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こまけんだよりは公式サイトでもご覧いただけます。是非カラーでもお楽しみください♪ 

http://www.geocities.jp/komaba_ken_hp/index.html 

３月の予定 ※原則、駒場体育館に戻ります。 
  5日（木） 17:00～19:00 稽古  
  7日（土） 15:00～17:00 後期昇級審査会  
 8日（日） 浦和尐年強化稽古会（※対象者） ＠市立浦和高校 
12日（木） 17:00～19:00 稽古  
14日（土） 15:00～17:00 稽古 
19日（木） 17:00～19:00 稽古  

21日（土・祝） さくら草旗剣道大会 ＠さいたま市記念総合体育館 

 
（通常稽古はお休み・修道館は 17:30〜あります） 

26日（木） 17:00～19:00 稽古  
28日（土） 13:00～17:00 ６年生を送る会（17:00からの修道館はお休みです） 

 
六年生の保護者を送る会 ＠チェルシーカフェ 19:00～ 

 

４月の予定  
  2日（木） 17:00～19:00 稽古  
  4日（土） 15:00～17:00 稽古  
  9日（木） 17:00～19:00 稽古  
11日（土） 15:00～17:00 稽古 剣道教审受付① 14:00～14:50 

 
13:00～ 錬成部会（駒場体育館２F 会議审予定） 

16日（木） 17:00～19:00 稽古  
18日（土） 15:00～17:00 稽古 剣道教审受付② 14:00～14:50 

 
１級審査会（対象者）＠大宮武道館 

23日（木） 17:00～19:00 稽古  
25日（土） 15:00～17:00 稽古  

 
さいたま市剣道大会（成人の大会）＠大宮武道館 

30日（木） 17:00～19:00 稽古  
 

５月の予定  
  2日（土） 15:00～17:00 稽古  
  7日（木） 17:00～19:00 稽古  
  9日（土） 13:00～15:00 剣道教审① 15:00～17:00 稽古  
14日（木） 17:00～19:00 稽古  
16日（土） 13:00～15:00 剣道教审② 15:00～17:00 稽古  

 
15:00～17:00 定期総会（駒場体育館２F 会議审予定） 

21日（木） 17:00～19:00 稽古  
23日（土） 13:00～15:00 剣道教审③ 15:00～17:00 稽古  
28日（木） 17:00～19:00 稽古  
30日（土） 13:00～15:00 剣道教审④ 15:00～17:00 稽古  
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本荘先生からのお言葉 
 

 

 ３月になりました。日中の日差しから春の訪れを感じます。特に今年は長い期間駒場体育 

館が使えず、外で稽古をしていましたので、この３月を待ちわびていました。この半年間お世 

話になった本太中学校、大東小学校に感謝し、これからは本拠地で腰を据えてしっかり稽古 

していきましょう。 

また別れの季節となりました。今年度は１１人の剣士が巣立っていきます。 
 

早川奎吾    率先垂範のキャプテンでした。わからないことはきちんと私に確認しにきてくれました。 

 
鳳翔剣大会の選手宠誓を任せたら喜んでくれ、本番も堂々とやり遂げ大変立派でした。 

伊東俊輔    派手さはないですが地道にサポート役をしてくれた副キャプテンでした。剣捌きが鋭く動きが俊敏 

 
です。これからどういう剣道を身につけていくか、大変楽しみにしています。 

岡部泰良    悩むこともあったと思いますが、その分大きく成長した副キャプテンでした。謙虚さがこれからの強み 

 
になるはずです。継続は力なり、ひたむきに稽古していってください。 

有賀真菜    しっかり者のお姉さんでした。父や兄の影響で剣道を始めましたが、最終的に一番がんばるかも？ 

 
ですね。素直できれいな剣をつかいます。また稽古しましょう！ 

井鍋日南子   ６年生になってからの入会でした。後半あまり稽古ができず残念でした。もっといろいろなことを教え 

 
たかったです。この一年の縁を大切に。強くなってください。 

加藤愛佳    早くから剣を学び愛着をもっている感じを受けます。今は剣道ができない状況ですが、いつか復活 

 
することを楽しみにしています。剣道に関わりを持ち続けてください。 

小松田聖流   稽古量が豊富で力強い剣道をします。これから稽古していく中で、力を入れる、抜く、の感覚が身 

 
についてくるはずです。より確实な打突が打てるようになります。 

杉田航輝    最後まで気持ちを切ることなくがんばりました。駒剣で学んだことが必ず活かされると信じています。 

 
中学生になっても、尐々の困難には立ち向かっていけるはずです。 

冨田 陸    剣道大好きでいろいろなところで稽古をしていたようです。埼玉大学の体育館に一番乗りしていたの 

 
が記憶に残っています。先輩にかわいがられ後輩の面倒も見てくれました。 

西岡妙笑    おっとりしているようで気持ちの強い面も見られました。今の、こつこつ稽古を積み重ねる姿勢を大 

 
事にして欲しいです。大きく真っ直ぐな剣を磨いていってください。 

山崎倭佳    独特の勝負強さをもっています。強い相手に負けない心技体があります。稽古を積んでさらにその 

 
持ち味を磨いてください。打たれる時（いつかなぁ）を楽しみにしています。 

 

 意外にも女子率が高い代だったのですね。中学生になっても『文武両道』でがんばってください。 

勉強も剣道も一生懸命やって欲しいです。剣道ばかりではいけません。両方のバランスが大事です。 

毎年言っていることですが、卒業する皆さんにも長く剣道とつきあっていただき、剣道の“魅力”を感じて欲しいと 

思います。それは、人とのつながりであったり物事の考え方に影響を及ぼしたりします。 

忙しくなるとは思いますが、いつでも駒剣に顔を出してください。待っています。 
 

 本日は級審査会ですね。自分の剣道を見つめ直す良い機会です。成長したことはどこか、課題は何かを自らで 

確認すると同時に見てくれた人にも実観的なアドバイスをもらうと良いでしょう。 

剣道をしていない人の一言に重要なものがあったりします。謙虚な気持ちで振り返ってみてください。 
 

今月２１日には「さくら草旗剣道大会」が行われます。今回から小学生だけの５人制となり県内のチームのみの大会 

になりました。それでももちろん強いチームがたくさん出場すると思います。ぜひ気持ちで負けないで、強気で前に 

攻める試合をしてほしいと思います。駒剣の代表としての誇りをもって戦ってきてください。 
 

 ５，６月には２年ぶりに剣道教审を開催します。新しいメンバーも入会してくることと思います。 

一人一人が先輩になる自覚をもって稽古していってください。他人に教えるということは、結構難しいものです。 

まずは稽古途中に防具が取れないようにし、きちんとした着装を日々实践してください。がんばりましょう。 
 

※2月号の埼玉大学寒稽古出席表で、小松田母の 15回が抜けてしまいました。申し訳ございません。お詫びして訂正致します。 
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六年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。 

一年間、駒剣の先頭に立ち、様々なことに挑戦する姿はとても頼もしく、 

後輩たちの良き目標になったと思います。 

これまでの経験を活かし、駒剣士としての誇りを胸に中学でも頑張って下さい。 

卒業生の皆さんへ、先生方からお祝いの言葉を頂きましたのでご紹介します。 
 
 

卒業おめでとう 
                         木村 裕之先生 

６年生の皆さん、卒業おめでとうございます。 

元気に毎日学校で勉強をして、皆で大いに遊び、剣道を頑張った君たちが、 

今月卒業の日を迎えられたことをたいへん嬉しく、心よりお祝い致します。 

稽古の中で、駒剣の行事の中で、下級生を引っ張って行く姿はとても素晴らしい 

ことで印象に残り思い出されます。皆さん、良く頑張りました。 

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つきます。 

自分の夢の实現に向けての第一歩が始まります。 

ここで３つの事を君たちに贈りたいと思います。 
 

第一に、 

忘れてはいけないのは『感謝』の気持ちです。辛い時も、泣きたい時も、いつも一緒に考えてくれた、 

お父さん、お母さん、そして友達達。そして、支えてくれた先生方、駒剣の保護者の皆さん、家族の温かい

愛情とサポートでここまで成長することが出来ました。『感謝』の気持ちを忘れずに元気な中学生になって 

欲しいと願っています。 

第二に、 

中学生の後半になると、多くの人が自分の将来について、具体的にこれからどういう道を進んでいくのか考

える時期があります。難しい事なのですが、常に『自分がどうなりたいか』、『自分がどうありたいか』を考える

ことを習慣にして欲しいと思っています。自分は何をしている時、何を成し遂げた時に『達成感』を感じるの

か、それが自分を理解するヒントになると思います。 

これは、とても難しいことです。大人になっても『10年後に自分がどうなりたいか』はなかなか答えが出ませ

ん。そして、『自分がどうなりたいか』の考えは、君たちの成長に伴って、そして、時代とともに変化して行き 

ます。なかなか答えが出ない難解なことなので、頭の柔らかい若い皆さんには『自分がどうなりたいか』を中

学生から考えることを習慣にして欲しいと思っています。 

第三に、 

『好奇心』を一杯持って欲しいと思っています。『好奇心』の数だけ君たちの心も頭も成長して行きます。

様々なことに挑戦して、色々なことに『好奇心』を持ってどんどん成長して行きましょう。 

『達成感』を味わうと自分に自信がついてきます。よく先生方が、目標を立てなさいと言われるのを聞いたこと

がありますね。その目標を達成すると君たちに自信がついて君たちの心が強く成長してゆきます。 

目標を立てて、それを達成して、一杯『達成感』を味わって強くなろう。 

『感動』することで人々の心が輝きます。その人に魅力が湧いて来るのです。映画を見て『感動』する。 

先生方、友達の話を聞いて『感動』する。勉強ができて『感動』する。一杯『感動』することが君たちを魅力の

ある輝きのある人に成長させます。 
 

最後になりますが、『10年後の君たちの姿』を楽しみにしています。 

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。 
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210人目の君たちへ 
尾島 寿子先生 

11名の駒剣士たちの卒業をお祝いします。 

立派に最後までお稽古できたことは自信になりますね。 

ご家族の支えや仲間や多くの方々の思いやりがあって、この時を迎えられる事に感謝してください。 

私が駒剣の指導を始めて、あなたたちは 210人目の教え子となりました。 

多くの駒剣士に出会えて幸せ者と感じます。 

駒剣は剣士だけでなく、保護者の方々も同じ時間を同じ気持ちで 

過ごしていただいた大切な存在です。 

色々な思いで過ごされた数年間でしょうが、親子共々… 

「駒剣に居て良かったね。」と将来感じて頂けたら有り難いと思います。 

卒業生へ、また会いましょう。 

 

六年生へ贈る言葉 
                            山田 節男先生 

六年生のみなさん、卒業おめでとうございます。  

駒剣に入った時期はそれぞれ違ってもみんな駒場剣友会の仲間です。 

暑い夏、寒い冬。いろいろな季節で剣道を通じお互いを高めてきたと思っています。 

同じ小学校の人もいたかもしれませんが、異なる学校の人たちと交流し、知らず 

知らずの間にお互いに励まし合い、教え合い、時に助けあい、乗り越えてきたことが 

たくさんあるはずです。 

卒業すると中学生です。まだ、完全におとなではありませんが、今まで以上に 

自分で考え、判断し、行動することが求められてくると思います。 

自分で考え、判断し、行動することは駒剣の活動の中で折ふれて言われてきたことです。 

みなさんは、必ずできていくことと信じます。もし、迷うことがあったら、家の方に相談することでしょう。 

共に過ごしてきた駒剣の信頼できる仲間に相談することもよいかもしれません。 

もちろん、私もいつでも待っています。これからもずっと駒剣の仲間です。 

良いことがあった時も迷った時も何か、あったら、ぜひ顔をだしてください。 

みなさんがこれからも素晴らしい人生をおくることを祈っています。 

 

 

卒業生＆保護者の方から駒剣の皆さんへ… 
六年生と保護者の方から、駒剣の皆さんへお言葉を頂きました。 

共に過ごした時間を思い返しながら、じっくりご覧ください。 

 

早 川 奎 吾 くん ２年生の 7月に入会し約 5年間お世話になりました。初めて駒剣に来た時に、先輩たちが 

道場訓を優しく教えてくださったのを今でも覚えています。今、僕が先輩達のようにできて 

いれば良いなぁと思います。 

僕が一番思い出に残ったのは寒稽古です。朝早く起きていろいろな方々と稽古をしたのは 

良い経験になりました。デコ胴を初めて見たときは驚きました。 

皆勤を目指している先輩達のように強くなりたくて、学校がある日も稽古に参加しました。 

皆勤した時の達成感はみんなにも味わってもらいたいです。 

そういう経験ができたのは、一緒に参加してくれた先生方やみんながいてくれたからです。 

朝早いのに送迎してくれた家族にも感謝しています。今、駒場剣友会の卒業生になることが 

何よりのほこりです。駒剣での思い出は僕の宝物です。大人になっても剣道を続けて、みな 

さんとどこかで剣を交えるのが夢です。先生方、保護者のみなさん、そして駒剣のみんな、 

本当にありがとうございました。 
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伊 東 俊 輔 くん ２年から始め約５年間お世話になりました。始めたころはぼくより早く始めた人が４人いて、 

ついていくのが大変でした。初めての寒稽古はとっても寒くて「行きたくないな～」と思って 

いたのを覚えています。でも行ってみると、駒剣の人がたくさんいて、みんなもがんばって 

いるんだ、とやる気が出ました。みんながいたからがんばれたのだと思います。 

駒剣の先生方、剣道の礼儀や技などを教えてくれてありがとうございます。 

保護者の方々、稽古でけがをしたとき手当をしたり、大会の時声をかけたり、いろいろなところ 

でお世話になりました。ありがとうございます。 

ぼくがここまで楽しく剣道をしてこられたのは、駒剣だったからだと思います。 

中学になっても剣道を続けたいと思います。 

また駒剣にも来ると思うので、その時は稽古よろしくお願いします。 

 

岡 部 泰 良 くん 僕は４年生の時に駒剣に入りました。皆より経験が浅かったのでなかなか試合で勝てず、 

楽しく剣道が出来ない時もありました。また６年生で副キャプテンになって「僕で大丈夫なの 

かな」と不安だらけでしたが、先生方や保護者の方々、駒剣の皆のおかげでここまで続け 

てくることが出来ました。 

僕の駒剣での一番の思い出は鳳翔剣大会です。この大会で僕は初めて上位に入ることが 

できました。試合の中でも勝ち進んでいくごとにどんどん緊張して思い通りの剣道ができない 

時がありました。でもそういう時に、忚援してくれている皆の声が聞こえてきて、「忚援してくれ 

る人がいるっていうのはとても幸せなことだな」と感じたのを覚えています。 

最後に先生方、剣道だけに限らず大切なことを教えていただきありがとうございました。 

保護者の方々、いつも僕たちをサポートして下さりありがとうございました。 

そして、駒剣の皆さん、いつも稽古をしてくれてありがとうございました。 

これからもつらいことや苦しいことにめげずに頑張ってください。 

 

小松田聖流くん 私は駒剣で６年間お世話になりました。６年間で特に心に残っているのは、夏合宿とクリス 

マス会です。夏合宿では、試合で優勝した年もあって、結果を残せて良かったです。クリス 

マス会ではプレゼント交換やゲームなどが楽しかったです。それから一級審査に合格できた 

事がとても嬉しかったです。 

これも、ご指導してくれた先生方や成人会員のみなさんのお陰です。 

菅原先生、本荘先生、木村先生、尾島先生、山田先生、成人会員のみなさん、お父さん、 

お母さん達、一緒に剣道をしてくれたみんなに心から感謝しています。 

どうもありがとうございました。４月から OBになりますが、これからもよろしくお願いします。 

 

加藤愛佳 さん 今までありがとう！私は、半年以上剣道が、出来ませんでした。 

まだ、剣道やっていた時は、行きたくない。などサボりたいと、言っていました。 

でも剣道をやっていないと、みんなとまた、やりたいな～と、思ったりもう尐しちゃんとやれば 

良かったな～と、後悔もしました。 

なので、みなさんは、後悔のないよう一生懸命頑張って下さい！ 

 

冨 田 陸 く ん ぼくは 5年生から駒剣に、入会しました。 

同じ 6年生のみんなとは、ぼくの方が駒剣にいた時間が尐なかったけど、とても楽しく、 

たくさん学べました。その楽しさは、駒剣のみんながいたからだと思います。 

もう尐しで卒業です。中学生になったら駒剣には、なかなか参加出来ないかもしれませんが 

よろしくお願いします。二年間ありがとうございました。 

 

山崎倭佳 さん わたしは３年の冬から駒剣に入りました。最初は、学校から帰った時など、疲れて帰ってくる 

ので剣道に行くのが嫌でしたが剣道を続けて行くうちに駒剣の仲間と稽古をするのが楽しく 

なりました。 今まで教えて下さった、先生、先輩方、ありがとうございました。 

中学校でも頑張ります。卒業してからも、稽古に来るのでその時は、よろしくお願いします。 
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西岡妙笑 さん 私は 3年生の春の剣道教审から剣道を始めてもう 4年になります。私は運動神経が悪く、 

学校ではみんなと同じようにできず、とても悔しかったのですが、剣道は「振った分だけ強く 

なる」武道だったので、みんなと同じようにできてとても嬉しかったです。 

剣道を始めてから、学校でも色々なことが出来るようになりました。しっかりと大きな声で 

あいさつや返事が出来るようになり、しっかりと自分の意思表示が出来るようになりました。 

それから尐し友達もできて嬉しかったです。 

夏合宿や寒稽古など、苦しくやめてしまいたいと思ったこともありましたが、皆さんの支えが 

あってここまでやり抜くことが出来ました。先生方、分かりやすく、優しく、時に厳しい、ために 

なるご指導をありがとうございました。 

お父さん、お母さん方、いつも見守って下さりありがとうございました。 

そしていつも一緒に剣道に励んできた駒剣士のみなさん、ありがとうございました。 

卒業までの一か月、そして卒業してからも、駒剣の教えを胸にがんばっていこうと思います。 

ありがとうございました。 

 

有賀真菜 さん ２年生の剣道教审から入会しました。この５年間で駒剣のみなさんに剣道のこと、生活に関 

することなど教えていただき、学び鍛えられました。 

剣道は相手がいなければ出来ないものなので、ご指導下さった先生方、成人会員の先生方、 

一緒に稽古をしてくれた先輩方や仲間にとても感謝しています。 

保護者の方々、いつも私たちの稽古や試合を見守って下さりありがとうございました。 

稽古が出来ることは当たり前のことではなく、稽古場所を予約して下さる方々がいること。 

楽しい行事や大会も、お知らせを作って下さったり、会をうまくいくように考えて下さる保護者 

の方々がいること…など。 

たくさんの大人の方々にささえられ、見守られていたことを忘れずに、中学校生活もがんばっ 

ていきたいと思います。 

駒剣のみなさん、今まで本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。 

 

杉 田 航 輝 くん 僕は五年生の剣道教审から駒剣に入りました。 

僕は五年生の合宿に行ってから休みがちになってしまいました。 

ですが本荘先生をはじめ先生方と話をして駒剣を続けることができました。 

６年生の夏合宿はとても楽しかったので駒剣を続けていて良かったなと思いました。 

今も休みがちですが、自分のペースで稽古ができました。駒剣には本当に感謝しています。 

最後に駒剣の皆さん今までありがとうございました。 

 

井鍋 日南子さん 私は去年の４月、６年生になってから剣道を始めました。弟が私より１年早く始めていて、 

その稽古をお母さんと何度か一緒に見に行って「楽しそうだなあ」と思ったのがきっかけです。 

次の年の剣道教审で入会しようと思って楽しみにしていたのですが、次の年は剣道教审が 

ないのを知り残念でした。でも、私がどうしても剣道がやりたいと先生方にお願いして入れて 

いただきました。本当にありがとうございました。 

最初はみんなより遅く入ったので、稽古に行くのにとても緊張して、道場に入りにくかったり 

わからない事がたくさんありました。でもその度に、先生方が優しく教えてくださったり、女子の 

みんながとてもフレンドリーに接してくれたのがとても嬉しかったです。 

夏合宿ではいつもより厳しい稽古で、ついていくのが大変でした。でもみんなのおかげで楽しく 

過ごす事ができたし、中学生の先輩方とも仲良くなる事ができました。 

後半は足のけがや頭痛でなかなか稽古をできませんでしたが、久しぶりに稽古に行った時も 

仲良くしてくれて嬉しかったです。 

先生方、私一人のために個別指導をしてくださり、大変お世話になりました。 

１年という短い時間でしたが、みなさん本当にありがとうございました。 
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☆保護者の方から☆ 
早 川 さん（母 ) 防具をつけた当初、權田優樹ちゃんと練習試合で”や～め～ん””や～め～ん”と、面の 

打ち込みの練習のようなきれいな？打ち合いを延々続け、勝敗が全くつかなかったのを思い 

出します。お互い面を打っては抜けて振り返り、そして何故か呼吸を合わせてまたその繰り 

返し。心に焼きついて離れない、なんとも微笑ましい思い出です。あの時は奎吾がこんなに 

剣道が大好きになるとは思いもしませんでした。 

埼玉大学の寒稽古のある大雪が降った日、皆勤を達成するために歩いてでも行くと言い出す 

奎吾に困ったことも。奎吾が夢中になれるものを見つけることができたのは駒剣のみなさんの 

おかげです。 

学校で嫌なことがあっても、駒剣には居場所があり、心が救われることもありました。私自身も 

つらい時、奎吾の頑張る姿を見て元気を出せた場でもあります。 

奎吾が先生方から学んだこと、駒剣で得たものはもちろんたくさんありましたが、私自身も先生 

方や保護者のみなさんから教えていただいたことがたくさんありました。私が心配だった時は 

安心できるお言葉を頂戴しましたし、落ち込んでいた時には励ましていただきました。 

常にひとりひとりを認め、みんな纏めて家族のような存在だというかけがえのない場所で、 

とても素敵な時間を過ごさせていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。 

指導者に恵まれ、保護者に恵まれ、そして仲間に恵まれた素晴らしい環境の中で剣道を学ぶ 

ことができて本当にしあわせでした。駒剣を卒業し、今後もOB として繋がっていられることも 

大きな喜びです。 

奎吾が駒剣で学んだことや感謝の気持ちは、本人がいつか誰かにバトンを渡すことで恩返し 

できたらと願っています。 

最後に改めて、ご縁があり、皆さまと出会えましたことに感謝します。 

心よりありがとうございました。 

 

伊 東 さん（母 ) 駒剣には、2年生の剣道教审からお世話になりました。俊輔は、ずっと剣道が大好きな 

まま続けることができました。これも駒剣だったからだと思うと、本当に感謝の気持ちでいっぱ 

いです。体調が悪くても、怪我をしていても、剣道はしたい、試合には出るという強い気持ち 

があったので、それは偉い！と認めます。 

5年生でさくら草旗の団体戦に初めて選ばれて、浦和高校で強化稽古会があった時のこと。 

これまで先輩方が強い駒剣を築いていたので、勝って当たり前のような雰囲気で、ドキドキし 

ていました。いよいよ 6年生直前で自分達が引っ張って行く立場になろうとしている時に、 

焦りがあったと思います。稽古会の後、毎日素振りをしていました。 

俊輔は、4年から寒稽古に参加していましたが、私は今年初めて寒稽古を見学しました。 

キラキラ星が輝く中、普段とは違う経験に、私の方がハイテンションで、小さな子から大人まで 

真剣に稽古する姿からは沢山の元気をもらいました。前にいる先生方に稽古していただく為 

に、並び場所から面の付け方まで、子供たちの静かな戦いがあることを知り、毎回どうなるか 

見届けることが私の密かな楽しみです。 

道場訓の心、技、体を意識し、先生方からご指導いただき、錬成部の方々から温かく見守られ、 

保護者の皆さんに支えてもらいながら、大好きなことが出来て素晴らしい時間だったと思い 

ます。思い出すのは、友達に囲まれて楽しそうにしている姿です。俊輔が、駒剣が恵まれた 

場所だったと気が付くのはこれからだと思いますが、これまで育てていただいた『心』を大切に 

前に進んで欲しいと願っています。 

 

岡部 さん（母 ） 初めて駒剣の見学に行った時、駒剣士達の、お稽古でのものすごい迫力と道着袴姿の格好 

良さ、礼式でのキビキビとした礼儀正しさに強く惹かれて、すぐに我が子達も入会させたいと 

思いました。泰良が四年生の時のことです。 

駒剣でお世話になった三年間、駒剣と泰良から、たくさんの幸せをもらいました。 

一生懸命お稽古している姿を見て感動したり、礼式で師範の先生方にとてもためになるお話 

をしていただいて心が改まったり、試合では見ているこちらも心臓が飛び出るほど緊張したり… 
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私がそのような、かけがえの無い体験ができたのも、泰良が駒剣にお世話になっていた 

おかげだと、駒剣の皆さんにも、泰良にも、感謝の気持ちでいっぱいです。 

本人は悩むことも多い三年間でしたが、それでもほとんど休まずお稽古に参加したこと、 

それは親の私から見ても、本当によく頑張ったと思います。そしてその頑張りは、これからの 

人生できっと役に立つと確信しています。 

泰良を温かく見守って下さり、熱心にご指導下さいました師範の先生方、錬成部の皆様、 

そして泰良がくじけそうな時に、いつもタイミング良く誉めて励ましてくださり、支えてくださった 

たくさんの皆様のおかげで、無事に卒業出来ることになりました。 

本当にありがとうございました。 

泰良は卒業してしまいますが、まだ哲平がおりますし、これからも駒剣とのご縁は続いていき 

ます。それをとても嬉しく思っています。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

小松田さん（父 ) 小学校一年生から六年間、本当に長い間お世話になりました。諸先生方はじめ成人会員の 

皆様、後援会の皆様に可愛がって頂き、無事卒業する事が出来ます。ありがとうございました。 

 

西 岡 さん（父 ) 駒場剣友会との出会いは、４年前の体験教审でした。私自身は７歳から剣道を始め、学生、 

社会人と競技を続けましたが、１０年近く剣道からは遠ざかっていました。当時３年生だった 

妙笑は運動が苦手で、引っ込み思案なところがありましたので、何か体を動かす習い事をさ 

せてやりたいと考えていました。 

そんな時、駒場剣友会のホームページで教审の募集を見つけ、ダメもとで妙笑に「行ってみ 

る？」と聞いたところ、意外にも答えはすんなり「行く」でした。最初から嫌にならないように、 

構え方とすり足、素振りを尐しだけ教えて教审に参加したのですが、師範の先生方、後援部の 

皆様に暖かく迎えられたことで、そんな心配もどこへやらで、無事入会することになりました。 

教审最終日の稽古が終わった後、本人が「続けたい」と言った時、剣道には辛い経験が多かっ 

た自分自身に「絶対に無理強いせず、ほめる事しかしないようにしよう」と胸に誓ったことを今で 

も覚えています。 

稽古に行く前に、熱もないのに体温計で計ってみたりする日もありましたが、一度も「行きたく 

ない」とは言わずになんとか４年間続ける事ができました。 

高学年になってからは学校での行事への取り組みや友だちとの関わり方に前向きな変化が 

見られ、大きく成長する事ができました。  

それもひとえに、駒剣での皆様のご指導の賜物と感謝の気持ちでいっぱいです。 

もし、剣道を一緒に始めていなかったら・・・と想像するだけでゾッとします。 

相変わらず CMP（超マイペース）なところはそのままで、剣道の上達も CMP ですが、継続す 

る事の大切さを駒剣で教えていただきましたので、中学校でも剣道を続ける事ができそうです。 

私自身も子供たちのおかげで剣道の楽しさを再認識する事ができました。 

これから尐しずつでも恩返しできたらと思っています。 

最後になりましたが、先生方、錬成部の皆様、保護者の皆様、４年間本当にありがとうござい 

ました。またこれからもお世話になりますので、よろしくお願いします。 

 

加藤 さん（母 ） 本荘先生、尾島先生、木村先生、山田先生をはじめ、成人会員の皆様 6年間大変お世話 

になり、ありがとうございました。ちっちゃくてかわいかった愛佳も、小生意気な尐女に成長し 

ました。思い返すと山あり谷あり（谷のほうが大部分だったような…）の剣道人生でした。 

そして、今本当に谷底にいるのではないかと思います。これから愛佳がどう這い上がっていく 

か、大きな期待は私の胸の中にしまって、暖かい目で見守っていこう（理想は…ですが）と 

思っています。 

ここで、駒剣剣士の皆さんへ。苦しい時辛い時もあると思いますが、光は必ずさしてくると信じ 

て乗り切ってください。稽古ができる幸せを感じてください。愛佳も本中剣道部で剣道ができ 

るようになるよう、つらい治療にたえて頑張っています。 

最後に、私も 6年間駒剣にかかわらせていただけて楽しかったです。ありがとうございました。 
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有賀 さん（母 ） ５つ上の兄が駒剣を卒業した春、入れ替わるように真菜が入会し、５年の月日が経ちました。 

お稽古の日、家を出る時には必ず「行きたくないなぁ。」とつぶやき、機嫌が悪くなる娘。道場 

に着いてしまえば、さぼることなく真剣にお稽古。お稽古後に、笑顔で駆け寄ってくる真菜の 

顔からは、行きに見せる表情よりも晴れやかで幾分たくましく見えました。 

思えばこの５年間、そんな繰り返しでした。 

こんな娘がなぜ剣道を駒剣を続けてこられたかと考えますと、共に汗を流した仲間の存在、 

そして先生方や保護者の方々からの励ましや、たくさん褒めて頂いたお陰で、ここまでこられ 

たと思います。気難しい性格の娘なので、私達家族の力だけでは卒業という日は迎えられな 

かったことでしょう。駒剣の皆様には感謝、感謝の気持ちでいっぱいです。 

ありがとうございました。 

私も駒剣にお世話になって早１０年が経ちます。まだ实感がわきませんが、いよいよ私も 

真菜と共に卒業です。１０年ずっと駒剣を見ていて感じたことは、卒業しても帰ってくる場所 

があるということは子どもにとって嬉しく、大切なことなんだなぁということです。 

家でも学校でもない、何とも懐かしい場所。そして帰ってくると必ず「こんにちは。」「お帰りな 

さい。」と声を掛けて下さる先生方。あったかいですね。このあったかい場所が変わらず、 

ずっとずーっと続いていて欲しいと願っております。 

最後になりましたが、菅原先生、本荘先生、木村先生、尾島先生、山田先生、そして成人会 

員の先生方、ご指導下さいまして本当にありがとうございました。 

 

冨田 さん（母 ） 師範の先生方、成人会員の皆様、保護者の皆様、駒場剣友会の仲間達、短い間でしたが 

陸を大変可愛がって頂き、本当にありがとうございました。陸が入会したのは、五年生。 

本人は全く気にしてなかったのですが、体は大きく、態度も大きく、そんな子を今から新しい 

場所が受け入れて頂けるのか、实は私はとても心配でした。 

今まで、陸は小学１年生から水泳選手として、夜の１０時近くまで毎日休みなく泳ぎ続ける 

生活を送っていました。 

陸の幼稚園では、剣道教审がありほとんどの友達が剣道を始めていても、『僕はやらない！ 

水泳やるから！！』と、その時は興味を持つこともありませんでした。 

お友達と遊んだり、テレビを見ることさえあまりできず、ある日、『嵐って、何人なの？』と聞か 

れたときには、このままで大丈夫か？？と不安になったものです。それでも、毎日ストイックに 

通う息子を見守っていました。 

その後、選手を引退した陸は、家の中を動物園の熊のようにただウロウロするだけで『僕、 

何してたらいい？』が口癖の、エネルギー不完全燃焼な男の子でした。 

春の剣道教审を知り、参加させて頂きました。すぐに剣道を始めたい！！という陸のお道具 

は、同期の中でも一番最後に購入したと思います。自分のお道具を嬉しそうに身に付けるお 

友達を尻目に、いつまでたっても借り物の陸は、かなり焦っていました。意地悪な私は、小学 

生の陸に剣道を始める。と言うことをじっくり考えて欲しかったのです。そのかいあって(？)、 

見事に陸は剣道一色の男の子へと生まれ変わりました！！ 

これは、本当に皆様に御協力頂いたおかげだと感謝しております。 

似た者同士の私達は、とてもよくケンカをします。そしてこれからも、たくさんケンカをしながら 

剣道を続けていけたらいいな♪と願っております。 

駒場剣友会での２年間、皆様と出会い、教えて頂いた事を心から感謝致しております。 

本当にありがとうございました。 

 

山崎 さん（母 ） ６年生を送る会の時、眩しく映った先輩たちの姿。ずっと先の事と思っていたその時が、だん 

だんと近づいたきた今日この頃、月日の流れの速さに、深い感慨を覚えます。駒剣で過した 

大切な日々を胸に卒業できることは、とても幸せです。『心技体』の緑色の駒剣旗がやっぱり 

一番いいね。と試合に行く度に主人と話していました。 

３年生の１２月に、初めて見学に来た日の事が、昨日のように、思い出されます。響き渡る竹 

刀の音に、吃驚し、人の多さに圧倒されてしまい、入口の外から、中を見ていました。 
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なかなか入っていけずに、「帰る。」と倭佳に言われてせっかくきたのになあと思っていた時 

に、優しく声をかけて下さったのが、有賀さんです。上手に導いてくださり、尐しやってみるこ 

とができたおかげで、入会しました。2歳の弟がいたので土曜日のお稽古だけに通い始めま 

した。２年目になって、木曜日も来れる時は・・・とのことで、行った時に尾島先生に優しく教え 

て頂いて、だんだんと通える回数も増えるにつれ尐しずつ楽しくなりました。夏の合宿、クリス 

マス会もとても楽しみにしていて、駒剣ならではの素晴らしい思い出が出来たのも、先生や、 

役員さん、保護者の皆様のお蔭と大変感謝しております。「先生が優しくて、学校が違う沢山 

の友達がいるから。」と、いつも楽しみにして通い、剣道が大好きになりました。数々の試合、 

級審査、毎回のお稽古で子供たちが、ぐんぐん成長している時に、いつもそばにいて、みん 

なに気を配り、支えて下さっている役員さんは、本当にありがたく、感謝の気持ちで一杯です。 

駒剣のみなさんには、大変お世話になり、どうもありがとうございました。 

本荘先生、木村先生、尾島先生、山田先生、成人会員の先生方、今までご指導して頂いて 

ありがとうございました。 

卒業しても皆様には、お世話になることもあると思いますが、どうぞよろしくお願い致します。 

 

杉田 さん（母 ） 航輝が小五の剣道教审から続けたいという強い希望で駒剣に入会しました。夏合宿には無 

我夢中で参加し、昇級審査では、見ているこちらの方が緊張してしまうようななか、子供たち 

はみんな堂々と審査を終える姿をみると胸が熱くなる思いでした。しかし、秋を迎えてから暗 

黒の日々が始まりました。本人の気持ちが稽古に向かわず、駒場に行くものの、車から降り 

ないなど母と子のバトルが数ヵ月続きました。けれど本荘先生を始め、お母さん方の励ましを 

受けて、何とかまた稽古を始めることができました。２度めの６年生の夏合宿に行くまでにもい 

ろいろありました。本荘先生や合宿委員のお母さん方に御迷惑をおかけしながらも参加させ 

ていただきましたが、「行けて良かった。とても楽しかった。」と帰ってこられたのは、先生方を 

始め、仲間や先輩、合宿委員のお母さん方の支えがあったからこそと感謝の限りです。 

そして続けていたからこそできた経験だったと思います。その後の稽古も休みがちでしたが、 

先生方、保護者の方は、変わらず優しく厳しく接して下さいました。「とにかく続けること。」と 

いう先生方のお言葉を支えに、「駒剣についていきます。」という気持ちで、ここまで続けるこ 

とができました。駒剣での２年間の経験は息子だけではなく私自身も育てていただいたと实 

感しております。感謝の気持ちでいっぱいです。 

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。 

 

井 鍋 さん (母 ) 日南子は６年生になってから剣道を始めました。５年生の５月まで続けていた女子サッカー 

チームを頭痛と足のトラブルで辞めてからは何も打ち込む事が見つけられず、運動が大好きな 

娘にとっては、心身共にまさに「迷走」している状態でした。５年の始めに弟の温太が剣道教审 

に参加するのを見学する度に、「楽しそうだなあ、いいなあ」とぼやいていたのを覚えています。 

５年の終わりになっても、剣道をやってみたいという気持ちは募る一方で、権田さんにご相談し 

たところ、剣道教审がなかったにもかかわらず、無理を言って入会させて頂ける事になりました。 

本荘先生はじめ先生方、権田さん、その節は本当にありがとうございました。 

最初は一人だけ違うメニューで基本練習を見ていただき、先生方にはご負担も大きかったの 

ではないかと思います。本当にありがとうございました。本人も一人だけ違うメニューで恥ずか 

しいという気持ちもあったようですが、逆に早くみんなに合流したい一心で頑張っていたように 

思います。駒剣のみんなも途中から入ったにもかかわらず、あたたかく迎えてくれて、感謝の 

気持ちでいっぱいです。 

今はまた、連日の頭痛と足の痛みに悩まされています。剣道をやりたいという気持ちはあって 

も、思うように体をコントロールできずにもがいている状態ですが、学校とは違うつながりができ 

たことは、これからの中学校生活においても彼女の心のよりどころになると思います。そして、 

体調を見ながらこれからも何らかの形で剣道に関わっていってほしいなと思っています。 

短い期間でしたが、駒剣の先生方、お母様方には本当にお世話になり、私も楽しい時間を過ご 

す事ができました。本当にありがとうございました。これからも引き続きよろしくお願い致します。 
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よっ！ みんな，元気か？ 

そろそろ寒い冬もおわり，あたたかく，はなやかな春がくるな。 

体も動きやすくなって，剣道に良い季節がやってきたな。 

 

ところで，ついに６年生は，駒剣卒業だな。おめでとう！！ 

初めて会ったときは，小さかったのに，大きくたくましくなったな。 

そこで，今回は，ジャイアンからも，はなむけの言葉を贈るぞ。 

 

１ 駒剣ＯＢになるということ 

 駒剣を卒業するということは，駒剣ＯＢになるということだ。剣道を続ける人も，一旦お休み

する人も，駒剣ＯＢであることを忘れないようにしよう。周りのひとはみんなを見て駒剣を評価

するぞ。駒剣ＯＢとして恥ずかしくない行動をとってくれよな。逆に，人とのかかわりが広がる

など，駒剣ＯＢであることで良いこともたくさんあると思うぞ。 

 

２ 剣道をやめないこと 

 中学生になって，剣道を続ける人も，一旦お休みする人も，剣道をやめないでほしいな。 

 ジャイアンも１５年くらい剣道をお休みした後で剣道を再開したんだ。年をとっても，どこに

行っても，できるのが剣道だ。剣道でいろんな人交わることができるし，すぐに仲良くなれるぞ。

色々な事情で剣道から離れる人も，やめるんじゃなくて「お休み」するってことにしてくれよな。 

 

３ 何事もあきらめないこと 

 みんな，剣道をはじめた時のこと，思い出してみてくれよな。小手面打てたかな？切り返しは？

返し面できた？防具も付けられなかったんじゃない？ 

 でも，今ではみんな立派な剣士だよな。それは，稽古がイヤになったときでもがんばって続け

てきたからだよな。 

 ジャイアンは，あきらめずにがんばっていれば，道が開けるってことを剣道が教えてくれてい

ると思うな。 

 これから，みんなはいろんな夢に向かっていくと思うけど，簡単にいかないこともあるかもな。

そんな時には，剣道でつちかったがんばりを生かして，あきらめないでくれよな。少しずつでも

道は開けるはずだぞ。 

 

４ たまには遊びに来てくれ 

 師範の先生や錬成部の先生たちからみんなに会いに行くことはなかなかできないんだ。でも，

先生たちは，みんながどうしているか，いつも気になっているんだ。だから，みんなが駒剣に遊

びにきてくれて，みんなの様子をると，すごくうれしいんだ。だから，剣道しなくてもいいから，

たまには遊びに来てくれよな。 

 

 さいごに 

 みんなには，輝かしい未来がまっているぞ。辛いこともあるかもしれないけど，楽しいことも

いっぱいあるはずだ。打たれるのをこわがって後ろに下がるのではなく，遠間から思い切って面

を打つように，くいのない人生を送ってくれよな。 

 

 じゃあ，またな！ 
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太郎の百錬自得 
第１２回  試合の心構え  

 

立春、雤水と過ぎ、この原稿が駒剣だよりに載るころには啓蟄（けいちつ）です。 

（２４節気って知っているかな？お父さんお母さんに聞いてみてね。） 
 

尐しずつ春が近づいています。３月は節目の月です。 

７日は後期昇級審査会。今まで積み重ねてきたものをみんなの前で披露する機会です。 

そして、２１日はさくら草旗剣道大会。今の学年で出場する最後の大会になります。 

どちらも日頃の成果を発揮して集大成にできるようにしてください！ 
 

でも、試合って緊張するよね。 

知らない子が相手で、知らない先生がビシッと３人も審判でいます。 

観実席にも人がたくさん。ビビりますね〜。 
 

僕も年に何回か試合にでますが、やっぱり緊張します。 

日本武道館なんかになると緊張もピークです（笑） 
 

大学生のときの師範に「稽古は試合のように、試合は稽古のように。」と言われたことがあります。 

当時は「そんなことできるか！」と思いました。 
 

でも、实は稽古を試合のようにすることはすぐできますね。 
 

普段の稽古は、審判もいない、観実もいない、相手はいつも稽古している子、なんとなく安心して（油断

して？）なあなあの稽古をついついしてないかな？ 
 

そんな甘えの気持ちをなくして、いつもこれは試合だ！と思って取り組めばいいのです！ 

そうすると試合のときに緊張する割合が減るように思います。 

相手も緊張しています。自分だけが緊張しているわけじゃないのです。 

ちょっと余裕さが勝っているほうが結果勝つのです。 
 

普段が大事だってことですよね。 
 

僕も、「なんかこの人強そうだな。」と思っていた試合の直前、その相手が震えているのをみて、「ああ、こ

の人も緊張しているのか。」と思ったことがあります。その試合は勝てました。そんなものです（笑） 
 

剣道は基本的には一人、相手も一人ですから、いわゆるガチです。 

５人戦や７人戦になったって、基本は一緒。相手は目の前の相手です。 

だけど、団体戦と個人戦は違うように感じますね。 
 

それは同じチーム（５人なら他の４人）と気持ちが重なることなのかなと思います。みんなが同じ想いをす

れば、それは５倍以上になります。（個人戦もみんなの想いを背負って戦った人間のほうが強いです。） 

目標を同じくして、前に向かっている５人のほうが、それぞれ別々の５人よりも強いのは当たり前ですね。

想いの強い子がいて、みんなが引っ張られていくこともあります。 

どちらにしても、同じ方向を向くことはとても大事だと思います。 
 

気剣体、といいますが、何よりも「気」が大事です。 
 

新年度ももうすぐです。気持ちを引き締めて、３月も頑張りましょう。 

 

 

 

長谷部先生、一年間ためになるお話を 

ありがとうございました！ 

来年度も、宜しくお願いします！ 
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こまけんだよりを通じて先生方や 

小学生会員の皆さんとより深く関わ

れることを楽しみにしています！ 

一年間どうぞよろしくお願いいたし

ます。         奥田(母) 


