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平成２６年１月号平成２６年１月号平成２６年１月号平成２６年１月号

1月の予定

4 日(土) 15：00～17：00　稽古始め

5 日(日） 埼玉大学寒稽古後半開始（1/15（水）まで11日間）

9 日(木) 17：00～19：00　稽古

11 日(土) 15：00～17：00　稽古　鏡開き

12 日(日)

埼玉大学鳳翔剣大会　
＠
埼玉大体育館

16 日(木) 17：00～19：00　稽古

18 日(土)

15：00～17：00　稽古　
＠
本太中修道館

23 日(木) 17：00～19：00　稽古

25 日(土) 15：00～17：00　稽古

30 日(木) 17：00～19：00　稽古

2月の予定

1 日(土) 15：00～17：00　稽古

6 日(木） 17：00～19：00　稽古6 日(木） 17：00～19：00　稽古

8 日(土) 15：00～17：00　稽古

13 日(木） 17：00～19：00　稽古

15 日(土)

15：00～17：00　稽古　
＠
本太中修道館

20 日(木） 17：00～19：00　稽古

22 日(土) 13：00～新旧合同役員会(駒場体育館2F会議室)

15：00～17：00　稽古

27 日(木） 17：00～19：00　稽古



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明明明明けましておめでとうございますけましておめでとうございますけましておめでとうございますけましておめでとうございます

　旧年中は大変お世話になりました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。また新しい年を迎えました。

毎年この時期に言っていることですが、今年一年の目標をもち、その実現に向けて日々の稽古をがんばって

いきましょう。駒剣小学生の人数が増え、いろいろなレベルの子どもがいます。小学生一人ひとりに考えて

もらいたいのは、自分だけが強くなれば良いというのではなく、みんなで高めあっていくという視点です。

剣道は個人競技のように思われがちですが、「切磋琢磨」といってお相手がいて仲間がいてその中で磨かれて

いくのです。自分とともに周りの人も大切にしながら稽古していきましょう。

　さて、１２月２１日に行われた「駒剣クリスマス会」は例年にも増して盛り上がり、子どもも大人も笑顔いっぱい

の会となりました。恒例の四色対抗試合では、ここでしか見られない（他でやってはいけません）道具や構えが

あり、見ごたえのある対戦も多く見られました。Ｒ選手が小太刀でＫ選手の後頭部を叩き、試合中なのに

「いてっ！」大笑いでした。

　プレゼント交換や二つのゲームもあり、子どもたちは日頃の稽古とは一味違った楽しさを感じられたようです。

企画、準備、当日の運営と大変だったことと思います。役員の皆さまありがとうございました。

　埼玉大学の寒稽古が始まりました。年内の４日間が終わりましたが、今年も駒剣士たくさん参加しています。
　埼玉大学の寒稽古が始まりました。年内の４日間が終わりましたが、今年も駒剣士たくさん参加しています。

小学生、中学生、錬成部とどの年代もがんばっていますね。あの道場（体育館） には宝物がいっぱいころがって

いると言われています。それをつかめるかどうかは稽古の仕方次第です。目に見えるものではないので、終わっ

てからしばらくたって手に入る場合もあります。毎日の先生方のお話や一本一本の稽古から学べることがたくさん

あるはずです。後半戦が始まります。参加する人は目標を立て、自分に負けないように取り組んでいきましょう。

　私の昨年一年間の稽古回数は１５３回でした。その前の年が１６１回だったので若干減ってしまいました。

なかなか高段位の先生に掛かる機会も多くはありません。それでも、弱くなっているなぁ、衰えたなぁ

という自覚はありません。寒稽古で一年ぶりにお手合わせをする時などは、少しばかりの成長が感じられて

うれしくなったりもします。（もちろんそうでない時もありますが）

　回数が少なくても、相手が小学生や中学生であっても、気を抜かない稽古をすれば剣道は向上するのだと

思います。大人になると稽古“量”はそう多くは望めませんので“質”を高めていかねばなりません。

年齢とともに「この一撃にかける」という思いを強くしていく必要があるように最近感じています。

今年は特にそのへんに意識をおいて稽古していきます。皆さんよろしくお願いいたします。

　６年生はあと３ヶ月で卒業です。６年生は、１０人のまとまりを大切にしながら残りの稽古に全力を

尽くしてください。さくら草旗剣道大会など大きな大会もあります。小学生最後にもう一花咲かして

卒業していってください。

　最後にひとつ連絡です。毎年春に行っていたＯＢ合同稽古会ですが、役員会で来年度は７月に実施する

こととしました。また、夏合宿はすでに日程、場所ともに決まっております。８月２・３・４日　昨年同様

山梨県河口湖で行います。新しい手帳に書き加えておいてください。まだ先のことのようですがあっという間に

時間はたちます。ＯＢ・ＯＧの皆さん、会員の皆さん、ぜひ参加願います。よろしくお願いいたします。
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チームチームチームチーム対抗団体戦対抗団体戦対抗団体戦対抗団体戦				

よよ～く見ると胴に

クリスマスツリーが・・・

みなさん気づいてましたか？

あれあれ？

足に何かつけてる。

初心者のお友だちも

がんばりました！！がんばりました！！

出ました！二刀流。

この日しか見られません。



試合結果試合結果試合結果試合結果✨

サンタ

トナカ

イ

ツリー

雪だる

ま

赤 黄 緑 白

サンタ 6 9 10

赤 12 14 14

トナカイ 8 8 5

黄 14 12 7

ツリー 3 3 7

緑 4 3 13

雪だるま 7 7 7

白 9 11 13

（上段勝数、下段本数）

勝数 本数

3

2

20 4

33

順位

40 1

1 1 1 21 33

0 2 1 13

2 1 0 21

2 1 0 25

勝 負 分



プレゼントプレゼントプレゼントプレゼント大抽選会大抽選会大抽選会大抽選会				

チームチームチームチーム対抗対抗対抗対抗ゲームゲームゲームゲーム大会大会大会大会				

今年は当たったかな？

先生方どうもありがとう

ございました_(._.)_

そして優勝は

サンタクロースチーム

おめでとう！！！



あけましておめでとう！！

みんな，冬休みは楽しかったか？
ジャイアンは，お休みがいっぱいあったんで，テレビを見ながら寝正月だったぞ。
おかげで，けいこをしても，全然からだが動かないぞ。
体重計がちょっとこわいな。

さて，１部と２部が合同になって，どんな感じかな？
剣道は，色々な相手と，真剣にけいこをするところがおもしろいところだぞ。
自分より強い相手とけいこするときは，かなわないかもしれないけれど，「なんとか一本をとってやる！」
と思ってがんばるぞ。それと，相手の良いところをしっかりと見ておいて，後でまねるんだ。

自分より弱い相手とけいこするときは，相手の手本となるようなワザ，恥ずかしくないワザを出すように
心がけること，それと，相手が分からないことがあればアドバイスしてあげることが大切だな。そうすると，
相手だけでなく自分も上達するぞ。

自分と同じ強さの相手とけいこするときが一番むつかしいな。ふざけてしまったり，変なワザをやって
みたりする人がいるぞ。ほんとに真剣に，試合のときのように，きびしい気持ちでけいこすることが必要
だな。

ところで，タスキ組のみんな。だんだん上手になってきてるぞ。この調子でがんばってくれよな。
そうそう。面を打たれると思ったより痛かったりするよね。そういうときは，面を打たれる瞬間に，ちょっと
だけ顔を上げるんだ。そうすると，あまり痛くないぞ。「打たれるぅ！」と思って，目をつぶって顔が下を
向くと，痛いんだ。勇気をもって，目を開けて，顔を上げてみよう。どおってことないぜ！！試してみて
くれよな。それと，コテが痛いときは，コテ用のサポーターが防具屋さんで売っているようなので，
お父さんとお母さんと相談してみてくれよな。

逆に，面やコテを打って，相手が痛がっているようなことがあったら，自分の打ち方が悪いと反省するん
だぞ。先生方や上級生の上手な先ぱいのワザは意外に痛くないよな。これは，ムダな力が抜けて正しく
打ったワザはそんなに痛くないってことなんだ。 力の入ったむちゃくちゃなワザは，一本にならないぞ。
相手が痛がっていたら，自分のワザがちゃんと打てていないということだから反省してくれよな。正しく
打つことを心がけることが上達の早道だぞ。防具のないところを打つなんてもってのほかだぞ。

よう～し。これだけ言っておけば，タスキ組のみんなをバンバン打つことができるぜっ！
あれ，これまで言ってきたこととちがうか？！

じゃ，またな！
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次に、今月号にエピソードを寄せてくれたお友達の紹介です。みなさん、考えてみてくださいね。
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その１　　ドラマ半沢直樹が大好きで、原作の小説も読みました。

その２　　ジャンケンで必ずチョキを出し負けます。

その３　　漫画ワンピース全巻持ってます。

その４　　芸能人をあまり知らないので、ミスター時代遅れと呼ばれています。

その５　　学校の金管バンドでトロンボーンを吹いてます。
その５　　学校の金管バンドでトロンボーンを吹いてます。

Ｂさんのエピソード
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Ｂさんのエピソード

その１　　幼稚園の頃から続けている書道では、硬筆八段・半紙五段の腕前です。

その２　　３才から小４までダンス（HIPHOP）を習っていました。

             ムーンウォークできます♪

その３　　金管バンドでは部長、演奏会ではユーフォニウムという楽器でソロパートも

　　　　　　こなしました！…でも、実はすごく音痴で、鼻歌でもお姉ちゃんに怒られます（汗）

その４　　小さい頃、ディズニーランドでミッキーにちゅーされて号泣しました。

　　　　　  その後、ピューロランドでも、当時大好きだったシナモ・ロールちゃんが

             近づいてきたとたん、泣いて逃げ出しました…

             お陰でいまだに「ミッキーに会ったら泣いちゃうでしょ！」と言われて、

             なかなかディズニーランドに連れて行って貰えません。

             もう大丈夫なのに！

その５　　冬はこたつに入って熱いお茶を飲むのがシアワセです。

             美味しいお煎餅があればサイコーです(^^)

Ｃさんのエピソード
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Ｃさんのエピソード

その１　　耳を動かすことができます。

その２　　木登りが得意。

             組み体操はもちろん一番上！

その３　　マンガのワンピースが好きです。

             次はドラゴンボールを読みたいです。

その４　　３人兄弟の一番上です。

その５　　すしが大好物！






