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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 

<１２月の予定>

◎稽古

木曜 土曜 17:30～
19:003日 5日

10日 12日

17日 19日

24日 26日 なし

31日

※記念総合体育館＠さいたま市桜区

■ 23日（水・祝）　　　13：00～17：00　クリスマス会（記念総合体育館　多目的室Ｄ）

■ 21日（月）　　　　　 5：00～7：00埼玉大学　寒稽古 前半（埼玉大学体育館）

　　 ～30日（水）

<１月の予定> ※稽古場所は、本太中学校 修道館をお借りする予定です。

◎稽古 　・木曜日　　　 17：30～19：30　（※稽古時間が30分遅くなりますのでご注意ください）

　・土曜日　　　 15：00～17：00

■ 5日（火）　　　5：00～7：00 埼玉大学　寒稽古 後半（埼玉大学体育館）

　　 ～15日（金）

■ 7日（木）　　　稽古初め

■ 9日（土）　　　鏡開き

■10日（日）　　鳳翔剣大会（埼玉大学体育館）

■30日（土）　　19：00～21：00 駒剣寒稽古打ち上げ（浦和ワシントンホテル　ファーマーズガーデン）

与野体育館　競技場 ※本太中修道館　稽古納め

休み

※12月～2月は、駒場体育館が空調設備・LED照明設置工事により休館となります。

　 お稽古場所は下記の通りとなりますので、確認の上、ご参加願います。

本太小学校
体育館

記念総合体育館　多目的室Ａ 記念総合体育館　多目的室Ｄ

17：00～19：00 15：00～17：00
記念総合体育館　多目的室Ａ 記念総合体育館　多目的室Ａ

記念総合体育館　多目的室Ａ 記念総合体育館　多目的室Ａ

※本太中学校 修道館の工事が終わり次第、修道館をお借りして稽古する予定です。

その場合、上記稽古場所から変更がありますので、確定次第、連絡いたします。

 

 
菅原先生のお宅にて 

http://komaken.greater.jp/old_koma_hp/index.html
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 本荘先生からのお言葉 
               誰もが慌ただしさを感じる年の瀬、師走となりました。 

陽の当たるところでは暖かいと感じることもありますが、朝晩の冷え込みは厳しく、 

冬の到来を感じる今日この頃です。 

 

 １１月から、全員いっしょの稽古となりました。２７年度新入会員組はよくがんばっています。終盤のかかり稽

古の様子を見ていても、十分ついていけると感じました。少しずつ応じ技なども指導していき、早い段階でど

んな稽古内容でも対応できるようにしたいと思います。「上手な人を見て学ぶ」、見取り稽古と言いますが、剣

道では大変重要なことです。稽古中でも「見て学び」そして「真似してみる」と上達がさらに早くなると思います。

本太小学校での稽古に参加する人もでてきました。熱心でけっこうですがあわてる必要はありません。自分の

ペースで稽古が好きになるよう、取り組んでいってください。 

 

 この秋の審査会で、山田先生が六段にご昇段なさいました。大変おめでた 

いことです。教えを受ける我が剣友会にとってもうれしいですね。先生にはます 

ますご精進いただき、これからもたくさんのことを教えていただきたいと思います。

稲森さんも五段に昇段されました。おめでとうございます。 

 また、林さん（林くんのお母様）が入会されました。剣の道を一歩一歩あゆんで

いってください。新しい仲間ができてうれしいです。歓迎いたします。 

 

 １１月１５日が菅原先生の８５歳のお誕生日でした。子どもたちがあらかじめ 

“おめでとうカード”を書いてくれていたので、それをまとめたもの(伊東さん作成)と 

お花とお菓子を持って、当日先生のお宅に行ってきました。当初は数人で伺う 

つもりでしたが、先生から「日本刀を見せたいので、２０人でも３０人でも来て欲しい」と言われ、お言葉に甘え

て参加者を募ったところ、本当に２０人になりみんなで押しかけました。大勢での訪問を先生はことのほか喜

んでくださり、色々なお話を聞くことができました。日本刀も見せていただき（持たせていただき）皆感動してお

りました。「駒場の道場に行きたいのだけど・・・」が先生の口癖です。またぜひ道場においでいただきたいと

思います。 

 

 ２２日には鳩ヶ谷の大会が八幡木中学校で行われました。ＡＢチーム共に予選リーグは２位で抜け、決勝ト

ーナメントに進むことができましたが、どちらも四誠館に敗れました。今回の四誠館チームは強かったです。

予選を見て感じたのは、しっかり攻めて相手の手元を浮かせて小手を打つ巧さです。小手打ちだけでなく、 

まっすぐの面があっての技なので、そこをどのチームも打たれていました。勉強になりました。試合後の合同

稽古で、四誠館の高橋館長先生と一本お願いしたいと思っていたところ、館長の方から並んでかかってきてく

ださいました。いい汗をかけました。 

この大会は、毎年メンバーは替わりますが、それぞれの団体の剣風が引き継がれていて面白いと感じてい

ます。他からは駒剣の剣風はどう見えているのでしょうか、気になるところです。とにかく今年は入賞を逃しまし

た。来年は、５０回記念大会とのことです。一年後、今年よりも上位にいけるようしっかり稽古していきましょう。 

 会場となった八幡木中学校は、私が教師として初めて赴任した学校です。１年目、あの体育館で剣道部顧

問として生徒と稽古をし、１年生の担任として教室で日々格闘していました。楽しい思い出がいっぱいありま

す。「こんなに楽しくてお金（給料）までもらえる」なんて思ったこともありましたが、当たり前ですがいいことばか

りではなかったです。なんにしても「初心忘るべからず」を意識できる場所なのです。 

 

 剣道経験が２年以上になるメンバーも、新しく剣道を始めがんばっている仲間を見て、自分がはじめた頃を

思い出し「謙虚に 真剣に ひたむきに」稽古していきましょう。今月、来月と駒剣も『寒稽古』です。２か月間、

地力をつける稽古をしていきます。がんばりましょう。 

  
 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A7dPeC_cLF1WyF4AGSYdOfx7/SIG=12bk0kp7g/EXP=1449033308/**http:/illustrators.jp/img/works/m/0849_00000035200.jpg


3 

 

 



4 

 



5 

 

 
  

～出場選手の感想～ 
【Aチーム】 

渡 邊 くん  もうちょっと声を出していればいいと思いました。 

Aチームの先鋒として絶対全部勝つ！という気持ちで挑んだけれど、チームを盛り上げていけなかったのが 

残念でした。来年、また出場させていただけたら、四誠館に勝ちたいです！（期待されすぎても困るけど…） 
 

佐 藤 くん  三回戦目で、小さい子に一本も取れなくて、残念です。 
 

村 松 くん  今回の試合での課題点は、「打ちの速さ」だと思います。先生方からのアドバイスで同じタイ 

ミングで打っているのに、相手の方が速い。これは自分の打ちに欠点があるからだと思います。 

その欠点をけい古で見つけ、改善していきたいです。 
 

權 田 さん  今回は小学生最後の鳩ヶ谷剣道大会で、上位入賞できたらなと思い参加しました。リーグ初 

戦は負けてしまいましたが、後の 2試合に勝ち、トーナメントに上がることができました。 

四誠館 Aチームはとても強かったのですが、気持ちで負けないように前へ出て試合をしようと思いました。 

反省としては、試合中のメンバーの応援がもっとできるようになるとよいと思います。 

応援ありがとうございました。 
 

長谷部魁くん  試合に出させていただき、ありがとうございました。あまり活躍できず、残念でした。けい古 

不足だったので、もっとけい古をがんばりたいです。 
  

 真 砂 くん  今日は鳩ヶ谷剣道大会に出させて頂き、ありがとうございました。アップの時にあまり体を 

動かせず、第一試合で思うように動けませんでした。自分が勝たなければいけないところでしたが、チームに 

迷惑を掛けてしまいました。今回の大会で、試合当日のアップがどれほど重要なのかを思い知りました。 

尾島先生に言われた通り、アップを第一試合だと思って大会に臨みたいです。 
 

河 内 くん  今回は、鳩ヶ谷秋季剣道大会に出させていただきありがとうございました。反省する点は 

僕は大将でチームをまとめる立場だったのですが、少し指示を出すのが遅れてしまう時があったということと、 

試合に関しては、つばぜり合いで下がった後、自分から攻められず、先に相手に攻められたことがありました。

もっと先に自分から攻めて、相手に攻めさせない剣道ができると良いと思いました。 

また、前の小学生の子達がつないでくれたのに、チャンスを生かせずすみませんでした。駒剣士として出さ 

せていただく最後の試合だったのですが、もう少し良い試合ができたら良かったです。すみません。 

応援していただいた先生方、保護者の皆様、駒剣の皆さん、ありがとうございました。 
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【Bチーム】 

住 屋 くん  決勝トーナメントの１回戦目で負けて、くやしかったです。次は勝ちたいです。 
  

武 笠 くん  今日の大会で、ぼくは残念な結果でした。一回戦目は二本取られましたが、みんなが勝っ 

ていたので、ぼくもがんばるぞと思いました。二回戦目は、一本取られました。 

三回戦目は、ほとんどの人が負けていて、ぼくも小手を二本取られてしまいました。引こうとしたところをうたれ 

てしまいました。 
  

川 島 くん  試合目は相手のふり返りざまをうつことができた。二試合目は小手をとられてまけてしまった。 

五将として、ながれを変えたかった。三試合目は、手元が上がってしまい、胴をとられてしまった。 

これからは、自分の役目を果たし、しっかりと勝ちたいです。 
  

峯 く ん  一試合目は勝てたけど、二，三試合目は自分から攻めて行くことが出来ず、負けはしなかっ 

たけど、引き分け。今回の反省を生かして試合に勝てるようにしていきたい。 
  

橋 本 くん  今日は、鳩ヶ谷剣道大会に出させて頂き、ありがとうございました。 

一回戦目は引き分けでした。二回戦目は、背の高い山口君とでした。結果は面二本負けでしたが、あきらめ 

ずにできました。三回戦目は、気をぬいてしまったところを、相面されて負けてしまいました。 

決勝トーナメントまで何とかいけましたが、流れを変えることができず、そこで止まってしまいました。 

この大会で、足を使うということを学びました。ぼくがチームの足を引っぱってしまったことも反省しています。 

改善できた点は、前回の少年少女剣道祭では、場外を２回してしまい、負けてしまったのですが、今大会は 

場外反則をとられませんでした。後に下がりすぎなかったのが反則を取られなかった大きな理由だと思います。 

今回は、改善点がたくさん分かる、実りある試合でした。稽古でも生かしたいです。ありがとうございました。 
  

安 部 くん  今日の試合ではなかなか自分から飛び込むことができず、オドオドしているうちに打たれた 

りと、良い試合が出来ませんでした。また、相手の打突などを竹刀でよけた時にコテががら空きで何度も打た 

れてしまったので、そのような現実を受け止めてこれからしっかり変えていきたいです。 
  

長谷部(颯)くん  全部引き分けっていうのは…。勝てないし、負けない、後から思うと、守るのが多いんだなー 

と思われます。山田先生には、「もっとしっかり構えて。」とは言って頂きましたが、無意識に手元が上がって 

しまいました。僕の理想は、「構えて構えて中心しっかりとって打つ。そして相手が打ってきたら、すぐさま返 

してやる。」っていう剣道です。まだまだこの理想とは程遠いですが、もっともっと頑張っていきたいです。 

そして、テストや部活を言い訳にサボりつつあった駒剣にも行きたいなあと思います。 
  

奥 田 くん  今回は、鳩ヶ谷の大会に補欠として出させていただきました。最初駒場で、本荘先生に「補 

欠、奥田。」と言われたときは、悔しくて心が折れそうになりました。でも、行ってみると駒剣の良いところ、悪 

いところも見つけられて良かったです。また、となりで尾島先生にもいろいろなことを教えていただきました。 

また、チームが負けて少しどんよりしているときに、もりあげられるようにがんばって声をかけられました。今回 

は悔しい結果に終わってしまいましたが、次回は、自分の剣道ができるように日々のけい古を濃厚なものに 

していきたいです。 
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よっ！ みんな，元気か？ 
１２月から駒場体育館が使えないので，いろんな場所を借りて稽古をすることになるな。 

そんなとき，駒剣士のみんなは，何に注意すればいいか，言わなくてもわかっているよな。 

 

まずは，あいさつ。 

剣道は「礼に始まり礼に終わる」と言われるくらいだから，あいさつがとても重要。この前，礼式で尾島

先生が，最初に目が合った時が勝負だ（あいさつのタイミングだということ）をおっしゃっていたな。 

ジャイアン，どきっとしたぞ。言われてみればその通りで，最初に目が合った時に，大きな声であいさつ

ができないとチャンスを失ってしまい，なかなかあいさつができなくなってしまうぞ。 

だから，最初に目が合ったらきちんとあいさつしよう。そして，それは外部の人に対しても同じだぞ。 

 

次に，周りの人に迷惑をかけないこと。 

ゴミを散らかすなんてとんでもないことなのはわかるよな。でも，それだけじゃないぞ。 

忘れ物をしたり，持ち物を忘れたり，話をきいていなかったり，そのために全体が遅れちゃったり・・・・・・ 

自分だけの問題だと思っていても，師範の先生，後援部のお父さんやお母さん，錬成部の先生方，施

設の係の人などに迷惑をかけていることがあるぞ。気をつけような。 

 

最後に感謝の気持ちだ。 

本来なら，工事で剣道場が使えないので，稽古ができないところを先生方や役員の方々のおかげで何

とか場所を見つけて稽古をさせてもらえるんだぞ。お父さんやお母さんだって，場所が遠くなったりする

けど，送り迎えしてくれたりと，色々とフォローしてくれているぞ。 

そして，そのようなことができるのは，師範の先生方が場所が変わっても都合をつけて指導をしてくれる

からだよな。「打って反省，打たれて感謝」の前に，そもそも剣道ができることに感謝すべきだよな。 

そういう気持ちでやると，１回１回の稽古も真剣に取り組むことができるよな。 

 

なんか，今回は，ガラにも無くえらそうなことを言ってるな。そんなにほめられると照れちゃうな。 

えっ？ほめてない。なんだと(｀_´) 

 

話はがらっと変わるけど，ジャイアンは仕事が忙しくて，最近，ぜんぜん稽古ができないでいるんだ。 

剣道したくてウズウズしてるけど，仕事は終わんないし・・・「わーっ！」って大声を上げたくなるよな。 

 

稽古ができるみんながうらやまし～ 

 

そして，１２月は，寒稽古があるぞ。 

ジャイアンは朝寝坊なので寒稽古には行かないが， 

寒稽古に行くみんなはがんばってくれよな。 

こっちも，感謝のこころを忘れずにな。 

 

じゃ，またな。 
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太郎の百錬自得 
第 21回 踏み込み足 
前回は、構えたときの“体勢”や“重心”のことを書きました。 

今日は、一歩進んで、“踏み込み足”について考えてみましょう。 
 

剣道では、送り足よりも、「前に」「素早く」体を運ぶために「踏み込み足」による打突を行いますよね。 

まあ、私は、より「前に」「素早く」いくために、“結果的”に「踏み込み足」になる、と思っていますが。 

それはさておき、ここが実はかなりのハードルです。 
 

何と言っても、手と足がバラバラになりやすいです。手と足が合わないと打突に力が入りません。 

実は、小さい頃から剣道をしていて、感覚的に手と足が合っていると、合わないように打つ方が難しいものです。 

私もどちらかというと感覚的に合っていたタイプなので、どうしたら手と足を合わせられるようにうまく教えられるか、と

いうことでは未だに悩むところがあります。 
 

ここで、初心者によく教える手順をおさらいします。 

【教えの手順】  ・構え（中段）のまま、大きく竹刀を振り上げ、振り下ろす。 

・前後左右の「送り足」を稽古。 

・「送り足」と「竹刀の上下運動」の連動 足捌きと素振り。 

～いよいよ、踏み込み足へ  
 

大体、みんなこんな感じで、稽古してきたかと思います。 

踏み込み足は教え方がいろいろあるかと思いますが、一例としてこんな手順で教えることもあります。 

（例１） １．竹刀を振りかぶってから、踏み込みと打突を同時に行いやすくして、感覚を覚える。 

２．竹刀が振れるようになってきたら、振りかぶりと振り下しを一拍子でできるように、修正していく。 

３．さらに竹刀が振れるようになったら、下半身が先に始動し、少し遅れて素早い振り上げ振り下ろしへ。 
 

これが簡単にできてしまう子と、なかなか体得できない子とに分かれるのですが、どちらが運動神経がよいとかでは

ない、と思います。なかなか手と足が合わなかったのに、合うようになったら、めきめきと強くなった、なんて話はごろ

ごろ聞きますから。 
 

原因はいろいろありますが、考えられること。まず竹刀が振れていない、ということが考えられます。 

これは基礎体力の問題です。解決するには、それぞれの体力に応じて、自由に振れる竹刀を選ぶということです。 

5年生だから、36にしよう、とか考えず、ちゃんと振れないなら、34で 32でもいいと思います。ですが、少し重めの竹

刀でも素振りするのがおススメです。重い竹刀を振ることで体幹が鍛えられますから。 

重い素振りは、打ちに強さが出ます。軽い竹刀を振ることで、竹刀を振る速さを上げられます。両方重要なことです。 
 

次に、左足で身体を前に出せていない、ということです。 

すぐに左足が引き付けなさい！とよく注意されることが多いかと思いますが、なかなか難しいです。 

しっかり左足で「踏み切る」ことが重要です。 

「踏み切り」とは、身体を前に出すために、一番後方の左足の床面を後・下方向に押しつけることでよいと思います。

ちゃんと踏み切っていれば、打ちだすときに、踵があがることはありません。ここは大いに研究の余地があります。私

も未だに試行錯誤をしています。ちゃんと踏み切れば、自ずと左足が引きつけられるものです。よく先生方に左足を

引きつけなさい、とご指導いただく場合は、踏み切りを意識してみたら、どうでしょうか。 
 

いろいろ書きましたが、しっかりした踏み込みには、正しい踏み切りを覚えるのが最短ルートかと思い始めているくら

い、踏み切りの重要性を今感じています。 

でも一旦まとめましょう。 
 

 気剣体の一致した「踏み込み足」の打突をするには、 

・素振りをして、竹刀を自由に振れるようにしよう。 

・重い竹刀よりは、まずは自由に振れる軽めの竹刀を使おう。 

・左足でしっかり「踏み切る」ことを覚えよう。 

・「踏み切る」とは、左足の床面を後ろかつ下に押しつけること。 
 

冬の稽古で体得できるといいですね！私も冬の稽古テーマは「踏み切り」にしようかと思います。 
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今月は、須山先生＆田村先生をご紹介します！ 

お見かけしたら、声をかけてみましょう！！ 
 

須山先生 

1.剣道を始めたきっかけは何ですか？ 

中学でバスケットボール部に入ったのですがケガをしてしまい、練習を休んでいた時に剣道部の先生から 

誘われたためです。 

2.剣道歴は何年ですか？ 

本当に稽古を続けていた時期でいうと（仕事やケガで全く稽古しなかった時期もありました） 

トータルで 25年ぐらいだと思います。 

3.剣道をやっていて一番よかったと思う瞬間は？自分の理想に近い稽古（相手のど真ん中に打ち込んでいく稽古。 

その結果として打てた、打てなかった、は二の次）です。 

4.剣道をやっていて一番楽しかったのはいつですか？  現在は、稽古をしている時はいつも楽しいです。 

5.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？ 

肉体的につらかったのは高校の時の寒稽古です。掛かり手とほぼ同じぐらい基立ちがいて鍛えられました。 

いまは稽古ができない時期が続くと、体の調子がおかしくなってツライです。 

6.得意技は何ですか？  メンです。 

7.苦手な相手はどんな相手ですか？  今はあまり苦手なタイプとか感じなくなりました。ただ、上段の構えをうまく 

取る相手だと、よく打たれてしまうことがあります。 

8.家でやっている剣道の練習はありますか？ 

  家ではほとんど稽古しません。稽古は道場のみ。家でやるのは竹刀とか道具のお手入だけです。 

9.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。  今はやっていませんが、左足 1本で構えることです。 

10.小手を早く打つコツはありますか？   

メンを打たれてもいいから、首を曲げたりせず、体と竹刀を真っ直ぐに前へ 

出していくこと（自分もうまくできませんが）。 

11.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。   何回も結ぶ練習をすることです。 

12.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？ 

自分もそうでした。でも、稽古を十分に積んでおけば、どんな場面でも無意識に体が動くと思います。 

緊張して体が動かないということは、稽古が不足しているということです。 

13.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？ 

「一流」の意味が分かりませんが、正しい稽古を積めば必ず強くなります。稽古を怠ったり間違った稽古を重ねると 

力が落ちていきます。大人になるほど、それが明らかになります。 

14.大切にしている格言はありますか？ 

  我以外皆我師（自分以外の人は、みんな自分の先生である＝相手が子どもでも大人でも段位が上でも下でも、 

どんな人でも自分の先生として学ぶべきことがあるという意味）。 

15.剣道以外の趣味はありますか？ 

ありません。というか、剣道は生活の一部になっていて、趣味とも言えないような… 

16.一番行きたいところはどこですか？    特にありません。 

17.一番欲しいものは何ですか？   剣道をコンスタントにできる時間、かな？ 

18.普段されている仕事は何ですか？    新聞記者です。 

19.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。 

  「どんな子どもでも、いいところは必ずあるものだから、それを見つけて褒めてあげなさい」とおっしゃられていま 

した。駒剣の先生方が試合に負けても決して怒らず、むしろ褒めることが多いのは、まさに丸山先生の教えが元に 

なっていると思います。 
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田村先生 
1.剣道を始めたきっかけは何ですか？  中学校の部活動として、自分で決めて始めました。 

2.剣道歴は何年ですか？  25年。 

3.剣道をやっていて一番よかったと思う瞬間は？  稽古が終わって面を取ったとき。 

4.剣道をやっていて一番楽しかったのはいつですか？  試合で、自分に旗が 3本上がったとき。 

5.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？ 

短大 1年生のとき、大会の一週間前にアキレス腱を切って半年間稽古ができなかった。 

6.小手を早く打つコツはありますか？  手首をやわらかく。相手が出てきた瞬間。 

7.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。 

何回も練習しかないと思います。ギュッとする。 

8.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？   深呼吸をする。 

9.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？ 

とりあえずやってみましょう。信じて実行。 

10.大切にしている格言はありますか？  迷ったら基本に戻る。 

11.剣道以外の趣味はありますか？   絵本の読み聞かせなど。 

12.普段されている仕事は何ですか？   スーパーのレジを担当しています。 
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☆お父さん、お母さんの剣道体験稽古会 参加者の感想☆ 
林 さ ん 最初は防具をつけて動いているだけで疲れてしまって、最後まで頑張れるか心配になってしまいました。ところが、

だんだん大声を出すことが気持ちいいな～と思い始めました。大人になると大声を出す事が無くなっているので、久しぶりにスッ

キリしました。身体の方は、普段の運動不足から、ロボットのようになりましたが、楽しい時間を過ごす事が出来ました。そして、子

供たちが防具をつけ稽古に参加している大変さもわかりました。みんな凄いな～と尊敬してしまいました。ご指導頂いた先生方、

準備等ご協力頂いた保護者の方々のおかげで、楽しく時間が過ぎました。ありがとうございました。 
 

菊 地 さ ん この度は、体験稽古会に参加させていただき、本当にありがとうございました。先生方始め、皆様には大変お世話

になりました。 

日頃、息子の稽古を見ながら、偉そうに意見していた事、激しく反省致しました…！ 

防具を着けて、立ち回る事だけでもこんなに大変だとは… 

でも、先生のご指導をいただきながら、ちょっといい感じで竹刀が振れたかも？！と感じた時の気持ちよさも、ほんのすこしですが

味わう事が出来た様な気がして…嬉しかったです。 

(試合の方では、緊張のあまりもつれて、恥ずかしい姿をお見せしてしまい申し訳ありませんでした…！) 

今回の体験で感じた事はとても貴重だなと思います。ずっと忘れずに、これからも子供達を応援していきたいと思います。 
 

内 田 さん 貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。いざ防具を身につけてみると、手足が思うように動かず、大

苦戦！駒剣の子供たち、よく頑張ってます！！ 
 

小 澤 さ ん 剣道の体験ありがとうございました。 

私は、中学生の部活以来 約３０年ぶりに剣道をやり、まったく覚えていない自分にビックリするやら 恥ずかしいやらでしたが、い

ざ、竹刀を持ってみると、足さばきは、なんとか覚えている自分に またまたビックリしてしまい、ひさしぶりの剣道が なんだか楽し

くて ちょっとはしゃいでしまいました。大人になってからの剣道も なかなか良いかもと実感できたので、また自分の時間ができた

ら、はじめようかなあと思いました。貴重な時間をありがとうございました。 

 

橋 本 さん ご指導下さった先生方、剣道着・防具一式をお貸し下さった近藤先生、そして色々サポートして下さった保護者の

皆様に感謝致します。どうもありがとうございました。 

普段の運動不足のため、木曜の稽古だったにも関わらず、火曜日まで筋肉痛を引きずりました。学生時代は常に体育は好成績

であり、どんなスポーツでもソツなくこなしてきましたが、剣道だけは例外のようです。見ていると簡単そうですが、やってみると難し

い。手足の動きはちぐはぐで、足が合わなかったり、空振りしたりで散々でした。情けない姿をお見せしてしまいました。従来まで

は「駒剣で剣道を始めませんか？」とよく先生方に声をかけられていましたが、あの体験の日以来、誰からも声をかけられなくなり

ました。 

この体験は「お母さんの剣道体験稽古会」ではなく、「お父さん・お母さん」ですので、ぜひお父さんにも多く参加して欲しいと思

います。ところで、礼式のとき、何も考えずいちばん上座に座っていたことを思い出しました。大変失礼しました。 

 
 

☆番外編☆ 
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佐 藤 さん 初の着装、初の打ち込み…初めて尽くしでこの歳にしても初めてのチャレンジにドキドキ、ワクワクの連続でした。 

イメージ通りにはいかず上手く動けませんでしたが、自分なりに声を出し頑張れたと思っていました…が息子からはダメ出しの連

発でした。（こんなに私も息子にダメ出ししていたのかなぁ〜と少々反省） 

ご指導やご準備に携わってくださった先生方、錬成部や後援部の方々、大変お世話になりありがとうございました。 
 

菅 井 さ ん 子供の時に辞めて以来、３０ウン年ぶりに面を着けました。 

どこまで覚えているか、どこまで体が動くか、ドキドキわくわくして当日を迎えました。 

「面をかぶるとこんなに音が聞こえないんだ…」「 胴がアゴに引っ掛かって、座ったままの礼が出来ない…」 

…新鮮な驚きの連続でした！緊張でガチガチになっていましたが、担当して頂いた新井先生の優しい笑顔とお声掛けのお陰で

徐々に和らぎ、楽しい時間を過ごす事が出来ました。 

息子の今の気持ちに少し近付けたかな？素晴らしい、貴重な機会を与えて頂き、本当にありがとうございました。 

…二日後、筋肉痛ですっかりロボットと化し、息子を少し尊敬しました。 
 

奥 田 さ ん 着装から竹刀の握り方、お作法まで近藤先生はじめ皆さまに付きっきりで教えていただきました。せいぜい子供の

後ろの方で竹刀振るぐらいかな、と当日まで甘く見ていたのですが(笑)、あんなにも丁寧に教えていただきまして本当にありがとう

ございました。 

お陰さまで私は楽しく体験させていただきましたが、小学生会員の皆さんはなかなかうまくいかずに辛い思いもすることでしょう。

身体ひとつでできるスポーツも多いなか、剣道を選んで頑張っているみんなに改めてエールを送りたい気持ちになりました。みん

な偉いよ！これからも頑張ってー！！ 

 

 

●最後に・・・ 

寒稽古がもうすぐ始まりますが、参加する人たちは、こちらを心得てうかがいましょう。 

 

 


