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<８月の予定>
◎稽古
　・木曜日　　　17：00～19：00
　・土曜日　　　1部 13：00～15：00（初心者対象）

2部 15：00～17：00

木曜 初心者 初心者以外 土曜 1部 2部
1～3日

6日 柔道場 剣道場 8日 剣道場 剣道場
13日 第2体育室 剣道場 15日
20日 第2体育室 剣道場 22日 剣道場 剣道場
27日 第2体育室 剣道場 29日

■ 8日（土） 15：00～17：00　前期級審査会
■23日（日） 13：00～17：00　OB・OG合同稽古会（駒場体育館　剣道場）
■29日（土）　　14：00～17：00　お父さん・お母さんのためのスコア教室

※1部2部合同。開始時間にご注意ください

<９月の予定>
◎稽古
　・木曜日　　　17：00～19：00
　・土曜日　　　1部 13：00～15：00（初心者対象）

2部 15：00～17：00

■ 5日（土） 19：00～　合宿委員慰労会＆新入会員歓迎会（大人のみ）　※修道館休み
■ 6日（日） 一、二、三級審査会　合同稽古会（駒場体育館）
■13日（日） 9：00～12：00　浦和少年強化練習会（市立浦和高校剣道場）※対象者のみ　
■26日（土） さいたま市民剣道大会（さいたま市記念総合体育館）　※通常稽古休み

<１０月の予定>
◎稽古

　・木曜日　　　 17：00～19：00
　・土曜日　　　 1部 13：00～15：00（初心者対象）

2部 15：00～17：00

※９/１４～１２/７まで、本太中修道館が耐震工事のため使えません。
その間の土曜日は、本太小学校の体育館をお借りして稽古をする予定でいます。

夏合宿

お盆休み

剣道場（14時～）

 

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 
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本荘先生からのお言葉 
 

  

            今年の夏は暑いですね。全国的に熱中症にかかる人が大変多いようです。 

子どもたちは夏休み中ですが、健康管理に十分気をつけて過ごしてください。 

多少の暑さ寒さにも負けないたくましさを身につけてほしいと思います。 
 

さて、そんな願いもあっての「駒剣夏合宿」に行ってきました。 

河口湖での合宿は３回目になります。今回も、初日は稽古と形、 

２日目に湖畔への散歩、稽古、稽古、レク、レク、 

３日目に学年別試合と行いました。出発式で小学生数名が具合 

悪くなったので心配しましたが、彼らもすぐに元気になり、 

全体として大きな事故やけがなく戻ってくることができました。 

３日間、寝食を共にしていると子どもたちの日頃見えない“個性”が見られ、 

楽しく過ごすことができました。一言でいうと「おもしろい子が多い」ことに 

気が付きました。これからも一人一人の個性を大切に育てていこうと思います。 

夏合宿名物、激しい「かかり稽古」もがんばりました。元立ちによくくらいついてきました。小学生は剣道の 

土台作りになったろうし、中学生はプラス円陣かかり稽古までやり、大会等で結果につながるのではと 

思っています。大人も円陣がんばりました。 
試合は、みんなの勝ちたいという気持ちが溢れ、どの学年も好試合となりました。 

詳細は次号に譲りますが、入賞者について速報として記しておきます。 

 優勝 ２位 ３位 ３位 
初級者 山田杯 松本 和也 菊地 悠斗 谷口 喜花  

４年生 本荘杯 渡邊 柚生 佐藤 雄次朗 工藤 航大  

５年生 木村杯 峯 修司 岡部 哲平 川島 慶之 伊東 倫弥 
６年生 丸山杯 村松 蒼 長谷部 魁 齋田 良平  

中学生 菅原杯 河内 聡志 真砂 歩 安部 岳人 早川 奎吾 
 また、昨年、産業道路の東西に分けて行った成人の試合、尾島杯については、今年は駒場体育館の位置を 

基準に南北に分けて行いました。その結果、見事南チームが勝利しました。 

 スイカ割り、卓球、テニス、ピンポン玉入れ、旗上げゲームなど、レクも大いに盛り上がりました。子どもたちに

とっていろいろな場面が思い出になったことと思います。これもみな合宿委員さんのおかげです。金子さん、橋

本さん、伊東さん、佐藤さん、伊藤さん、内田さん、お疲れ様でした。チームワークよく動いていただきいい合宿

になりました。本当にありがとうございました。 
 

 ７月１８日（土）に、全日本都道府県少年剣道大会、埼玉県予選会が県立武道館で行われました。この大会に

出場できるのは６月の浦和剣道大会で６年生の個人戦ベスト４の選手です。駒剣からは優勝した權田優樹選

手と３位の長谷部魁選手が出場しました。そして、權田選手は４回戦まで、長谷部選手は３回戦まで勝ち上が

り、浦和の代表選手として見事ながんばりを見せてくれました。 
 

 ７月２０日（月・祝）には、恒例の「塚越剣友会との交流会」が開催されました。今年は訪問する順番ということ

で、蕨東小学校の体育館で行われました。基本稽古、かかり稽古、試合、お互いの稽古とたっぷりの内容でし

た。毎年のことですが、とにかく暑い！終了後は充実感でいっぱい、夜の部でも剣道談議に花が咲き、今年も

盛会でした。また来年が楽しみです。 
 

 ７月２７日、２８日には中学校の県大会がありました。団体戦では、ＯＢのいる木崎中と原山中がどちらもベス

ト１６とがんばりました。また、個人戦では、權田陽樹先輩が４回戦まで勝ち上がり、特に２回戦で新人戦の県

チャンピオンに勝利した時は会場が湧きました。まだ２年生、今後にも期待しましょう。他にも大勢のＯＢ・ＯＧが

出場し、健闘していました。先輩方の活躍はみんなの励みとなります。３年生はこれで引退です。お疲れ様でし

た。受験生として勉強をがんばりながら、たまには顔を見せに来てください。 
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 剣道教室から入会した１６名が大変がんばっているという声をあちこちで聞いています。私もこのあいだ「筋が

良い」という話をしました。木曜日は別の場所で、土曜日は時間をずらしての稽古となっていますが、今のまま

一生懸命基本を身につけて欲しいと思います。合宿に参加した３名についても素直に取り組み、さらに上達し

ました。先輩たちに追いつく日も近いです。 
 先輩組は、本日の級審査会いかがだったでしょうか。自分の目指す剣道が体現できたでしょうか。合宿での

目標や年間通しての目標などを振り返り、そして、謙虚な心で親や先生方のアドバイスをもらうと良いでしょう。 
 今月は、２３日にＯＢ・ＯＧ会が予定されています。みんなで切磋琢磨して楽しみながら稽古していきましょう。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

よっ！  みんな，元気か？  

 

合宿はどうだった？  

暑かったし、苦しかったかもしれないけど、楽しかったし、剣道もじょうずになったよな。  

あまりかわらないって思っている人がいるかもしれないけど、大丈夫。ちゃんと力になっているからな。  

前にも話したことがあるかもしれないけれど、何ごともすぐにじょうずになることなんてないよな。 

勉強だって、サッカーだって、ゲームだってそうだよな。 

剣道も、同じだぞ。だから、大切なのは、じょうずになろうと努力することなんだ。 

勉強みたいにテストの点数が出るわけじゃないから、自分がじょうずになったかわからないよな。 

そこがつまらなくて、つらいところだな。 

だけど、それでもがんばるところが大切だぞ。そして、剣道はウソをつかないぞ。 

がんばっていると、ちゃんと力がついてくるんだ。これは、間違いない。 

だから、厳しい合宿を乗り切ったみんなは、ちゃんと力がついているはずだぞ。  

そして、いろいろな事情で合宿に参加できなかった人も同じだぞ。 

がんばるのは、合宿だけじゃないぞ。そして、がんばっていると必ず力がつくぞ。 

１日１０本でもいいから素振りをしてみよう。きっと違いが出るぞ。 

１日に１回剣道のことを考えるだけでも、違いが出てくるはずだぞ。  

大切なのは、気持ちだ。  

 

ところで、みんなは、先生方や先輩と剣道をするとき、どんな気持ちでいるかな？ 

「この相手にはかなわないから、適当にやろう」なんて人はいないと思うけど、 

ジャイアンは、もう少し、闘志(とうし)をもって向かっていってもいいんじゃないかと思うぞ。  

 

なんとか１本でも決めたい、先生に「まいった」と言わせたい、 

それが無理なら「おしかったな」と言わせたい、１本にならなくてもあわてさせたい、 

そんな気持ちをもって、向かってみたらどうかな？目標達成なら、みんなの勝ちだ。 

結果をノートに記録しておいても面白いかもな。 

そんなふうにすると、強い先生や先輩との剣道も楽しくなるぞ。 

 最後に、夏休みで時間があると思うので、ぜひ、防具や竹刀の手入れをしてくれよな。 

面ひもやどうひもを水洗いすると、汗が出てきて水が黄色くなって面白いぞ(あまり面白くないか )︎。 

面が白くなっている人は、汗がかわいて塩をふいてしまっているので、ぬるま湯でしぼったタオルで何度も押

し付けるようにすると塩を取ることができるぞ。  

防具や竹刀の手入れをするのも最初に言ったがんばることだぞ。  

９月には、一回り大きくなったみんなと剣道することができるのを楽しみにしているぞ。 

じゃ，またな！ 

 
駒剣のジャイアンこと 

齋田先生 
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太郎の百錬自得 
第１７回 打つべき機会 
 

８月１〜３日の夏合宿もあっという間に終わりましたね。 

河口湖といっても、昼間の体育館はやっぱり暑かったですね。 

でも、しっかり時間をとって、先生方から基本を教えていただいたし、苦しい掛かり稽古も 

みんなで乗り越えられた、と思います。本当にお疲れ様でした〜。（すぐ来年の夏合宿になるぞ〜。） 
 

やっぱり稽古を頑張るから、レクなどの時間がさらに楽しいよね。 

「苦しい先には快あり。」 

私も昔、稽古がやる気になれないときは、なんとなく稽古に参加していました。でも、そんなときは剣道も 

伸びないし、達成感もないんだよね〜。まだまだ暑い日が続きますが、「夏こそ剣道が伸びるとき」、とも 

言われます。一回一回の稽古は短くても、きっちり集中していきたいですね。 
 

さて、今日は「打つべき機会」についてです。 
 

基本技がある程度できるようになっても、いざ試合になると、当たらない、つまり、有効打突がとれない、 

ってことはないかな？（そんなのばっかりだよね？） 

多分、打っていっても、竹刀で受けられて当たらない、相手が間合いをとって外されてしまう、とかそんな 

ことばかりじゃない？さらには、当たったと思っても旗が上がらないとか… 
 

まあ、相手も一本取ろうと試合していますから、普通に考えたって簡単に打てるわけがないのです。 

さて、どうしたら、有効打突を取れるのか。 
 

実はこれは永遠の課題なのです（笑）ここがおぼろげにでも、わかる、と剣道は一気に楽しくなりますよ！ 
 

それは、打つ機会、です。 
 

これを外すと、どんなに良い技を出せても有効打突にはならないんだな。 

打つ機会はいくつかのタイミングがあるね。そのなかから、今日は大きく３つの機会を紹介したいと思います。 
 

まずは、その１。それは、「相手の起こり」です。 

なかなかできないけど、できたときは、多分野球でホームランを打つより快感だと思います（笑）。 

みんながわかりやすいように言えば、「相手より先に技を出す」ということです。ただ、相手が技を「出そう」

とするときの、まさに「出」のところで、こちらが技を出していないといけません。早くてもダメだし、待ってい

てはできません。これができるようになるには、先生や先輩とたくさん自ら前に出て技を出す稽古をするこ

とが大事です。 
 

さて、その２。「相手の居着き」です。 

これも難しいです。「居着き」というのは、何か自分がアクションを起こしたときに相手が何もできない状態

のことです。例えば、呼吸をしていて、吐いているときから吸う場面に変わる瞬間、例えば、相手のことを怖

いと思って気持ちが引いたとき、力んでしまったとき、など「居着き」を起こす原因はいろいろあると思いま

す。そのときに技を出せば、ちゃんと当たります。 
 

そして３つめ。「相手の技の尽きたところ」です。 

不用意に相手が打ってきた後ですね。こちらは相手の技を受けたり、避けたり、単に外れたりした後、とて

もチャンスです。気も抜けていますので、そこで技をだせばよいです。 
 

無理やり要約してしまうと、気合を入れて（相手が居着きやすい）、自分から技を出す（起こりを捉えやすい）、

次もすかさず技を出す（尽きたところ）、ということです。 
 

ん？？あれれ、これ、あれじゃない？？ 

何かな？？ 
 

答えがわかったら、８月中に私に言ってくれよ！当たった子には、何かプレゼントしようかと思います〜。 
 

○剣道の歴史篇 Vol.３…、はカミングスーンです。次回をお楽しみに。 

 
長谷部先生 
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★出場選手の感想★ 
工藤君 輝誠剣友会の相手は、面が速く動きが素早くて、負けてしまいました。 

 自分にとって足りないところが分かったので、そこを意識しながら、稽古に励み改善出来るように頑張 

 りたいです。 

住屋君 もう一本取れたらよかったです。 

武笠君 間合いをとって、ちゃんと打てばよかったと思います。 

佐藤君 いきなり一本うたれて、その後も気を抜いて二本うたれてしまったから、速くすばやくうてるようにしたい 

 です。 

石井君 今回の交流会では、副将をさせていただきました。その時はチームとして負けそうでした。 

 でも私と大将でぎゃくてんするような気持ちで相手と戦いました。けっきょくは負けてしまったけども、 

 声、気合いなど、できる事は自分の中でできたと思います。 

 この試合をいかして、けい古や次の試合をしたいと思います。 

奥田君 相手の打ちが早く、手の内もよくできていました。自分は踏み込みをきちんとできるようにしたいです。 
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長谷部くんの感想 

  先日行われた都道府県対抗の予選会では、一試合目、二試合目は自分から攻めて相面を取ることが 

できました。しかし、三回戦目にあたった浅田くんは、攻め方、試合の進め方が上手で、おされたまま負け 

てしまいました。応援して下さった方、ありがとうございました。 

權田さんの感想 

  全体的に声はでていて足は使えていたのですが、ベスト８決めの時は少し気持ちが弱くなってしまいました。 

自分の剣道に自信を持てるように、もっと稽古したいと思います。 
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★出場選手の感想★ 

武 笠 君 間合いをとって攻めることができればよかったです。次はがんばります。 

佐 藤 君 せっかくださせていただいたのに、負けてしまって残念でした。 

齊 藤 君 今回の試合は、二本勝ちできた。最初は、合い面を制し、その流れにのれて二本目もとれた。 

チームの空気を変えられたかもしれないので、うれしい。 

加 藤 さん 今回のけいこは『かえし胴』がうまくできました。すきをねらって胴を打ったので、兄が「きれいだね」 

と言ってくれました。一回目は決まらなかったけれど二回目に成功してよかったです。これからいろ 

いろなわざを試合で使いたいと思います。 

高 橋 君 ぼくは選手になれたのに負けてしまってくやしいです。ぼくが負けたあとうしろの人も負けてしまい 

ました。流れをつくってしまったのはぼくなので負けないような試合をしたいです。 

松 本 さん 私は、塚越剣友会との交流会で六年生と試合をやりました。一本とったけれど、そのあとゆだんをし 

てしまって 2本取り返されてしまいました。けいこでは、とても暑かったけれどがんばれたと思います。 

関 君 今回は、試合に出させていただいて、ありがとうございます。 

今回、同学年の前田君という相手と戦ったのですが、二本負けしてしまいました。 

奥 田 君 今回は試合に出させていただきありがとうございました。今回、中一の林さんという女の子と戦いま 

した。個人的には、足を使い前後左右に揺さぶろうとしましたが、失敗して場外に２度でてしまいま 

した。その後イライラせずに何とか二本取り返せました。 

チームとして、場外に出ていなければ、チームがもっと楽になったと思います。 

橋 本 君 ぼくは中２の上瀧君と試合しました。相手は、ぼくよりも背が高く、気持ちで負けてしまいました。 

そこで、相面を二本取られてしまいました。一本目は、足が準備できてなくて、打てませんでした。 

二本目では、足が準備できていたので、すぐ打てる体勢だったのですが、スピードで負けてしまい 

ました。団体戦では、特に気持ちで負けてはいけないことを学びました。みんなにもめいわくをかけ 

るし自分のモチベーションも下げてしまうからです。塚剣さんとの交流会は終わりですが、今回稽古 

や試合で学んだことを生かし、次の稽古につなげていければいいと思いました。 

塚剣さんと応援して下さった保護者の皆さん、本当にありがとうございました。 

斎 田 君 骨折から復帰しての初めての剣道が，この塚剣との交流会でした。暑さと久しぶりということで最初 

の基本打ちの時に気持ち悪くなってしまい，面をはずしてしまいました。こんなことで試合ができる 

か不安でしたが，試合になると夢中でやっていました。中学２年生の相手に勝つことができてうれし 

かったし，また剣道ができるようになってうれしく思いました。 
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長谷部君 塚剣と交流試合をして、中二の上瀧くんとやりました。 

結果は引き分けでしたが、もう少し自分から積極的に攻めれば良かったと思いました。 

權 田 さん 私は相手の子とやる前に、「うわ～中二だ！！」と少しおどろいてしまいました。しかも、体が大き 

かったのでよけいにおどろいてしまいました。ですが、試合が始まる直前に周りで見ていたみんな 

が「權田さんガンバレ！！」と声をかけてくれたので、「きん張」が「勇気」に変わりました。強い気持 

ちで試合に挑んだ結果は二本勝ちでした！！とてもうれしかったです。 

応援してくれた方々ありがとうございました。 

新井先生 とても暑い海の日でした。汗をたくさんかきました。皆がんばりました。 

塚剣の先生·皆様ありがとうございました。 

本田先生 先日は、塚剣の先生方、お稽古ありがとうございました。たまに朝稽古おじゃましてますが、いつも 

温かく迎えて頂いて、感謝、感謝です。 

前日の審査で撃沈し、凹んでいた私に、対外試合では、人生初の一本勝ちのビッグプレゼントで、 

励まして頂き、またまた感謝です。本当は、当たって反省なのですが…まだまだ修行が足りません。 

塚剣の子供たちは、あいさつが大きい！礼式が、ていねいで気迫がこもってる！感じを受けました。 

私も見習いたいです。また朝稽古、来年の交流会が楽しみです。 

最後に頂いたキーウィーのクーリッシュとっても美味しかったです。生き返ったようでした。 

ご準備頂いた塚剣の保護者の方々にも感謝申し上げます。来年もまたよろしくお願いします。 

清水先生 毎年、塚越剣との合同稽古は楽しみにしています。 

久しぶりに会う方々が、(あ、この人強くなってるなあ)とか感じる事もあります。自分も塚越の方々に、 

少しは(進化したなあ)と、思ってもらえるように頑張っているつもりなんですが。 

(印象は、胴だけだったかも…)試合も出させて頂きありがとうございます。 

引き分けでしたが、納得できる打ちが出せたので、良かったと思います。 

齋田先生 とにかく暑かった。稽古後に３リットルくらいの水分をとりましたが，夜までトイレに行きませんでした。 

駒剣士のみんなも，大変だっただろうと思いますし，みなさん，よくやったと思います。 

試合も，子どもたちががんばり，そのがんばりを大人が引き継ぐという形で，みんなで勝つことがで 

きました。よかったと思います。 

個人的には，勝負がかかった３本目で，大学生時代以来，２８年ぶりに試合で引き面を打ちました。 

とてもワクワクして，こんな楽しい機会を与えてくれた駒剣，そして塚越剣友会に感謝です。 

渡邊先生 今年の塚越剣友会との交流会も、和気あいあいとした中で無事おわりました。 

        諸先生方、塚越剣友会保護者のみな様、駒剣の保護者のみな様に感謝申し上げます。 

        とても暑い日でしたが、だれひとりあきらめる事なく頑張っていました。 

        私も３年ぶりに試合に出させていただき、心地良い緊張感とともに、 

チームの一人の選手としてのうれしさを感じた有意義な１日でした。 

西 先 生 二年振りの試合。普段自分が言っている事とやっている事が違ってしまいました。 

試合は難しいですね。 

長谷部先生 試合ありがとうございました。 

相手の先生は、先をかけて攻めてこられるので、自分のペースになりきらない試合でした。幸い、 

攻めが効いて、相手の手元を浮かせることができて、コテを取ることが出来ました。 

その後の地稽古も含めて、暑い中ではありましたが、楽しく交流ができて良かったです。 

本荘先生 試合後は複雑な心境でした。 

蕨東小に着いたら町田先生から「試合、大将は本荘先生対三澤さんだからね。」とご指名を受けま 

した。いい試合ができればと思っていましたが、結局何もできずに時間となりました。２分間は短か 

ったです。でも、複雑な心境というのは、「交流会なのだから勝ち負けは関係なし」「子どもたちもあ 

れだけがんばったのだから負けてはいけない」「長谷部さんが勝ったので本数同じで勝ち数１リー 

ド。負けるとチームは負け」色々な情報が頭にありながらの立ち合いとなりました。けして分けようと 

思ったわけではないのですが、結果的に隙を見いだせずに終わってしまった試合になりました(>_<) 

自分の試合はともかく、駒剣小学生が中学生に果敢に打っていく試合は感銘を受けました。 
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☆近藤千恵子先生☆ 
1.剣道を始めたきっかけは何ですか？ 

中学 2年の時に剣道部の顧問の先生に剣道をやってみないかと声をかけられて。 

2.剣道歴は何年ですか？  学生時代と合わせると 16年ぐらい。 

3.剣道をやっていて一番辛かったのはいつですか？また、それはどうしてですか？ 

中学校 3年生の時。練習の時、試合で勝った時、負けた時、どんな時も怒られ、しごかれた。お休みが

ほとんどなかったので辛かった。（月曜日のみ休） 

4.得意技は何ですか？  小手と胴。 

5.苦手な相手はどんな相手ですか？  待ち剣の人 

6.家でやっている剣道の練習はありますか？  返し技がうまくなるように手首の柔軟、足さばきの練習 

7.家でできる体幹バランスのトレーニングを教えてください。  パワーボール 

8.小手を早く打つコツはありますか？  手首の柔軟 

9.着装が乱れないよう胴紐や面紐を固く結ぶコツを教えてください。 

新しい紐はかたいので、濡らしたりする。 

10.試合本番になると緊張して足が出なくなるのですが、どうしたらよいですか？ 

  試合に夢中になること。どんなに強い相手にも一本取るという強い気持ちを持つ。 

11.本に書いてあったのですが、「一万時間の法則」は本当ですか？剣道も一万時間一生懸命にすれば

一流になれますか？ 

  私は本当だと思いますが、一流のレベルって？？ 

12.大切にしている格言はありますか？   なし 

13.剣道以外の趣味はありますか？  映画鑑賞 

14.一番行きたいところはどこですか？  フランス モン・サン・ミッシェル 

15.一番欲しいものは何ですか？  お金 

16.普段されている仕事は何ですか？  事務 

18.丸山先生について、どんな先生だったのかエピソードなど教えてください。 

誰かをひいきしたりすることなく、どんな時も子供も大人も本人の良さをのばしてくれる 

（心、剣道）先生でした。 
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