ったばかりの７月２３日(土)。みんな、夏休みの宿題、今から取りかかろうね！ え？？？）
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今回、交流会に参加して思ったことは「塚剣さんは、底力があるな」です。

理由は２つあります。

①：大人の先生方は、何と当日、７時からの朝稽古の後に交流会に参加されていた！

塚剣の先生方にとって、交流会の稽古はその日、２回目の稽古でした。

なんて元気な先生方なのでしょうか！

塚剣さんは、週に５日間、７時～８時半頃、朝稽古をなさっています。

交流会の日もいつも通り朝稽古を終えてからいらっしゃいました。

以前に塚剣のとある先生が昇段審査の前に朝稽古をなさってから審査会場に向かわれた

と聞いたことがあります。

日頃から元気にたくさん稽古されている先生方の底力を感じました。

②：塚剣の小学生は、人数が少なくても元気！

人数が多いとみんなでワイワイ盛り上がって自然と楽しくなって元気になります。

仲間がたくさんいると頑張れます。励ましてくれる人がいます。ライバルもいます。

だから人数が多いと自然と勢いがつきます。

でも人数が少ないと、どうしても勢いが弱くなってしまいます。

しかし塚剣の小学生は人数が少なくても元気だなぁと思いました。

少ない人数の時に元気を出すのは、けっこう勇気がいります。

少ない人数でも元気に頑張れる塚剣の小学生も「底力」があるなぁと思いました。

塚剣さんの旗には「元気」って書いてあるのを思い出しました。

元気が塚剣さんの底力を支えてるんだなぁと思いました。

よし、元気を出して底力ＵＰで頑張るぞ！

（「眼力（メヂカラ）ＵＰ！」ではありませんので。。。）

夜の懇親会で塚剣のＭ澤先生が駒剣の小学生の「底力」と思われる部分をほめて下さいました。

「駒剣の小学生は足さばきがきちんとできている」

Ｍ澤先生がおっしゃるには、小学生は体当たりの後、後退するときに「かかと」を引きずるようにして

足の向きをクネクネしながら下がってしまうそうです。（足が蛇行）

駒剣の小学生は後退するときも足が曲がらず、真っ直ぐ下がる足さばきができているそうです。

最初は「人数が多くとなりの人とぶつかりそうな道場で稽古しているから自然と真っ直ぐ

下がるのかな？」と思っていましたが、１つ駒剣の「底力」の秘密を思い出しました。
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下がるのかな？」と思っていましたが、１つ駒剣の「底力」の秘密を思い出しました。

駒剣で足さばきの稽古と言えば……、そうです尾島先生がメインで指導頂いている「木曜の稽古」

です。何度か会社がお休みの木曜日に稽古に参加させて頂きました。その時にみっちり足さばきを

稽古させて頂いたことを思い出しました。

足は、竹刀、身体を支える身体の底辺（低学年の子にはむずかしいかな？）になるので

そこ（底？）を鍛えて頂いていたんですね。

また木曜の稽古に行きたいな～。

今年もたくさんの方々のご協力を頂き、楽しく交流会に参加させて頂いたことに感謝申し上げます。

出稽古を快く受け入れて頂いた塚剣のみなさまにも感謝申し上げます。

東北地方ではまだ普段の生活もままならない方々もいる中、普段通りの生活ができること、

稽古ができること、このような会に参加できることは幸せなことだなぁと思います。

これからも日々の平穏な生活ができることが幸せであることを忘れずに過ごしたいと思います。

ありがとうございました。」

みなさんから、大変気持ちのこもった感想を

いただきましたm(__)m。

塚越剣友会のみなさん、お世話になりまして

ありがとうございました。

また、来年お会いしましょう(^^)/~~~
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８月２、３日に行われた、埼玉県道場連盟が主催する一泊二日の少年剣士リーダー研修会に駒剣代表でキャプテン、

副キャプテンの３人が参加しました。帰りのお昼ごはんを食べながら“即報告”をしてくれましたのでご紹介します。

少年剣士リーダー研修会に行っての感想少年剣士リーダー研修会に行っての感想少年剣士リーダー研修会に行っての感想少年剣士リーダー研修会に行っての感想

６年６年６年６年 松本松本松本松本 駿平駿平駿平駿平

１日目 始めに素振りをしました。素振りではかかとが床につかないようになどと色々な指導を受けました。

特に注意されたのは大きな声を出すことです。ぼくは、疲れてくると声を出すのを忘れてしまうことがあります。

でも研修会であらためて声を出すことの大切さを知りました。なのでこれからの稽古では、疲れていても大きな声で

しっかりとした打ちをしたいです。

面をつけてからは、面打ちなどをしました。、面をつけるとつけないときより打ちにくくなるので、大きく打つことを

注意しました。

２日目 １日目と同じように素振りから始まりました。昨日の素振りで肩が筋肉痛になっていてつらかったです。

その後、試合をしました。強い人がいっぱいいておもしろかったです。県代表の大島君に二本負けしてしまいました。

とても強かったです。次やるときは勝てるように駒剣の稽古などをしっかりやっていきたいです。

少年剣士リーダー研修会少年剣士リーダー研修会少年剣士リーダー研修会少年剣士リーダー研修会

６年６年６年６年 森森森森 渉渉渉渉

ぼくたちキャプテン、副キャプテンで、少年剣士リーダー研修会に出席しました。ぼくたちキャプテン、副キャプテンで、少年剣士リーダー研修会に出席しました。

この研修会では、素振りの一本一本の大切さや、道場での礼などを学びました。稽古以外では、近くの八丁湖の周り

１.６ｋｍを走ったりバイキングでの食事をしたりしました。

部屋では違う剣友会の人たちと楽しく過ごして良かったです。来年行く人たちも楽しみにしていくといいと思います。

これからの稽古も、この研修会で学んだことを生かして努力していきたいです。

駒剣の合宿とはまた違った厳しい稽古だったみたいですね。詳しく書いてくれて、よくわかりました。

３人ともお疲れさまでした。即日感想文を書いてくれた松本君、森君、本荘君ありがとうございました～(^^)/

研修会で学んだこと研修会で学んだこと研修会で学んだこと研修会で学んだこと

６年６年６年６年 本荘本荘本荘本荘 日向日向日向日向

ぼくは１日目から「もう辛い」と思いました。なぜなら正面素振りをいきなり１５０本ほど振ったからです。ぼくたちの声が

あまり大きくなかったから増えました。神山先生と加藤先生に「声を出せ！」と言われ、それからの稽古ももっと声を出して

やりました。

あと学んだことは、２種類の三挙動の動きの違いです。その後の稽古も時間がどんどん伸び辛かったです。

２日目は、朝６時１５分に近くの八丁湖にジョギングで行き、その後宿舎で朝食を食べました。それから稽古、

三人一組の試合稽古をやりました。その後、埼玉県代表チームと松本君の入った選抜チームで試合をしました。

ぼくは、この研修会で学んだことを生かしたいと思いました。駒剣合宿もがんばります！
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お邪魔しますm(__)m   千葉さんから、バトンを受け取りました權田です。

今、合宿準備にとっても楽しく♫取り組んでいますが、昨年の合宿お疲れ様会（えっ、そんな名前？）の時に、

美鈴様（あの駒剣美魔女軍団の一人、新井さん(^.^)）に、「前から剣道をやってみたいなぁと思っていたのですが・・・」

と口をすべらせた！？ことで、私は成人会員になり、今に至ります。

駒剣は、先生方、保護者の皆さん、誰もが優しくて、そんなちょっと普通じゃない雰囲気にすっかりやられてしまいました。

合宿が終わったら、稽古するぞぉ！しなくちゃね、いや、しようかな？ ？

私は、スポーツが大好きで、学生時代は、卓球部と陸上部（短距離）の助っ人？を経て帰宅部の後、

大学ではスカッシュをやりましたが、剣道とは、まったく無縁でした。

剣道に出会ったのは、長男が小学３年生の時です。初めは、習い事の一つという感覚だったのですが、

長男が、中学で、半ばいやいや入った剣道部での生活が、私の剣道への意識を変えました。

（ここから、親バカ劇場の始まりです^_^;）

入部直後、剣道部の保護者の方からお電話があり、「高校の関東大会の応援へ行くのに（中高一貫だったので）

バスをチャーターするので、出欠をお伺いします。」とのことでした。「はぁ～っ？？」と思いつつ、なぜか、「甲子園！！」が

頭に浮かび、とにかく、まだ、下の２人が小さいこともあり、欠席しましたが、後で、欠席がほとんどいなかった事を知り、

スカッシュ！って小学生の皆さん、知ってますか？

小さなお部屋で壁にぶつけて対戦するミニテニスみたいなスポーツです。

なぜか、おしゃれ～♫ な感じのするスポーツですよね～(*^。^*)

へえ～、そうだったんですね。知らなかった！

そういえば、加藤パパさんもあの席で・・・(*^。^*)

埼大寒稽古、後援部でも皆勤、錬成部でも皆勤の千葉ママさんからバトンを受けてくださったのは

今日からみなさんが大変お世話になる今年の合宿委員さんの１人、權田啓子さんです。

いつも元気でニコニコの權田陽樹くん優樹ちゃん兄妹のお母さまですが、もう一人大きいカッコイイお兄ちゃんが

いらっしゃるんですよね。 それでは權ちゃんママさん、よろしくお願いしま～す(^^)/

ファイト～(^^)/

頭に浮かび、とにかく、まだ、下の２人が小さいこともあり、欠席しましたが、後で、欠席がほとんどいなかった事を知り、

青ざめたものです。それから程なく、長男が日曜の練習をパスし、１８時までの練習を１７時で上がっていることを知り、

再び、透き通るほど、青ざめました(＠_＠;)

それからというもの、下の二人をおいて、夫のマイナスイオン？も置き去りに、

やれ、遠征だ、試合だ、合宿だ、と泊まりがけもものともせず（マイナスイオンも時に沸騰！！）、

月に何度も出かけて行きました、遠征から遠征へと家にも寄らず、梯子することもありました。

（駒剣の先生方の中にも、そうそう、と頷いて下さる方が、少なからずいらっしゃると思います。）

下の子供たちが生まれた頃は、長男に何でも一人でさせ、小学生だった頃の長男の剣道はほとんど見ていません。

そのことを償えたのかはわかりませんが、中学の３年間は私と長男を堅い絆で結んでくれました。そして、運と努力と

メンバーの力で、１年生から３年生まで、毎回県大会でその雄姿を見せてくれました。その中でも、３年最後の夏の大会、

地区予選団体戦準決勝大将戦、この試合を観たことで、もう、人生思い残すことはない（そこまで言うかっ！？）、

と思ったほど感動し、長男を一生誇りに思うと確信しました。

それまで、長男の中学は地区大会では５年間負けなしで、１０連覇のかかった大会でした。しかし、この試合の１週間位前に

大将だったメンバーが辞めてしまい、急遽、キャプテン兼大将になり、本人だけでなく、みんなが動揺していました。

案の定、準決勝で、大将戦までもつれ込み、先に相手が一本取りました。普段は、強気の顧問の先生も、後で伺ったら、

負けを覚悟した、とおっしゃっていました。長男は、緊張していたのか、体当たりで２、３回仰向けに転倒した後、

起死回生の胴が一本入り、本当に終了間際に、再び胴が入って、三本の旗がさっと上がったのを今でも思い出します。

応援の母たちは、一塊りになってワーワー言って、泣いていましたが、負けを覚悟したはずの先生は、

「倒れてんじゃねーぞ！！」と言いながら、面の上から長男をはたき、そこでまたよろけていましたね（笑）。

でも、とっても、いい顔をしていました。決勝戦は、チームも立ち直って大将戦までに１０連覇を決めてくれました。

かっくいい～です！

「長男を一生誇りに思う！」・・・なかなか言えないかも(#^.^#)

マイナスイオン？

癒し系ってことかな？

遠征のはしごって・・・
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開催さえ危ぶまれた今年の剣道教室も無事全８回を終え、たくさんのお友達が入会してくれました。
お父さん剣士も一挙に４人入会！
みなさん、ようこそ駒剣へ♪　　みんな、早く仲良くなれるように、どんどん声をかけていこうね！

《《《《小学生小学生小学生小学生》》》》

大島さん大島さん大島さん大島さん 小５年

おおおお 知知知知 らららら せせせせ

新入会員のご紹介新入会員のご紹介新入会員のご紹介新入会員のご紹介

よろしくお願いしま～す！

今、長男は、受験を経て違う高校へ行き、懲りずに剣道をやっています。３年時、担任が顧問の先生だったので、

いろいろな葛藤がありましたが、結局本人は、意思を通して、出てしまいました。しかし、そんな強い（頑固な？）長男が

形成されたのは、情熱と愛情溢れる顧問の先生のご指導が大きかったと思います。

今、私は、またまた、出会いの素晴らしさを実感しています。下の二人と共に、駒剣に出会って、いつもどなたもが、

優しく接してくださり、本当に有難いと思います。自分も、そんな素敵な駒剣に、少しでも貢献できるようにと思っています。

今後とも、親子共々、よろしくお願いいたします。

ところで、このバトンですが、剣道４段の謙虚な剣士田村さんに、是非、お渡ししたく、

ハイッ、バトンゾーン、入りました！

走ってぇ～～～ (*^^)v

わあ～、なんだか感動的なスポ根ドラマになりそうな長男さんのご活躍！！すごいですね～！

さすが、陽樹くんと優樹ちゃんのお兄ちゃんだね(#^.^#)

長男を一生誇りに思う・・・く～ぅっ！何度聞いてもカッコイイです！！ い、いつの日か、言ってみたい～(^_^;)

權田ママさん、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、田村さん！！バトン渡っちゃいました！田村さん！！バトン渡っちゃいました！田村さん！！バトン渡っちゃいました！田村さん！！バトン渡っちゃいました！

お忙しいところ恐れ入りますが、どうぞ来月９月号、よろしくお願いいたしますお忙しいところ恐れ入りますが、どうぞ来月９月号、よろしくお願いいたしますお忙しいところ恐れ入りますが、どうぞ来月９月号、よろしくお願いいたしますお忙しいところ恐れ入りますが、どうぞ来月９月号、よろしくお願いいたしますm(__)mm(__)mm(__)mm(__)m

羽部くん羽部くん羽部くん羽部くん 小５年

安部くん安部くん安部くん安部くん 小４年

大島くん大島くん大島くん大島くん 小４年

西岡さん西岡さん西岡さん西岡さん 小３年

齋田くん齋田くん齋田くん齋田くん 小２年

長谷部くん長谷部くん長谷部くん長谷部くん 小２年

村松くん村松くん村松くん村松くん 小２年

平吹くん平吹くん平吹くん平吹くん 小１年

《《《《成人成人成人成人》》》》
安部さん安部さん安部さん安部さん

齋田さん齋田さん齋田さん齋田さん

西岡さん西岡さん西岡さん西岡さん

村松さん村松さん村松さん村松さん

気になること、わからないことなど、何でも気軽に近くの人にきいてくださいね！

はやくみんなと

なかよくなりたい

※※※※新しい連絡網と名簿が配られました。電話番号、住所等のご確認よろしくお願いします。新しい連絡網と名簿が配られました。電話番号、住所等のご確認よろしくお願いします。新しい連絡網と名簿が配られました。電話番号、住所等のご確認よろしくお願いします。新しい連絡網と名簿が配られました。電話番号、住所等のご確認よろしくお願いします。

ようこそ駒剣へ♫

これからどうぞよろし
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みんなで稽古を頑張って、暑さに負けない気力と体力を身につけよう！
気力と体力さえあれば、夏休みの宿題もラクラク～？！(^^)/

２（火）～３（水）２（火）～３（水）２（火）～３（水）２（火）～３（水） 埼玉県少年剣士リーダー研修会埼玉県少年剣士リーダー研修会埼玉県少年剣士リーダー研修会埼玉県少年剣士リーダー研修会（駒剣代表で松本君、森君、本荘君が参加）

４（木） 通常どおり 5:00～7:00

６（土）～８（月）６（土）～８（月）６（土）～８（月）６（土）～８（月） 駒剣夏合宿駒剣夏合宿駒剣夏合宿駒剣夏合宿 （栃木県日光市（栃木県日光市（栃木県日光市（栃木県日光市 ホテルファミテック）ホテルファミテック）ホテルファミテック）ホテルファミテック）
それぞれの挑戦 (*^。^*)/ 体調管理に気をつけて、みんなで楽しい合宿にしよう！

１１（木） 通常どおり 5:00～7:00

１３（土） お休みお休みお休みお休み （お盆なので稽古はお休みします）（お盆なので稽古はお休みします）（お盆なので稽古はお休みします）（お盆なので稽古はお休みします）

１８（木） 通常どおり 5:00～7:00

２０（土）２０（土）２０（土）２０（土） 2222部制部制部制部制 1111部部部部 １１１１:00:00:00:00～～～～3:003:003:003:00 初心者･低学年初心者･低学年初心者･低学年初心者･低学年 特別メニュー特別メニュー特別メニュー特別メニュー

「親子でやってみよう「親子でやってみよう「親子でやってみよう「親子でやってみよう 竹刀点検法・稽古着のたたみ方など」竹刀点検法・稽古着のたたみ方など」竹刀点検法・稽古着のたたみ方など」竹刀点検法・稽古着のたたみ方など」
「剣道のことはよくわからなくて～」というお父さんお母さん、お子さんと一緒にぜひご参加くださいね！

もちろん高学年の参加もＯＫ！竹刀の手入れや袴の正しいたたみ方がきちんとできるようになります！

2222部部部部 3:003:003:003:00～～～～5:005:005:005:00 高学年、成人の稽古高学年、成人の稽古高学年、成人の稽古高学年、成人の稽古

２５（木） 通常どおり 5:00～7:00

２８（土）２８（土）２８（土）２８（土） 2222部制部制部制部制 1111部部部部 １１１１:00:00:00:00～～～～3:003:003:003:00 初心者･低学年初心者･低学年初心者･低学年初心者･低学年 特別メニュー特別メニュー特別メニュー特別メニュー 級審査に向けての稽古級審査に向けての稽古級審査に向けての稽古級審査に向けての稽古

２部２部２部２部 3:003:003:003:00～～～～5:005:005:005:00 「お父さん・お母さんのためのスコア付け教室」「お父さん・お母さんのためのスコア付け教室」「お父さん・お母さんのためのスコア付け教室」「お父さん・お母さんのためのスコア付け教室」 ＆＆＆＆ 月例試合（高学年）月例試合（高学年）月例試合（高学年）月例試合（高学年）

子ども達の試合を見ながら記録のつけ方などを教えていただきます。

８月の予定８月の予定８月の予定８月の予定

小学生小学生小学生小学生 ６年生 １１人

５年生 １７人

４年生 ７人

３年生 ８人

２年生 ５人

１年生 １人
４９人４９人４９人４９人（うち女子９名） ＋

成人成人成人成人 女性 １４人

男性 ２４人

３８人３８人３８人３８人 ＝＝＝＝ ８７人８７人８７人８７人

というわけで、

２０１１．８．２現在

駒場剣友会は、指導部（師範の先生方）、錬成部（剣道をする小学生・成人）、後援部（小学生会員の保護者）から成り立っており、それぞれが対等な

立場で支えあい剣道を通して豊かな人間形成を目指しています。

メ
ド

子ども達の試合を見ながら記録のつけ方などを教えていただきます。

試合の記録を付けたことがない保護者の方はぜひ、ご参加ください！

９月の予定９月の予定９月の予定９月の予定

１（木） 通常どおり ５：００～７：００

３（土）３（土）３（土）３（土） ２部制２部制２部制２部制 １：００～３：００ 初心者・低学年 稽古 通常どおり

３：００～５：００３：００～５：００３：００～５：００３：００～５：００ 駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会 級審査会級審査会級審査会級審査会 （１部の人も参加してください。）（１部の人も参加してください。）（１部の人も参加してください。）（１部の人も参加してください。）

年に２回の級審査会です。なるべくお休みしないように体調管理しましょう。

しっかりした着装で！特に高学年の子は、はかまが短くなってるかもしれません。

つんつるてんはカッコ悪い(>_<) おウチの方に見てもらいましょう。

８（木） 通常どおり ５：００～７：００

１０（土）１０（土）１０（土）１０（土） さいたま市剣道連盟さいたま市剣道連盟さいたま市剣道連盟さいたま市剣道連盟 剣道級審査会及び講習会剣道級審査会及び講習会剣道級審査会及び講習会剣道級審査会及び講習会 ((((１級・初二段と２・３級対象者のみ）１級・初二段と２・３級対象者のみ）１級・初二段と２・３級対象者のみ）１級・初二段と２・３級対象者のみ） 大宮武道館大宮武道館大宮武道館大宮武道館

稽古は２部制稽古は２部制稽古は２部制稽古は２部制 １部１部１部１部 初心者・低学年初心者・低学年初心者・低学年初心者・低学年 １：００～３：００１：００～３：００１：００～３：００１：００～３：００

２部２部２部２部 その他その他その他その他 ３：００～５：００３：００～５：００３：００～５：００３：００～５：００

１５（木） 通常どおり ５：００～７：００

１７（土） ２部制２部制２部制２部制 １部１部１部１部 初心者・低学年初心者・低学年初心者・低学年初心者・低学年 １：００～３：００１：００～３：００１：００～３：００１：００～３：００

２部２部２部２部 その他その他その他その他 ３：００～５：００３：００～５：００３：００～５：００３：００～５：００

２２（木） 通常どおり ５：００～７：００

２３（金･祝）２３（金･祝）２３（金･祝）２３（金･祝） 市民体育大会剣道大会市民体育大会剣道大会市民体育大会剣道大会市民体育大会剣道大会 さいたま記念総合体育館さいたま記念総合体育館さいたま記念総合体育館さいたま記念総合体育館
（３年生以上の個人トーナメント戦）（３年生以上の個人トーナメント戦）（３年生以上の個人トーナメント戦）（３年生以上の個人トーナメント戦） ３年生以上は全員出場できます！がんばれ～！！

詳細はこれから配布されるお手紙をご覧ください。

２４（土） ２部制２部制２部制２部制 １部１部１部１部 初心者・低学年初心者・低学年初心者・低学年初心者・低学年 １：００～３：００１：００～３：００１：００～３：００１：００～３：００

２部２部２部２部 その他その他その他その他 ３：００～５：００３：００～５：００３：００～５：００３：００～５：００

２９（木） 通常どおり ５：００～７：００

いよいよ新学期！

※8月6日（土）と13日（土）の修道館はお休みです。

コ▲

土曜日は毎週２部制です。 級審査（駒剣＆剣連）と大会があります！ がんばれ！！

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(^^)/
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