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平成平成平成平成26262626年年年年3333月号駒場剣友会月号駒場剣友会月号駒場剣友会月号駒場剣友会

1 日(土) 15：00～17：00　平成25年度後期昇級審査会

2 日(日)

強化稽古会（さくら草旗の小学生選手)　＠浦高剣道場　9：30集合　10：00開会

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・さくら草旗剣道大会結団式

20 日(木) 17：00～19：00　稽古

21 日(祝・金）

さくら草旗剣道大会　＠桜区記念総合体育館　8：15選手現地集合　9：30開会

22 日(土) 13：00～17：00　6年生を送る会

19：00～22：00  6年生の保護者を送る会　＠チェルシーカフェ（PARCO　1階）

27 日(木) 17：00～19：00　稽古

29 日(土) 15：00～17：00　稽古

4月の予定

3 日(木） 17：00～19：00　稽古

5 日(土) 15：00～17：00　稽古

 村岡杯　＠春日部ウィングハット　9：00開会

10 日(木） 17：00～19：00　稽古

 村岡杯　＠春日部ウィングハット　9：00開会

10 日(木） 17：00～19：00　稽古

12 日(土) 15：00～17：00　稽古

17 日(木） 17：00～19：00　稽古

19 日(土) 15：00～17：00　稽古

　　　　　　　　　　 １級審査会（対象者）＠大宮武道館　9：00受付

24 日(木） 17：00～19：00　稽古

26 日(土) 15：00～17：00　稽古

　　　　　　　　　　 さいたま市剣道大会（成人）＠大宮武道館



　　先月は二度の降雪があり、雪に慣れていない我々は大変な思いをしましたが、やっとここへきて暖かく

　　なり、春らしさが感じられてきました。進学・進級そして就職・異動等があり、別れと出会いの季節がきます。

　　今までの感謝の気持ちとこれからの希望をもって日々過ごしていきましょう。

　　さて、駒剣６年生が卒業の時期でもあります。今年は１０人が巣立っていきます。寂しいですがこれで

　　お別れではありません。また稽古にも来てくれることでしょう。みんなの中学校での活躍を楽しみにして

　　います。

　　　河内聡志　・・・キャプテンとしての号令の声がよく響いていました。剣道はスマートで高度な応じ技

　　　　　　　　　　　　 も見事につかいます。心と体の成長とともにどんな剣風を身につけるのか楽しみです。

　　　權田陽樹　・・・試合大好きで「今日は試合をします」と言うと、いつも満面の笑みでガッツポーズを

　　　　　　　　　　　   していました。すぐに仲良くなれる性格をいかし、剣友をどんどん増やして活躍して

　　　　　　　　　　　   ください。

　　　真砂　歩　・・・年子の兄とずっと一緒だったので、今年一年間はのびのびと稽古していたように見え

　　　　　　　　 　 　  ました。 真砂家の最終兵器?として、これからまた兄と切磋琢磨して正しく強く！がんばっ

　　　　　　　   　     てください。

　　　安部岳人　・・・優しい性格が剣道にもあらわれています。勝負勘が良いので、強い気持ちをもって

　　　　　　　　　　　   自分の剣道を極めていってもらいたいです。これからのさらなる成長を楽しみにして

　　　　　　　　　　　   います。

　　　石田純也　・・・自信をもち剣道が変わりました。ドーンと真っ直ぐな良い面が打てています。剣道は、

　　　　　　　　　　     器用な人より努力をする人が向いていると言われています。こつこつ努力して強くなっ

　　　　　　　　　　　   てください。

　　　市川凱都　・・・稽古に来られない時期がありましたが、やれる時はよくがんばっていました。人の話を

　　　　　　　　　　　   素直に聞く姿勢を今のまま大事にし、伸びていって欲しいと思います。

　　　住屋　輔　・・・ここにきて手数多く打て、攻める剣道ができてきました。正確性が増し自分の得意技が

　　　　　　　　　　　  できると、今以上に剣道が楽しくなるはずです。これからどこまで伸びるか楽しみです。

　　　田村直樹　・・・休会期間がありましたが、剣道の基礎は身についています。体が覚えていますので、

　　　　　　　　　　     縁を切らず精進を続けてもらいたいと願っています。また一本やりましょう。

　　　長谷部颯汰　・・稽古をたくさんこなすことにより、持ち前の勝負強さに磨きをかけました。易きに流さ

　　　　　　　　　　　　  れず、目指すものをしっかりと見定めこれからの稽古に励んでください。修道館で

　　　　　　　　　　　　  待っています。

　　　平岡ちひろ　・・紅一点、わずか一年でしっかりとした剣道ができるようになりました。中学校では

　　　　　　　　　　　　 短期間にはなりますが、お姉さんといっしょに稽古ができますね。さらに厳しく稽古を

　　　　　　　　　　　　 積んでください。



　　私が卒業していくメンバーに伝えたいことは毎年同じです。「長く剣道を続けてください」ということです。

　　私は小６から駒場体育館の道場で剣道を始めました。当時駒剣はなく、市が主催する剣道教室でした。

　　一年間試合らしい試合をすることもなく、あまり興味も持てないままで週に一回稽古していました。

　　中学校では違う部活動をやろうと思っていましたが、縁があり剣道部に入部し３年間続けました。同級生の

　　男子が私ともう一人しかいなかったためキャプテンを務めましたが、チーム・個人ともに県大会などには全く

　　無縁でした。その後、高校・大学・社会人と今に至るまで一度も中断することなく４０年近く続けています。

　　中学校時代に私のまわりで強かった人はみんな剣道から離れてしまいました。（今なら勝てるかな、と変な

　　ことを考えたりすることもあります。）

　　剣道は歳を重ねるごとに深みが出てきて、おもしろみが増してくるように感じます。私がそう感じられるのも、

　　剣道とじっくり向き合い取り組んできたからだと思います。

　　駒剣の６年生は、すでに試合に勝てたり多くの仲間がいたりで、今の段階で“剣道が楽しい”と感じている者

　　もいると思います。良いことですが、早い時期にペースを上げ過ぎると「もういいや、もう十分やった、飽き

　　ちゃった」となる心配があります。そうならないよう、じっくりと剣道に向き合ってください。

　　私も５年後、１０年後にも君たちの相手ができるよう、精進したいと思っています。

　　本日行った後期級審査会はいかがでしたか。日頃の稽古の成果が発揮できましたでしょうか。いつも「声を

　　大きく基本に忠実に」を心がけ稽古していきましょう。

　　２１日にはさくら草旗剣道大会、４月５日には村岡杯と大きな試合が続きます。

　　そして、さくら草旗の翌日２２日には６年生を送る会があり、６年生対５年生以下の試合をします。

　　強い６年生に負けないよう、５年生以下のがんばりにも期待します。

　　学年のまとめをしっかり行い、次年度につなげていきましょう。　



　6年生の皆さんが駒剣を卒業してしまうのはとってもさみしいのですが、これからも剣道を通して
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  つながっていけたらうれしいです。

  つながっていけたらうれしいです。  つながっていけたらうれしいです。

  つながっていけたらうれしいです。

　卒業生の皆さんへ、木村先生・尾島先生・山田先生、後援部長 齋田さんに贈る言葉をいただきました。

　卒業生の皆さんへ、木村先生・尾島先生・山田先生、後援部長 齋田さんに贈る言葉をいただきました。　卒業生の皆さんへ、木村先生・尾島先生・山田先生、後援部長 齋田さんに贈る言葉をいただきました。

　卒業生の皆さんへ、木村先生・尾島先生・山田先生、後援部長 齋田さんに贈る言葉をいただきました。

  素敵なお言葉をありがとうございました。

  素敵なお言葉をありがとうございました。  素敵なお言葉をありがとうございました。

  素敵なお言葉をありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卒業おめでとう卒業おめでとう卒業おめでとう卒業おめでとう
                      　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　木村 裕之

６年生の皆さん、卒業おめでとう。

元気に卒業の日が迎えられたことをたいへん頼もしく、心よりお祝い致します。

これから中学校へと進み、心身共にもう一段大きく成長していく君たちは、今希望に満ち溢れているここと

思います。新しい環境に立ち向う君たちに、お祝の言葉を贈ります。

これから君たちはそれぞれ中学校へと進み、新しい生活のスタートに期待と希望で一杯かと思います。

新しいスタートラインに立ち、新しい第一歩を踏み出して行きます。そして、卒業というこの時期に、ひととき

立ち止まって、自分が剣道を通じて何を学んだのか思い浮かべてください。

剣道で学んだ多くのこと、苦しい稽古を乗り越えてきた自信、一緒に鍛えてきた仲間たちのこと、ひとつ

ひとつの思い出が宝物です。これらの稽古で力をつけてきたことを誇りと自信に思えれば、君たちは

これからどこまでも高く、遠く、歩き続けることが出来るでしょう。

新しい環境で、変化を自分から切り開いてゆきましょう。朝、新しい先生にお会いしたら自分から

“おはようございます”と挨拶をしよう。新しい友達にも自分から声をかけていこう。新しい難しい勉強には

積極的に自分から取り組んでいこう。クラブも自分から進んで活動しよう。

自分から先を仕掛けていこう。剣道で先を仕掛けると相手が動くので一本が取りやすくなります。

中学生活も全く同じです。自分から先に“おはよう”と声をかけると回りの人が君たちを見る目が変わって

� 祝卒業・贈る言葉祝卒業・贈る言葉祝卒業・贈る言葉祝卒業・贈る言葉 �

中学生活も全く同じです。自分から先に“おはよう”と声をかけると回りの人が君たちを見る目が変わって

きます。自分から先に勉強に取り組むと新しいことが見えてきます。先に動くと周りの人が、周りの世界が、

後から動いてきます。そして、次の道が早く見えてきます。

是非、自ら先を仕掛けて、変化を先取りして、その変化を積極的に楽しみましょう。

これからも成長した姿を駒剣の仲間達に見せにきてください。

卒業おめでとう。

　　　　　　　　　　　　　　　巣立つ10名の駒剣士たちへ　　　　　　　　　　　　　　　巣立つ10名の駒剣士たちへ　　　　　　　　　　　　　　　巣立つ10名の駒剣士たちへ　　　　　　　　　　　　　　　巣立つ10名の駒剣士たちへ
　　　尾島　寿子

安部君、優しく控えめで良い。石田君、やる気のある時の姿勢が良い。市川君、芯のある心が伝わってきて

良い。河内君、真面目さと真剣さが良い。權田君、明るく元気で、勇気があるのが良い。住屋君、兄の優しさ

が伝わる。基本に忠実な大きな打ちが良い。田村君、チャレンジ精神を持っているのが良い。

長谷部君、皆の動きを察して声掛け出来る所が良い。平岡さん、素直で明るいのが良い。真砂君、きちんと

した挨拶が出来て、稽古を工夫する姿勢が良い。沢山の「良さ」を教えてくれてありがとう。

卒業生10名中…安部君、石田君、市川君、權田君、田村君、長谷部君の父母6名は「剣の道」を知る方々

です。子供と一緒に汗を流し、稽古の苦労や楽しみを理解いただける保護者が多い年度であり、お陰様で

充実した1年になりました。多くの協力をいただいた河内君、住屋君、平岡さん、真砂君の父母に感謝します。

今年の最高学年の駒剣士は、中学の部活剣道部を見ている様な錯覚をするくらいの一生懸命さと「やん

ちゃさ」を感じました。ゆっくり大人になりましょう。子供には子供の役割があります。最高学年から中学1年生

という初歩初心に返って、先生・先輩を敬い、家族・仲間を大切にし、周りの状況を把握し、自分がどう動いた

ら良いか考えながら生活してもらいたいと思います。剣道が強い・弱いは社会では重大ではありません。

外の環境で生きていける工夫や方法を考えていける事が大切です。

中学で剣道を学ぶ時、いままであった駒剣の環境を「あって当たり前」だと思わないでください。

環境が整わず不満や不平を言うのでなく、「無くて当たり前」1からのスタートと言えるくらいの剣道精神で

前進してください。

駒剣は「家族」です。そのキーワードは忘れないでいてください。ずっとずっと家族です。駒剣は「家族」です。そのキーワードは忘れないでいてください。ずっとずっと家族です。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山田 節男

春の近づくこの季節になり今年も六年生を送り出す時期になりました。

六年生の皆さん、いよいよ卒業ですね。おめでとうございます。

ここ数カ月、皆さんのうしろ姿が急に大きく立派になったなあと入会した時の姿を思い出しながら感じ入って

いるところです。

卒業すると皆さんは小学生の時以上にいろいろなことを経験することだと思います。たくましくなった皆さんは

ひとつひとつの経験をしっかりとらえ、それを活かしていくことだろうと信じています。

わたくしは、最近いろいろなことがあったこともあり、明日も今日と同じように過ごせるわけではないということ

を強く感じるようになりました。

毎日のことを一所懸命に大切に行わなければいけないとあらためて感じています。これは、無理をすると

いう意味とも違うのですが、行うことを自分で心から満足するように行う、いい加減な気持ちでやらない。

うまく伝えるのは難しいのですが、休むのも一所懸命、八分目の力でやると決めたことは八分目の力で

一所懸命にやるといったことです。

目の前のことをいつも納得のいくようにやっていけば、その延長である出来上がりも納得のいくものになる

のではないかと思います。

実際には、なかなかそのように行動することは難しいことです。しかし、私自身自分ができるだけそうして

いこうとあらためて思ったところです。

皆さんもいろいろなことのひとつひとつをぜひ一所懸命に取り組んでいってください。きっと新しい発見が

あると思います。

おしまいにいつも言っていることを述べておきます。

剣道に限らずどんなことでも始めた時期が遅ければ以前からやっている人になかなか追いつけない、勝て

ない、のは当然です。まだ経験の少ないひとはなかなか、上達しませんが、ぜひ、くさらずに続けてください。

正しい教えを素直に聞き、工夫しながら稽古する、これを続ければ必ず上達していきます。かべにあたって

いると思う人も実行してください。このことは、剣道以外の他のことにも当てはまることだと思います。

はじめはうまくいかないとっつきにくいことが多いと思います。ぜひ工夫しながら続けてください。

さて、卒業すると皆さんは、駒剣のOB会員です。駒剣をいろいろなところで応援してください。駒剣に来て

ください。反対に皆さんがいろんなことでうまくいかないな、続かないなと思うときがあるかもしれません。

そんなときも、駒剣に来てください。剣道を休んでいてもかまいません。顔を出してみてください。

駒剣のみんなが皆さんを見守っています。　皆さんはこれからもずっと駒剣の会員です。

卒業おめでとうございます。
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６年生のみなさん。ご卒業おめでとうございます。駒剣に加えてもらって３年になりますが、当時４年生だった

みなさんが、立派になって巣立っていく姿を見るのは、本当にうれしい限りです。

さて、みなさんは、駒剣からいろいろなものをもらいました。どんなものをもらったのか、卒業にあたって、

改めて考えてみて欲しいと思います。

まず、どこに出て行っても恥ずかしくない剣道。剣道の強さは人によって違いますが、駒剣士の剣道（剣道を

する心）はどこに行っても恥ずかしくないものだと思います。今後、剣道は少しお休みする人もいるかも知れ

ませんが、剣道をするときには、駒剣での教えを胸に、自信をもって、堂々と立ち会って下さい。

次に、師（先生）です。先生と呼ぶ人はたくさんいますが、師と呼べる人はなかなかいないものです。うれしい

こと、悲しいこと、楽しいこと、苦しいこと。師は何でも受け入れてくれます。大切にしてください。

そして、仲間。駒剣では、色々な思い出をもらったと思いますが、その全てを仲間と共有しています。うれし涙、

くやし涙を一緒に流した仲間は、一生の宝物です。

たくさんのお父さん、お母さん。本当の両親以外に、たくさんのお父さん、お母さんができました。しかられたり、

助けてくれたり、稽古や試合を一生懸命応援してくれたり、本当にお世話になりました。そして、お父さんや

お母さんたちは、みなさんが卒業したとしても、見守ってあげたいという気持ちを持ち続けるでしょうし、

その気持ちはみなさんを勇気づけてくれるでしょう。

駒剣からもらったものは、まだまだ数え切れないほどありますが、最後に、感謝の気持ちをあげたいと思います。

みなさんが、駒剣でもらった感謝の気持ちを忘れない限り、駒剣でもらったものは消えることはありません。むしろ、

形を変えてどんどん増えていくでしょう。みなさんの未来は、夢と希望に満ちた明るいものとなるはずです。

感謝の気持ちを中心に据え、駒剣でもらったものを大切にして、今後の人生を歩んでいって欲しいと思います。
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✾

✾✾

✾６年生のみなさん

６年生のみなさん６年生のみなさん

６年生のみなさん✾

✾✾

✾

安部岳人くん

安部岳人くん安部岳人くん

安部岳人くん 卒業するのもあと一ヶ月となりました。

ぼくは４年生から入会して３年間、今までたくさんの先生方、先輩方、保護者の皆様に

お世話になりました。

先生方、毎回ぼくらに正しい剣道を教えてくれてありがとうございます。

先輩方、ぼくらに優しく接し、教えてくれてありがとうございます。

保護者の皆様、大会ではぼくらのお世話を、また寒く朝早い寒稽古では毎日ぼくらを

連れていってくれ、そして、いつも駒剣の小学生会員を見守ってくれてありがとう

ございます。

後輩の皆さん、まだまだぼくらは駒剣や修道館に来るので、来た時は気軽に話しかけ

て下さい。

一応、駒剣は卒業ですが、みなさんこれからもよろしくお願いします。

石田純也くん

石田純也くん石田純也くん

石田純也くん 僕は３年の秋から駒剣に入りました。

始めは、防具は重いし面を打たれると痛いので練習に行くのが嫌で休みがちでしたが、

４年頃から友達とも楽しくなり剣道も面白くなり自分の中で強くなりたい気持ちに変わって

きました。

先生や友達にほめられたりアドバイスをもらいながら自分の心も強くなってきたと思います。

嫌になった時もあったけど駒剣を続けて本当に良っかたと思いました。

中学校に行っても剣道を続けて頑張りたいと思います。

市川凱都くん

市川凱都くん市川凱都くん

市川凱都くん 僕が駒場剣友会に入ったのは4年生の時で、あっという間に2年が経ち小学校を卒業

することになりました。剣道を始めたのは金沢市に住んでいた時からなので、もう４年に

なります。引っ越してきて慣れない場所のため、初めはあまり行きたくありませんでした。

それでも稽古に通っているうちに駒剣のみんなと仲良くなり、よく話すこともできました。

大会や合宿、合同稽古やクリスマス会など、稽古は苦しかったけど、楽しい事も多く、

たくさんの事を学ぶことができました。

日常生活でも重要な事ばかりなので、中学生になっても頑張りたいと思います。

本荘先生をはじめ多くの先生方、後援部のお父さん、お母さん、色々とありがとうござい

ました。

河内聡志くん

河内聡志くん河内聡志くん

河内聡志くん 僕は３年生の１１月に駒場剣友会に入会させていただきました。それまでは奈良で習って

いたのですが、そこでは学年別のグループに分かれて教えていただいていたので、５・６

年の先輩と稽古したことはありませんでした。駒剣を見学しに行ったその日に稽古させて

もらい、いきなり６年生の先輩と稽古してもらってびっくりしたことを覚えています。

「ぼくが相手でも良いのかな」とドキドキしましたが、先輩は優しく「やろう！」と誘ってくだ

さったので、ほっとしました。とてもうれしかったです。今、僕は、みんながほっとしてくれる

ような６年生になれていたらいいなぁと思います。

駒剣は、とてもみんなの仲が良く、先生方は一人一人に優しく丁寧に教えてくださいます。

こんないい環境に僕がいられたことにとても感謝しています。

駒剣の中で一番印象に残っているのは、夏合宿です。稽古はきつかったのですが、

みんなではげまし合って、やり終えた時は、とても気持ち良かったです。僕一人では

やりきれなかったかもしれません。一緒にがんばれる仲間がいてくれて幸せです。

師範の先生方・錬成部の先生方、たくさんの稽古と大切なことを教えてくださり、ありが

とうございました。後援部のみなさま、いつもぼくたちを助けてくださり、ありがとうございま

した。駒剣士のみなさん、一緒に稽古してもらって、ありがとうございました。これからも

前向きにがんばってください！！卒業してからも、また来させてください。その時は、

どうぞよろしくお願いします。



權田陽樹くん

權田陽樹くん權田陽樹くん

權田陽樹くん ３年生の春から４年間、本当にお世話になりました。入会する前は、小学生の間だけ続ける

のかな？とぼんやり思っていましたが、駒剣の先輩方を見て、中学になっても剣道を続けよう

と思うようになりました。

来年の６年生になる後輩のみんなにも、その後輩、そのまた後輩にも、ずっとずっと剣道を

続けて欲しいと思います。

来年は、浦和与野少年剣道大会の団体戦４連覇がかかっているので、みんなで力を合わせ

て頑張ってもらいたいと思います。４連覇するために努力することが大事だと思います。

駒場剣友会の先生方、仲間のみんな、保護者のみなさん、４年間、本当にありがとうござい

ました。

住屋輔くん

住屋輔くん住屋輔くん

住屋輔くん ５年の時に入って、あっという間に１年と８ケ月が過ぎました。今まで、駒剣での思い出が

沢山出来ました。その中でお世話になった先生、先輩方、お母さん方そして、道場に

感謝しています。ありがとうございました。

今まで、５・６年生、駒剣で過ごさせていただいた中で、自分への課題をとらえる事が

出来ました。課題とは、あきらめない心をつけることです。僕は、今までに、普段の生活で

何かとうまくいかないと、すぐにあきらめていました。しかし、剣道でも同じようにいると、

一本も取れないし、相手に取られてしまいます。なので、剣道の中にあきらめない心

とは必要不可欠だと思います。これは、普段の生活にも言える事ではないでしょうか。

ゆえに、これは剣道と普段の生活の課題と言えます。

まだ、後１ケ月、卒業まで駒剣で剣を交えるので、残りの稽古とその後の中学での部活で

自分への課題を達成できるようにしていきたいです。

田村直樹くん

田村直樹くん田村直樹くん

田村直樹くん ぼくは、3年生の9月から駒剣に入って、合宿や、寒稽古や大会に参加させてもらうなど

新しいことをいろいろ経験して、去年3月から約1年間は、中学受験のための塾の曜日が

重なってしまい、休会をしていました。

第一希望ではありませんが、行きたい学校も決まり、久しぶりの駒剣場道場に行って、

ドキドキして、道場に入れなかったら、休憩時間に河内くんや長谷部くんなど6年生の子

たちが名前を呼びながら迎えに来てくれて、うれしかったです。たちが名前を呼びながら迎えに来てくれて、うれしかったです。

ぼくは、どちらかというとサッカーが大好きで、剣道はお母さんにやらされていると思って

いたので辛かったこともあります。でも、お母さんは人として大切なことの基本を駒剣で

学んでほしかったんだと思いました。

お母さんに「中学では選択授業で剣道があるかもしれないから、もう一度、基本を教えて

もらうつもりで少しずつ頑張ろう。」と言われています。

3月の昇級審査会で今より1個でもいいから上がれるように残りの駒剣生活をがんばります。

下級生の皆さん、がんばってください。先生方、見守っていただいたたくさんのお母さん方、

ありがとうございました。

長谷部颯汰くん

長谷部颯汰くん長谷部颯汰くん

長谷部颯汰くん ２年生の終わりに始めて、約４年たちました。ぼくが２年生の時は、同級生が２人しかいません

でした。その後、１人は引っ越しでやめてしまいましましたが、權田くん、河内くんが入り、少し

ずつメンバーが増えて、今では１０人になりました。

寒げい古は、一緒に参加した友だち、後輩のみんながいなかったら、皆勤できなかったかも

しれません。だから、寒げい古に行ったみんなに感謝しています。寒げい古に行けなかった

人も、駒剣で一緒にけい古をしてくれてありがとうございました。駒剣でみんなが稽古をして

くれたおかげで、ぼくはここまで上達できた思います。

保護者の方々、大会の時など、ぼくたち小学生を見守ってくれてありがとうございました。

ぼくは、負けたら励ましてもらい、勝ったら一緒に喜んでくれたことをよく覚えています。

先生方、なかなか言うことが聞けないぼくに、たくさんのことを教えてくれてありがとうございます。

とても勉強になりました。中学でもがんばります。

最後に、駒剣のみなさん、今までありがとうございました。



平岡ちひろさん

平岡ちひろさん平岡ちひろさん

平岡ちひろさん わたしは６年生になってから駒剣に入会しました。つい、このあいだです。木曜日の稽古には

参加できないことが多いので、駒剣の稽古に参加できた回数はみんなにくらべてものすごく

少なかったです。そんなわたしにも、親切にしてくれたみなさん、ありがとうございました。

修道館、青嵐会、埼大の寒稽古など、駒場以外の場所でも駒剣のみんなが説明してくれたり、

先生方が指導してくださったり、とても嬉しかったです。

おかげで、どんな場所でも、行事でも不安よりも楽しみな気持ちの方が大きく、当日も楽しむ

ことができました。

特に、入会してすぐに行った夏合宿でも、みなさんのお陰で毎日楽しく過ごすことができて、

心から感謝しています。

基本打ち、木刀を使った形、かかり稽古など、すべてが初めてのことでしたが、先生方が

優しく厳しく指導してくださったので、きちんとこなすことができ、為になることばかりでした。

部屋で女の子たちみんなで、ワイワイ騒いだのも、楽しい思い出です。

わたしはこれからも剣道を続けていきます。

駒剣で教わったことを大切にして、強くて美しい剣道を目指したいです。

たくさんたくさんお世話になり、本当にありがとうございました。

真砂歩くん

真砂歩くん真砂歩くん

真砂歩くん ぼくは６年間駒剣でお世話になりました。１年生の時から本荘先生を初め、たくさんの

先生、先輩、後輩の皆さんにお世話になりました。

ぼくは、木崎中学校に入学します。兄が二人いて、木崎中剣道部のことはたいてい

知っているから部活はあまり不安ではありません。何より、駒剣で６年間稽古をして

いるので、少し自信があります。

ぼくもいよいよ卒業です。でも卒業しても駒剣の稽古に参加させていただきたいと

思います。これからもよろしくお願いします。

今まで６年間、ありがとうございました。

❀

❀❀

❀保護者のみなさん

保護者のみなさん保護者のみなさん

保護者のみなさん❀

❀❀

❀

安部百里さん

安部百里さん安部百里さん

安部百里さん 岳人が小４の剣道教室から３年間、駒剣のみなさんには大変お世話になりました。

彼が毎回稽古に楽しく通った事が、保護者として一番うれしかったことです。彼が毎回稽古に楽しく通った事が、保護者として一番うれしかったことです。

先日、小学校でサッカー大会が行われ、岳人のクラスはBブロックへの出場が叶いません

でした。翌日、クラスで反省会があり、そこで岳人が「サッカー少年団員の多いクラスが優勝

したけれど、僕達は努力しないで負けたのではなく努力して負けたので、残念だったけれど

クラスとしては良かった」と発言していた事を担任から聞きました。

彼がこういうふうに物事を捉える様になったのは、駒剣の様々な人達との稽古で培われた

成果だと感じ、驚きと共に頼もしく思いました。

また、気が付けば私よりも身長が高くなっていて（私が小さいのですが）、親が思っている

以上に各段と成長しているのかもしれません。

4月から中学生です。必然的に新しい事へたくさん挑戦していかなければなりません。

その時に、駒剣で学んだ何事にも挑んでいく気持ちを忘れないで欲しいと思います。

石田匡美さん

石田匡美さん石田匡美さん

石田匡美さん 以前から剣道に興味があり、３年生の秋から駒剣に入会しました。

最初の２年間は、親が悩むほど本人の気持ちが向かわなく、休みがちで行ってもダラダラと

真面目に出来ていませんでした。

しかし、５年生過ぎたころから合宿や試合など参加しながらも友達と練習することが楽しく

なったようです。

先生、先輩や友達に支えてもらいながらも、最後まで続けて行けたこと感謝の限りです。

そして、純也も大きく成長出来たと思います。

中学校へ行っても剣道を続けて試合などでまた、会えることは楽しみです。

駒剣を卒業しても、ここで出会えた友達は一生の友であると私たちも願っています。

市川正己さん

市川正己さん市川正己さん

市川正己さん 本荘先生をはじめ多くの先生方、後援部役員の方々のお蔭で無事卒業まで息子が剣道

を続けることが出来ました。

合宿委員として息子と参加した夏合宿は良い思い出です。先生方とも色々とお話しする

ことができ、感謝しております。

成人会員として稽古に参加することが私の課題ですが・・・。

とかく、自分の子供ばかりが気になってしまう中、駒剣では、他人の子もわが子も関係なく

面倒を一生懸命みる、その姿勢を学びました。

駒剣での経験は、息子だけでなく私自身の貴重な財産になりました。駒剣での経験は、息子だけでなく私自身の貴重な財産になりました。

本当にありがとうございました。心より御礼申し上げます。



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 聡志が３年生の秋、さいたまに越して来て、駒場剣友会に入会させていただいたこと、

本当に幸せだったなぁと思います。こんなに剣道大好き少年に、そして、こんなに剣道に

魅了される母になるなんて、、、聡志が剣道を始めたころは思いもしませんでした。

愛情あふれる先生方のご指導、先輩方の叱咤激励、仲間との切磋琢磨、保護者の方々の

優しい支え、駒剣のみなさまに育てていただいたお蔭です。ありがとうございました。

何かと自分のことで頭がいっぱいになりがちな私に、礼式等での先生方のお話は、何事も

丁寧に行い感謝することの大切さを教えてくださいました。お恥ずかしいながら、聞いた

時は心をこめて行おうと思うのですが、なかなか日常生活で活かすことができず、また

次の礼式で心改める・・・そんな繰り返しでしたが、私ももう卒業。剣道の教えは生きる

ことの教えでもあることを、これからもきっと頑張るであろう聡志の姿を見て、思い出し

心の支えにしていきたいと思います。聡志も、駒剣で学ばさせていただいた沢山のこと、

特に、感謝することや礼儀の大切さ、また、みんなの支えや励ましがあったからこそ

頑張ってこられたことを、この先の心の糧にしていって欲しいと思います。

駒剣のみなさまに出会い、共に過ごさせていただいたこと、心から感謝しております。

本当にありがとうございました。

權田啓子さん

權田啓子さん權田啓子さん

權田啓子さん 陽樹は、小学３年生の春、平成２２年４月に入会しました。１年生の頃から、学校の先生に

「授業中に寝ています。」と言われていました。その頃、剣道は週３回１９：００から２１：００まで

の稽古があり、卒園した幼稚園でさらに週１回の剣道、その他にもスイミング、ピアノを習って

いました。下校してくると最寄り駅まで迎えに行き、車中でおやつを食べ、着替え、剣道の時

には、面までつけて車から降りることも・・・。そこまでしても、とにかく上手になりたい、強くなり

たい、の一心で頑張っている陽樹を前に、こちらも引きずられるように付き合っていました。

学校の勉強も徐々に難しくなり、危機感を覚え（私だけ？！）、剣友会を変える決意をしました。

お願いしていた先生、仲間の皆さんにも大変義理を欠くことに、本当に心苦しく、何ヶ月も

迷った結果、いろいろなことが重なり、退会しました。

駒場剣友会のHPの明るさにまず惹かれました。とにかく防具を持って、１年生の優樹も一緒

にいきなり駒場に行きました。最初に真砂さんから、菅原先生、師範の先生方をご紹介頂き

ました。重い決意を持って入会をお願いした私にとって、WELCOMEな対応が本当に有り難く、

今でもその日のことは、よく覚えています。今でもその日のことは、よく覚えています。

この場をお借りして、真砂さん、ありがとうございました。

Mrs.本荘も見えていて、私の一方的な話を廊下で根気強く聞いて下さいました。お稽古が

終わる頃、本荘先生が７段の審査に見事合格され、剣道場にいらっしゃいました。剣道場の

入口で、さりげなく、Mrs.本荘と固い握手を交わされていた事も鮮明に覚えています。（大事

なことなので削除しないでね。）

その日から、４年、駒場剣友会でいろいろな事を経験させて頂き、まさに子どもだけではない、

保護者にとっても『人間形成道場』であると実感します。

保護者の皆様も一分でも多く、駒場剣友会での時間を共有いたしましょう。

子どもさんの卒業の日まで、共に楽しみましょう。　　

住屋千春さん

住屋千春さん住屋千春さん

住屋千春さん 輔が突然、「剣道がやりたい」と言ったのは、４年の終わり頃でした。その後、夫と相談し、

夫が探してきたのが駒場剣友会でした。５月より剣道教室があるという事を知り、ひとまず

体験で入れさせようと思い、駒剣の門をたたきました。その時、夫とメールで丁寧にやり

取りをしてくださり、実際見学の時に一つ一つ丁寧に説明して頂いた有賀さん、ありがとう

ございました。この場でのお礼失礼いたします。

５月から尾島先生筆頭に始まった剣道教室、ビシビシ子どもたちをご指導くださる

尾島先生の姿はとても凛々しかったです。そして、もっと続けたいという輔の意思を

尊重し入会いたしました。

５年の時の寒稽古、輔は最初ちょっと頑張ってみる？？と何とか参加して９日間でした。

それでも頑張りましたね。私としてはもう少し行けるかと思っていたのでちょっと残念

でした。今回こそ皆勤達成と意気込んだ６年の寒稽古。朝、輔に声をかけるとすぐ起きて

準備をする。最初から意気込みが前回と違いました。今回はいけるかも？！私も必死に

用意をして毎朝連れていく日々、何とか親子で目標達成いたしました。これも埼玉大学

の生徒さん先生方、また駒剣の先生、子どもたち、付き添いのお母さん方の励ましが

あったお蔭だと思います。ありがとうございます。輔は埼大の体育館で沢山の宝物を

拾った事だと思います。

駒場剣友会に関わらさせていただいたこの約２年、親子で駒場剣友会に育てていただ

いたようなものです。とても感謝しております。そして、これからも宜しくお願いいたします。

ありがとうございました。



田村妙子さん
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田村妙子さん 駒剣の素晴らしい理由は色々ありますが、最近になって改めて感じたことがありました。

それは、受験勉強を理由に休会していた直樹が、久しぶりに駒場体育館に来ましたが、

敷居が高くて剣道場に入れないでいると、休憩時間に６年生の子たちが、迎えにきてくれ

ました。その後は、畳のところで静かに見学をすることができました。

帰りの車の中で、私は話しました。

「直樹に駒剣で学んでほしいことは、そういうことなんだよ。」と。

「別に剣道が強くなるとか剣道の選手になることを望んでいるわけではないんだよ。

今日、直樹がしてもらったように、お友達を優しく受け入れてあげられる気持ちって、

うれしいよね。」

どちらかというと、剣道よりサッカーの人なので、駒剣に来るのはしんどいのかもしれませんが、

そんな直樹を受け入れてくれた６年生の皆さん、ありがとうございました。

周りで見守ってくれている先生方、役員さんを始めとするお母様方…。

いつもありがとうございます。

母はこれからも駒剣でお世話になります。よろしくお願い致します。　　

長谷部真美子
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長谷部真美子 駒剣に入会したのは、3年生になる少し前でした。何にでも興味を持つ颯汰でしたが、剣道

　　　　　　　さん

　　　　　　　さん　　　　　　　さん

　　　　　　　さん に興味を持ったのは、隣に住んでいた駒剣のお兄さんの影響でした。

そして、いずれ一緒に剣道をやりたいと密かに思っていた主人が、これをきっかけに駒剣に

問い合わせ、入会することになりました。長年、剣道をやっていた主人の父（颯汰の祖父）も、

よちよち歩きの颯汰に自作のミニ竹刀を持たせるくらいだったので、颯汰が自ら剣道をやると

言った時は嬉しかったのではないかと思います。だから、剣道との出会い、そして駒剣との

出会いは、何か運命的なものを感じました。

颯汰が、剣道を初めてから今に至るまで、一度も嫌がったことはありませんでした。と思って

いたのは、私だけで、実は、つい数日前に、嫌な時もあったということを聞きました。打たれて

痛いとか、夏の暑さ、冬の寒さ、確かに経験してみないとわからない辛さがあったのかもしれ

ません。弱音を吐かずに、ほとんど休まずにやり通せたことは、颯汰自身の大きな糧になった

ことと思います。これからの人生、壁にぶつかった時、引き返すのではなく、自分なら乗り越え

られるという自信につながったように思います。

駒剣には、励ましあえる仲間、目標となる仲間がいて、まさに切磋琢磨し合える存在だった駒剣には、励ましあえる仲間、目標となる仲間がいて、まさに切磋琢磨し合える存在だった

のではないかと思います。寒稽古も皆勤したいという目標を持ち頑張っていましたが、仲間

がいたからこそ達成できたことだと思います。

最後になりましたが、先生方、駒剣の皆様、本当にお世話になりました。

ありがとうございました。

平岡希容子さん

平岡希容子さん平岡希容子さん

平岡希容子さん駒剣にちひろが入会して半年が経ちました。もう半年とも、まだ半年とも感じられます。

そして、卒業の季節。こちらは『もう卒業!!!』以外の思いはありません…

長女が何気なく見学に行った原山中剣道部、「すっごい上手な１年生がいる！」と嬉しそうに

話していた２年前の春のある日、思えばそれが駒剣との出会いでした。「彼ら」は、みんな

駒剣出身だったのです。

長女は毎日仮入部に通っては、こっそり「彼ら」を観察（笑）し、つられるように入部。

そこからはもう剣道漬けの毎日。剣道のことを、剣道部のことを、本当に楽しそうに話す長女

を、ちひろはいつもうらやましく思っていたようでした。

ちひろが６年になりしばらくした頃、市報で剣道教室のことを知り、剣道部に入る前に

ちょこっと体験しておく？と、軽い気持ちで申し込んだのでした。

ところが。

さすが、長女を釘付けにした「彼ら」を育てた駒場剣友会!!

いろいろなことを調整してでも入会させたいと思わされてしまいました。

両親以外の沢山の大人と、こんなに密に接することができる場所を、他に知りません。

大人が本気で真正面から向き合い、どんな小さなことも見逃さずに褒めて下さることが、

どれだけ子どもの自信になることか。

大人を敬う気持ち、仲間を大切に思い遣る気持ち、それが人としてどれだけ大切なことか。

ここで学んだことはすべて、これからの人生を強く生きていくための力になるだろうと、決して

大袈裟ではなく、心からそう思っています。

ほんの半年、剣道教室からもまだ１年経っていませんが、こちらでお世話になることができ、

感謝の気持ちでいっぱいです。

去年の埼大寒稽古のときには考えもしなかった、姉妹で皆勤も果たすことができ、これもまた

皆様のお蔭とありがたく思っています。

このご縁を大切に、今後ともなにとぞよろしくお願いいたします。



真砂幸子さん
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真砂幸子さん 菅原先生、本荘先生、木村先生、尾島先生、山田先生、成人会員の先生方、歩を６年間

ご指導下さいましてありがとうございました。

６年前、木崎小入学式の前々日に大阪より引っ越して３週間、ようやく生活も落ち着きかけた

頃、長男の裕、次男の智と一緒にやる気満々の歩も連れて、土曜日の駒剣の稽古を見学

しました。

「兄、２人と一緒なら１年生でも一緒にやってみたら？」と先生方からお言葉をいただき、

５月の剣道教室から始めることとなりました。身長はクラスでも前から５番目と小柄だったので、

兄達のおさがりでは間に合わず、短い竹刀を鈴木剣道具店に買いに行きました。

お店で竹刀を組んでいただいている間、先代の親方が年代物の短い竹刀を見せて下さい

ました。親方が初めて稽古された時の竹刀とのことで、子供達だけでなく私も「へぇ～？」

「は、は～。」とその重みにひれ伏しました。

さて、その時買った二八の竹刀からどれだけ稽古したのか。６年間、クリスマス会や合宿など

たくさんの楽しい行事に参加させていただき、また、皆様からの励ましやお誉めの言葉の

お蔭で、一度も「行きたくない」「やめたい」と言うこともなく楽しく剣道を続けてこられました。

今では身長も伸び（クラスでは前から９番目）、まだまだ小柄ですが中学校の剣道部をもう

視野に入れて、三七の竹刀で稽古しているようです。（先日の鳳翔剣大会ではその三七が

大活躍！ｂｙ森先輩）

歩の卒業と共に、私もいよいよ駒剣を卒業です。一番学んだことは「感謝する心」です。

後援部の一員としてみんなで協力してやっていくことが本当に楽しかったです。みんなの

気持ちがひとつになった時のパワーは、その人数の何倍も何十倍にもなることを教えて

いただきました。駒剣とのご縁のお蔭で、３人の息子達だけでなく私も新たに、言い表せない

くらいたくさんのことを学ばせていただきました。感謝の気持ちでいっぱいです。

本当にありがとうございました。

４月からは、まちがいなく「あまロス」ではなく「こまロス」におちいりそうです。長男、次男や

先輩ママ達が耐えてこられたように、私も「こまロス」を乗り越えられるよう頑張ります。
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みんな元気か？

この前，久しぶりの月例大会だったけど，みんなけっこういい試合してたぞ。うまくいかないと思っている人が

いるかもしれないけれど，大丈夫だ。ちゃんと上達しているぞ。タスキ組も初めての試合だったと思うけど，

いっしょうけんめい試合していてよかったぞ。ということで，今回は，試合のコツを教えちゃおうかな。

１　きちんと礼をして，どうどうとそんきょしよう。

　呼び出しかかりに名前を呼ばれたら，大きな声で「ハイ」と返事をして，一歩前にでる。

　そして，相手とあわせて礼をして，右足から３歩前にでる。３歩目に竹刀を抜いてそんきょする。

　その時には，背筋をのばして，どうどうと胸をはって構える。

　そういう選手を見ると審判は，「おお，こっちの方がちゃんとしているぞ。」「こっちの方が強そうだぞ。」と思うんだ。

　そうすると，ちょっと不十分なワザでも，「はた」をあげちゃおうってことになって，一本になるんだ。逆に，

　礼とかそんきょがかっこわるいと，「ちゃんと稽古してないな。」と思われて，なかなか一本と認めてもらえないぞ。

　試合は，礼からはじまっているってことだな。

２　大きな声を出そう。

　これも，毎回先生に言われているけど，一番重要なことだぞ。大きな声を出して剣道すると，審判は，

 「がんばっているな。」「声を出すのが大切だってことがわかっているな。」「よし，よし。」とうれしくなって，

  思わずはたをあげてしまうんだ。

３　ワザは最後まできちんと。

　剣道は，当てただけでは一本にならないぞ。しっかりと打突部位（だとつぶい）を打ったら，そのまま相手の

　わきを抜けていって，ふりむいて残心（ざんしん）をとる，というところまでやってはじめて一本になるぞ。

　試合をみていると，「今のワザ，当たっているのに，なぜ一本じゃないの？」っていうことがあると思うけど，

　そういうときは，最後まできちんと打っていないことが多いんだ。

　結局…

　いつもの稽古（けいこ）でやっていること，注意されていることがちゃんとできれば，試合でも有利になるんだぞ。

  いつもの稽古で，礼，そんきょ，気合い，ワザをしっかりと身につけてくれよな！

　最後に，クイズだ！

  第１問　駒剣の「はた」や手ぬぐいに書いてある３文字のことばは何でしょうか？

  第２問　それは，どんな意味でしょう？

　答えは，自分で調べてくれよな。じゃ，またな！
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