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8月の予定8月の予定8月の予定8月の予定

1 日(木) 17：00～19：00　稽古

3 日(土) 夏合宿　出発8：００　駒場体育館　※通常の稽古はお休み

4 日(日) 夏合宿

5 日(月) 夏合宿　到着17：００から１8：００予定　駒場サッカー場

8 日(木) 17：00～19：00　稽古

10 日(土) 13：00～15：00　稽古 1部　初心者、3年生

15：00～17：00　稽古 2部　4・5・6年生

15 日(木) お盆休み

17 日(土) 13：00～15：00　竹刀の手入れ教室 1部　初心者、希望者

15：00～17：00　稽古 2部　3・4・5・6年生

22 日(木) 17：00～19：00　稽古

24 日(土) 15：00～17：00　スコア教室 1部2部合同（月例試合）

29 日(木) 17：00～19：00　稽古

31 日(土) 13：00～15：00　稽古 1部　初心者、3年生

15：00～17：00　平成２５年度前期昇級審査

※１部の稽古に参加している方も審査の対象ですので、稽古終了後も残ってください。

9月の予定9月の予定9月の予定9月の予定

5 日(木) 17：00～19：00　稽古

7 日(土) 13：00～15：00　稽古 1部　初心者、3年生

15：00～17：00　稽古 2部　4・5・6年生

塚越剣友会交流稽古塚越剣友会交流稽古塚越剣友会交流稽古塚越剣友会交流稽古

7 日(土) 13：00～15：00　稽古 1部　初心者、3年生

15：00～17：00　稽古 2部　4・5・6年生

12 日(木) 17：00～19：00　稽古

14 日(土) 13：00～15：00　稽古 1部　初心者、3年生

15：00～17：00　稽古 2部　4・5・6年生

１,２,３級審査会（対象者のみ）　　＠＠＠＠大宮武道館

審査会終了後　さいたま市剣道大会強化稽古会　9月21日㈯代表選手のみ

19 日(木) 17：00～19：00　稽古

21 日(土) さいたま市剣道大会　＠＠＠＠さいたま市記念総合体育館

埼玉県剣道大会（小学生の部）　＠＠＠＠県立武道館

※通常の稽古は休み

26 日(木) 17：00～19：00　稽古

28 日(土) 13：00～15：00　稽古 1部　初心者、3年生

15：00～17：00　稽古 2部　4・5・6年生



　最も暑い季節になりました。たくさんの新人くんたちの入会から１ヶ月たち、それぞれの竹刀の振りが

鋭くなってきました。今日からは駒剣夏合宿です。過去最多参加者数７７名で富士山麓、河口湖月山荘に

のりこみます。雄大な富士山の近くで、富士山のようなスケールの大きな剣道をみんなで体現してきましょう。

　さて、まず始めは７月１５日（月・祝）に行われた「塚越剣友会との交流稽古会」についてです。

「こまけんだより」によると第１回が平成１６年度なので、今回が記念すべき第１０回の交流会になったようです。

その年ごとに少しずつ内容は変わっておりますが、暑い中、剣を交えてきたことはずっと続いてきたことです。

今回も大人の試合、立合いと基本稽古、掛かり稽古、地稽古とじっくり剣道に向き合えました。

夜の懇親会を含め、大変有意義な一日を過ごすことができました。塚越剣友会の剣友に感謝、

駒剣の大勢の参加者に感謝いたします。

　７月２０日（土）には、全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会の県予選会が県立武道館にて行われました。

浦和からは６月の大会の６年生の個人戦でベスト４に入った４名が選出され、駒剣では河内聡志選手、

權田陽樹選手、長谷部颯汰選手の３名が出場しました。過去にもこの大会に出たＯＢはおりましたが、

強敵だらけでなかなか一回が勝てませんでした。それがなんと權田選手が４回勝ちベスト８に、河内選手が

３回勝ちベスト１６に入賞しました。上位５人が団体戦を組み全国大会ですので、權田選手はさらにベスト８

からの１人を目指し戦ったのですが残念ながら５位には届きませんでした。しかし、菅原先生から

よくお話いただく全国大会が、意外と身近にあるのだと感じることができました。二人の健闘が光った大会でした。

　７月２６、２７日には学校総合体育大会中学校剣道の部が行われました。個人戦で森渉先輩が一回戦

２－１で競り勝った後、二回戦で第２シード、昨年のこの大会で準優勝し２年生ながら全国大会に出場した

新座五中の設楽選手と対戦しました。新座五中は前日の団体戦で優勝しており、彼はそのチームのキャプテン

でもあります。分が悪いと思いましたが、開始１分くらいで森選手の返し胴がきれいに決まり一本先取しました。

このまま行けばと期待しましたが、相手もさすがに強く小手を取り返され、さらに見事な小手すりあげ面を

決められてしまいました。敗れはしましたが大健闘でした。結局、設楽選手は今年も個人戦準優勝で

全国大会出場を決めました。強い相手と大きな舞台で勝負ができる、幸せなことだと思います。

中牟田莉奈先輩と松本駿平先輩も出場し健闘しました。

　さぁ合宿に向かいましょう。初めての合宿地、たくさんの人数（ＯＢ・ＯＧがいっぱい参加してくれて感謝！）、

朝の河口湖への散歩、新しいレクレーションなどとても新鮮な気持ちで出発できます。

より仲良くなって、さらに強くなって浦和に戻ってきましょう。

　８月は合宿以外にもイベントがたくさんです。１７日（土）は「稽古着・袴のたたみ方、竹刀の点検法講習会」

があります。駒剣ならではの稽古法で、自分のことは自分でできるように学ぶのです。今年の講師は「武芸帳」

でおなじみの星やん☆先生です。ささくれた竹刀を削ったり、油をぬったり、竹刀をバラバラにして組立て直したり

できるようにご指導いただきます。また、袴や稽古着の正しいたたみ方なども学べます。しっかり学べば

夏休みの自由研究にもなるくらいの奥の深いお話もあるかもしれません。ぜひ親子でご参加ください。

そして、２４日（土）には「スコア付け講習会」も予定されています。

試合の記録の書き方はもちろん、旗が上がる一本とはどういうものなのか、剣道の目を

養う良い機会にもなります。参加後は更に親子の会話が弾むことうけ合いです。

　暑さに負けず、充実の８月にしていきましょう！！！
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♪交流会に参加して♪♪交流会に参加して♪♪交流会に参加して♪♪交流会に参加して♪

石井くん

　いつもとちがうけいこのしかたなので、けんどうがうまくなったなと思いました。

内田くん

　先生のしあいをみて勉強になりました。

岡部（哲）くん

　つかけんこうりゅう会ははじめてだったので、つかけんの人はどのくらいつよいのかわからなかったけど、

　つかけんの6年の人が強かったです。

　たのしかったので、また、行きたいです。つかけんのみなさんありがとうございました。

加藤（遙）さん

　いつもはこまけんだけでやっているけど、つかけんのみなさんとできてとてもよかったです。

髙橋くん

　ほかのけんゆうかいとできてよかったです。理由はぼくとレベルがちがう人とできたからです。

細野くん

　３じかんやったのでつかれました。

權田（優）さん

　海の日に、塚越剣友会さんと一しょにけい古をしました。

　一番楽しかったメニューは、地げいこです。特に、面をつける前は優しそうだった吉田先生が面を

　つけるとすごく強くてビックリしました。また、先生方の試合が、迫力満開でした。

　そして、町田敏子先生が女の人でも、本荘先生と互角にやっているのが、かっこよかったです。

　来年も参加するのが楽しみです。

河原木 長谷川 吉田 川端 仲山



齋田くん

　はじめは、はじめて会う人がいっぱいなのできんちょうしましたが、かかりげい古や地げい古をやるに

　つれて、つか剣の先生とつか剣の仲間の人たちと仲よくできてとても楽しかったです。

長谷部（魁）くん

　塚剣との交流けい古で、いつもやっている駒剣の子以外とけい古ができたので楽しかったです。

　塚剣の先生に教えてもらったことも、これからのけい古で生かしたいです。

有賀さん

　つか剣の先生方が見せてくださった居合がとても印象にのこりました。先生方が刀をふったとき「ビュン、

　ビュン」という音がしました。テレビで見る時代げきのようでした。そして、先生方のせすじがとてもまっすぐ

　でした。前、つか剣さんにおじゃました時には、残心の後振り返るのが逆でした。それで、先生方に注意を

　されたのを思い出しました。今回は、特に注意されることはありませんでしたが、足のひきつけや残心に注意

　して、これからもけい古をがんばっていきたいです。

伊東くん　

　塚越剣友会との交流会では、いつもけい古をしていない人とけい古ができて楽しかったです。

　先生たちの試合がはく力があってすごかったです。来年の交流会が楽しみです。

　

岡部（泰）くん

　初めて、ほかの剣友会との交流会だったので、ほかの剣友会の人とできたのでよかったです。それに、

　いつもとはちがう先生にかかることができたのでよかったです。来年もまた行きたいです。

　塚剣のみなさんありがとうございました。

加藤（愛）さん

　駒剣では、できないいいけいこができて楽しかったです。あと、いろんな人とやって、相手のいいところ、

　とくいなわざなど、自分のためになったのでよかったです。このことを、ふだんのけいこにあらわせたらいいです。

　

小松田くん

　居合がすごかったです。重そうな刀をかた手でふれるのがすごかったです。

西岡さん

　合同けいこは、キツかったけど、とても楽しかったです。

　塚こし剣友会の方々と、地けいこをやった時に、おなじぐらいだったので、もっとけいこをつもうと思いました。

　塚こし剣友会の中学生は、下級生（駒剣）にも積極的に声をかけていたのでめんどうみがいいところを

　見ならおうと思いました。次回も参加したいです。

早川くん

　塚越剣友会の先生方におもいきってかかっていけてよかったです。

　それから、めったに見られない試合も見られました。山田先生の試合はすごいと思いました。

　それは、気合がはいっていたからです。

安部くん

　塚越剣友会の道場で稽古をするのは初めてで、塚越の知らない人とやっていつもとちがう稽古になって

　よかったです。塚越の先生方から教わったことに気をつけながらこれからも稽古をしていきたいです。

石田くん

　剣道交流会に参加してとても暑かったけど、ちがう仲間とけいこができて良かったです。

市川くん

　初めての交流会参加でした。 

　場所も違い、最初は 戸惑いましたが、たくさんのお友だちと 

　練習ができ良かったです。

河内くん

　今回は塚越剣友会の方とけい古が出来てよかったです。どの先生もどしっとした構えで構えて

　おられてすごいなぁと思いました。先生方の試合では、はく力のある試合を見せていただき、

　足の使い方などいろいろ勉強させていただきました。ぼくはこれが最後の塚越剣友会さんとの

　けい古ですが、教えていただいたこと、見て学んだことを今後のけい古に生かしたいです。

　ありがとうございました。



權田（陽）くん

　ぼくが、毎年、塚越剣友会さんとの交流会で楽しみにしているのは、小学生との試合ですが、

　今年もできなくて少し残念でした。

　もう一つ楽しみにしていることが、町田敏子先生との稽古です。今年も、稽古ができ、やっばり

　とても強くて、すごく楽しかったです。また、吉田先生がいきなり、切り返しのように打ってきたので、

　ビックリしましたが、そんなときは、胴を打つ、と教えてくれて、面白かったです。

　来年行けたら、また行きたいと思います。

住屋くん

　ぼくはこの塚越剣友会交流会で感じたことが２つあります。１つ目はこのように別の剣友会と

　交流会をして、相手と一緒にけい古をすることによって、お互いの力がわかり、きずなが深め

　られることです。もう１つは長時間けい古をするから、かなり力がつくようになることです。

　だから、この塚越剣友会交流会はいい経験になって、いいと思いました。

長谷部（颯）くん

　１年ぶりに塚越剣友会とけい古ができて楽しかったです。先生方からたくさんのことを教わり

　ました。教えてもらったことは、大会に向けてできるようにしておきたいです。

真砂くん

　今回の塚越剣友会との交流会が最後の交流会でした。塚越剣友会は小学生の人数が少なく、

　大人の人数がとても多い剣友会なので、たくさんの大人の先生に稽古をしてもらおうと思い

　ました。かかり稽古や地稽古の時間が長くて、楽しく稽古ができました。

　塚越剣友会の人たちや駒剣の保護者の人たちなどのおかげで、暑いなか稽古ができました。

　ありがとうございました。

♪成人会員の皆さんの感想♪

　

安部さん

　昨年度に引き続き、２回目の参加となりました。

　1年ぶりにお相手をさせていただきましたが、１年前よりは多少成長したのかなと感じました。そういう意味　1年ぶりにお相手をさせていただきましたが、１年前よりは多少成長したのかなと感じました。そういう意味

　では、１年間の稽古の成果を確認するよい場だったと思います。また、微力ながら試合にも出させて

　いただきました。駒剣以外の方との試合は初めてでどうなることかと思いましたが、何とか一本取ることが

　できよかったです。といっても、まだまだ課題はたくさんありますのでこれを機会にもう一段高みを目指して

　精進していきたいと思います。残念ながら夜の部は出れませんでしたので来年こそは！ 

新井(孝）さん

　前日までより少し涼しい気がした海の日でした。

　大人の試合にも出させてもらいうれしかったです。

　塚剣の先生方や子供たちとたくさん稽古でき、保護者の皆様に手厚いサポートを受けて幸せな気分で

　汗だくになりました。ありがとうございました。

　う～何とか次回は一本決めてみたいぞ～

本田さん

　今日は交流会に参加させて頂きありがとうございました。

　久々に試合もさせて頂きました。何となく相手に押されて逃げるように甲手を打ったところ、

　しっかり面に乗られました。もっと先のところで相手に負けないように稽古したいと思います。

　塚剣の子ども達は、礼～蹲踞までが、とてもキレイだなあと思いました。

　ありがとうございました。

西岡さん

　いつもと違う環境、広くてきれいな体育館で、楽しく、気持ちよく稽古させていただきました。

　子供たちもよい刺激になったと思います。

　試合のほうは、２分と短い試合時間なので、一本勝負のつもりでのぞみました。

　その分、少し慎重になりすぎたかもしれませんが、勝ててよかったです。

　地味な試合になってしまってスミマセンでした。チームとしての勝利は、また来年頑張りましょう。

　親子共々、楽しい時間を過ごさせていただきました。アイスのお土産までいただき。。。恐縮です。

　塚越剣友会の皆様、本当にありがとうございました。



齋田さん

　 塚越剣友会との交流会にはじめて参加させていただきました。剣道の良いところは、どこに行っても、

　誰とでも、剣を交えれば、お近づきになることができるところだと思います。

　試合、地稽古、そして懇親会と楽しい時間を過ごすことができました。

　会を運営してくれた塚剣のみなさんや、後援部、成人会員のみなさんに感謝です。

　また、試合の際の子どもたちからの声援も大変うれしく思いました。ただし、整列や立礼など、駒剣の子ども

　たちの動きがちょっと悪かったかなぁと思われた点は、残念でした。  

清水さん

　合同稽古の前に、塚越剣の早朝稽古にもかなり久しぶりに参加することができました。

　塚越剣の方々にも久しぶりに会うことができて嬉しかったです。

　試合も稽古も両方とも楽しくさせていただきました。

　塚越剣との試合に出させていただくのは実はこれが初めてでしたが、なんとか1本とれて良かったです。

　東小の体育館もリニューアルして気持ちが良かったです。はやくも次回の交流会が楽しみです。

　ありがとうございました。

　稽古の後のアイスクリームが美味しかったぁ！

近藤（英）さん

　交流会も10年目を迎えたと聞き、改めて剣道を通じての交剣知愛に感動した半日でした。塚越剣先生方、

　大人剣士とは年間を通じてお会い（埼玉大寒稽古、交流会、北区剣道大会など）してるほど馴染み深い

　存在です。こと交流会では剣風の違いはあれ一年間稽古してきた自分の成果を発表する場所と自分では

　位置づけてますので前半の楽しみな行事の一つです。

　大人の地稽古では、落武者狩りの如く気合入れ込んでいきますが、町田純先生にはこの10年間一本も

　打突部位に当てる事ができてません。毎週末に基本打ちを昨秋からしてきたので先生との地稽古で当たる

　気がしてならず楽しみにしてましたが、今回先生が稽古できず残念でした。

　来年こそは…当たると信じてます。

　

渡辺さん

　皆さんに期待して頂いていた抜き胴、返し胴が打てませんでした。期待外れでごめんなさい。

　間合いが上手く取れませんでした。

　動きの速い人、遅い人にも対応出来る様に、もっと稽古を積んでおきます。　動きの速い人、遅い人にも対応出来る様に、もっと稽古を積んでおきます。

西（博）さん

　アキレス腱炎を患って以来、試合から遠ざかっていますので、5年以上ぶりの試合でした。

　振り返ってみれば、反省する事ばかりです。

　打たれる事を気にして、攻めきれない。捨て切れない。そのくせ、打つ事ばかり考えている。

　重心が上がってしまっている。等々。これからの稽古で改めていきます。

　本日は、貴重な経験をさせて頂きありがとう御座いました。

山田先生

　さて、今年も塚越剣との交流会を終えることができました。      

　小学生会員にとっては、人数の関係で自分たちの試合ができず、ちょっと残念だったかもしれません。      

　しかし、毎年交流会がもたれる他の剣友会との稽古は楽しいものです。      

　稽古の後で、塚剣の先生方からは、「駒剣の小学生は打ちが強いね。」という、うれしい感想をいただき

　ました。私もうれしく思いましたので、皆さんにもお伝えします。この言葉を励みに稽古に精進しましょう。

　この会は、小学生の皆さん以上に私が楽しみにしているかもしれません。      

　ひとつは、毎年大人の試合が組まれていることです。普段手合せする機会の少ない方との対外試合は     

　自分の剣道を見直す良い機会です。しかも、ここ数年同じ方と試合の組合せをしていただいているので、      

　自分の剣道に対する１年間の取り組みを相手に見ていただくつもりで立ち会っています。     

　今年も又、反省することがあり、そして、また次回自分の進歩をみてもらおうという楽しみができました。   

　次回の交流会がまた楽しみです。      

　最後になりましたが、参加、お手伝いいただいた保護者の方、成人会員、OB会員の皆さんありがとう   

　ございます。おかげさまで、小学生会員、そして、私も楽しい一日を過ごせました。

　引き続きよろしくお願いいたします。     



　　駒剣からは河内くん、權田（陽）くん、長谷部（颯）くんの3人が代表として健闘しました！！　　駒剣からは河内くん、權田（陽）くん、長谷部（颯）くんの3人が代表として健闘しました！！　　駒剣からは河内くん、權田（陽）くん、長谷部（颯）くんの3人が代表として健闘しました！！　　駒剣からは河内くん、權田（陽）くん、長谷部（颯）くんの3人が代表として健闘しました！！

河内くん ベスト１６おめでとう！！ベスト１６おめでとう！！ベスト１６おめでとう！！ベスト１６おめでとう！！

コ　コ－　 斉藤（本庄） … 攻めて小手先取。落ち着いて更に相手の手元が浮いたところを小手。

完勝でした。

コ　メ－ド（延長 清水（東入間） … 表を攻めて小手一本取りにいって不用意な面を抜き胴返されるが、延長に

 なって小手すりあげ面を決める。

コ　　－　　 戸坂（飯能） … 中盤よく攻めて得意の小手先取。相手も取り返しに必死できましたが、

きっちりしのぎ、一本勝ち。

メ　　－　メ　メ 塚田（上尾） … 一本先取しましたが、取り返され勝負に。最後は面にのられてしまい残念！

ベスト１６です。

權田（陽）くん ベスト８おめでとう！！ベスト８おめでとう！！ベスト８おめでとう！！ベスト８おめでとう！！

メ　　－　 中島（東松山） … 終始積極的に攻めてました。相手も手強い相手だったが、終了前面が入る。

気持ちで勝ってました。

メ　コ－　　 美谷島（大宮） … 分かれ際、上手に引き面。引き小手連取。軽快な動きでした。

コ　　－　（延長）清水（入間） … 守りの堅い相手に攻めあぐねたが、集中を切らさず引き小手を取り勝利。

メ　メ－メ（延長）山本（蕨） … 序盤攻勢をかけて、相面で先取。２本目相面で返される。こうちゃくして

延長戦。集中切らさず相手の小手に面で勝利。

　　　－コ　コ 小沼（越谷） … 少し遠間から面にいったところ小手をあわされました。２本目は一瞬気が

抜けたところの小手。残念だけどよく頑張った！ベスト８確定です。

《５位決定戦》

　▲ －メ　コ　 木下（入間） … 相面で惜しくも旗は相手に上がる。取り返しにいく捨て身の面だったが、

相手も充分で小手あり。相手も見事でした。

長谷部

全⽇本都道府県対抗少年剣道優勝⼤会予選会

長谷部(颯）くん

　　　－コ 内村（北本） … 序盤手元が浮いたところを小手取られる。その後は自分なりによく攻めて

ましたが、そのまま一本負け。

♪選手の感想♪

河内くん

　今回は浦和代表として埼玉県予選に出場させていただきました。ぼくはきんちょうしたけれど

　いつも通りと思い、試合をしました。試合の時は、尾島先生がずっとつきそってくださっていて

　とても心強かったです。ありがとうございました。結果はベスト16でした。最後の相手の

　塚田くんに相面を取り、「行ける」と思った気持ちの甘さが敗因だったと思います。

　これからは一本を取っても「まだ分からない」という気持ちで気を引きしめて試合をしたいです。

　ありがとうございました。

權田（陽）くん

　ぼくは、この大会に初めて出場させていただきました。そして、ベスト8に入ることができました。

　この大会で一番強いと思ったのは、越谷の小沼くんです。準々決勝で当たり、小手を二本取られて、

　負けてしまいました。彼は、決勝で負けて、二位でした。9月の県大会では、リベンジしたいです。

　ぼくは、いつか全国大会に出たいので、これからも稽古をよろしくお願いします。

長谷部（颯）くん

　最初は、北本の内村くんと試合をやりました。始まって早々、出ゴテを打たれて、時間切れで

　負けました。内村くんは、中心を取って攻めていて、ぼくが中心を取らないで打っても、

　ただ返されるだけで、負けてしまいました。

　内村くんのように、しっかり中心を取って、面が打てるようになりたいです。9月の県大会では、

　勝てるようにしたいです。



　　　監督として引率してくださいました尾島先生からも感想をいただきました。ご紹介します。　　　監督として引率してくださいました尾島先生からも感想をいただきました。ご紹介します。　　　監督として引率してくださいました尾島先生からも感想をいただきました。ご紹介します。　　　監督として引率してくださいました尾島先生からも感想をいただきました。ご紹介します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　都道府県対抗の予選会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都道府県対抗の予選会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都道府県対抗の予選会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都道府県対抗の予選会　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尾島　寿子

　　　浦和の代表として、佐々木（一心館）・河内・權田・長谷部の４選手がエントリーされました。予選会は

　　７／２０（土）県の武道館にて行われました。第１コート６４名、第２コート６４名の計１２８名の中から　

　　５名だけが大阪の全国大会に出る権利が与えられます。

　　①佐々木選手…浦和の大会では６年生トップ、優勝選手です。都道府県予選で対戦した

　　　のは、なかなか打ちに出てこない相手で、相手に１本取られた後、佐々木選手は何時もの勢いを　

　　　取り戻したけれど有効打突を取るのには時間がなかった。

　　②長谷部選手…浦和の大会では後の技を得意としていたが、本大会では出頭の技に近い技

　　　が多く出され、意識して稽古している事が感じ取れました。試合が終わった後もアドバイスを

　　　求めてきて前向きでくよくよしない面を感じました。

　　③河内選手…自分のペースで試合を運んでいました。１本先取してからの試合の運び方、特に気持ち

　　　の持ち方の重要性を学んだと思われます。自分が負けても、全国大会に決まった選手を応援

　　　したいという心の豊かさ、共に戦った浦和の代表の仲間の頑張りを称えられる器を持っている…

　　　さすが駒剣のキャプテンと実感しました。ベスト１６。

　　④權田選手…「有言実行」という言葉の通り、有言を結果にしたい気持ちが伝わって来ました。いつもの

　　　怪しいマジック剣道でなくストレートで力強い技が出せていました。負けたくない強い気持ちと

　　　今回の結果を受け入れるのに時間を要したけれど、１歩の前進、心の歩みがあったと感じます。　　　今回の結果を受け入れるのに時間を要したけれど、１歩の前進、心の歩みがあったと感じます。

　　　ベスト８。

　　　彼らは埼玉の代表となった選手の健闘を称え、その後の応援の気持ちを持って閉会式にも

　　出ていました。なんて心が純で素晴らしい子供たちなのだろうと感心しました。大会終了後

　　には駒剣の稽古、修道館と参加し（一心館の佐々木選手も修道館に来ていました）本日の反省

　　次へのステップへの準備をしている彼らに感銘します。

　　　浦和剣道連盟の初の監督を仰せつかり、引率された長谷部さんにもご協力いただき無事、

　　役を果たせた事、安堵しました。駒剣の枠だけでなく、地域としての剣道の連帯感や時間の

　　共有性を感じる体験が出来た事を嬉しく思います。

　　　気が早いもので、彼らが中学生になってライバルとして、仲間として稽古に励んでいる姿を

　　想像しました。時はアッという間に流れてゆきます。６年生の駒剣士は、特に「時間」を大切に

　　してください。



　７月号までパーフェクトで正解したお友達はいるかな？　７月号までパーフェクトで正解したお友達はいるかな？　７月号までパーフェクトで正解したお友達はいるかな？　７月号までパーフェクトで正解したお友達はいるかな？

　剣道教室から入会したお友達も増え、これからどんどん難しくなるよ！！　剣道教室から入会したお友達も増え、これからどんどん難しくなるよ！！　剣道教室から入会したお友達も増え、これからどんどん難しくなるよ！！　剣道教室から入会したお友達も増え、これからどんどん難しくなるよ！！

　　　　　　　　

　それでは、今月のクイズに登場してくれる駒剣士のエピソードを紹介しましょう！　それでは、今月のクイズに登場してくれる駒剣士のエピソードを紹介しましょう！　それでは、今月のクイズに登場してくれる駒剣士のエピソードを紹介しましょう！　それでは、今月のクイズに登場してくれる駒剣士のエピソードを紹介しましょう！

　さぁ、みなさん、だれなのか考えてみてくださいね。　さぁ、みなさん、だれなのか考えてみてくださいね。　さぁ、みなさん、だれなのか考えてみてくださいね。　さぁ、みなさん、だれなのか考えてみてくださいね。

ＡさんのエピソードＡさんのエピソードＡさんのエピソードＡさんのエピソード

　その１　好きな食べ物はめん類です。

　その２　小さい頃から「ものづくり」が好きです。作業中の集中力は

　　　　　まわりがびっくりするほどです。（話しかけても聞こえていません）

　その３　好きなマンガはエヴァンゲリオンです。

　その４　もう１つ習い事をしています。その時は制服を着ています。

　その５　今年の剣道の目標は「足さばき」です。

BさんのエピソードBさんのエピソードBさんのエピソードBさんのエピソード

　その１　剣道は父の影響で始めました。

　その２　好きな科目は音楽。ピアノとコーラスをならっています。

　その３　小さい頃はよく女の子に間違われました。

　その４　好きな食べ物はようかん。「とら○」の「おもかげ」が大好物です。

　その５　妹が１人います。いつもケンカしています。

CさんのエピソードCさんのエピソードCさんのエピソードCさんのエピソードCさんのエピソードCさんのエピソードCさんのエピソードCさんのエピソード

　その１　剣道をはじめたのは、おねえちゃんの剣道の大会を見て、カッコイイと思ったから。

　その２　剣道は4歳から始めました。

　その３　こま剣の前には、ちがうところでやっていました。

　その４　わたしは8人家ぞくです。

本荘先生からのメッセージです(^O^)／本荘先生からのメッセージです(^O^)／本荘先生からのメッセージです(^O^)／本荘先生からのメッセージです(^O^)／

先月号登場の岡部哲平くんが読みたかった「おれは鉄平」ですが、全３１先月号登場の岡部哲平くんが読みたかった「おれは鉄平」ですが、全３１先月号登場の岡部哲平くんが読みたかった「おれは鉄平」ですが、全３１先月号登場の岡部哲平くんが読みたかった「おれは鉄平」ですが、全３１

巻、実家から持ってきました。哲兵くんに貸しますので、そのあと希望者に巻、実家から持ってきました。哲兵くんに貸しますので、そのあと希望者に巻、実家から持ってきました。哲兵くんに貸しますので、そのあと希望者に巻、実家から持ってきました。哲兵くんに貸しますので、そのあと希望者に

貸し出します。ただし、読んだ人は簡単な感想文を提出してください！！貸し出します。ただし、読んだ人は簡単な感想文を提出してください！！貸し出します。ただし、読んだ人は簡単な感想文を提出してください！！貸し出します。ただし、読んだ人は簡単な感想文を提出してください！！



　　　６月２９日で無事終了した剣道教室。たくさんのお友達と、

　　　お父さん剣士やお母さん剣士も入会してくださいました。

　　　新入会員のみなさん、これからどうぞよろしくお願いします。

　　　みんなで仲良く、駒剣を盛り上げていきましょうね！！

　　《小学生》

　　　　６年 　平岡　さん

　　　　５年 　杉田　くん

　冨田　くん

　　　　４年 　小形　くん

　奥田　くん

　須﨑　さん

　関　くん

　橋本　くん

　　　　３年 　阿部　くん

　伊東　くん

　金子　くん

　川島　くん

　木幡　くん

　佐々木　くん

　住友　くん

　寺田　くん

　原子　くん

　松本　さん

　峯　くん

　　　　２年 　井鍋　くん

　大竹　くん

　工藤　くん

ようこそ駒剣へ♪

　齊藤　くん

　佐藤　くん

　住屋　くん

　武笠　くん

　渡辺　くん

　　《成人》 　　大竹　さん

　　　　　　　　　武笠　さん

　　　　　　　　　齊藤　 さん

　　　　　　気になることや、分からないことなど…気軽に近くの人に聞いてくださいね。

　　・時間通りお稽古が始められるように準備をしっかりしましょう！！

　　　～せっかく早めに来ているののだから、

　　　　１本でも多く打ち込みができるよう心がけましょう。

　・熱中症に気をつけよう！！

　　～稽古の前後には、水分補給をしましょう。

　　　いっきにたくさん飲むより、ゆっくり少しづつ飲む方が好いみたい(*'▽')

　　～休憩の時は、保冷剤で体を冷やすと楽になりますよ。各自ご用意ください。

　　～アク○リやポカ○などは水で２倍に薄めるといいよ。

お知らせ










