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★今年は合宿の写真を回覧しません。yahooボックスからダウンロードしてください★ 

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  

<９月の予定>
◎稽古時間：木曜日・・・17：00～19：00　

土曜日・・・１部　13：00～15：00　(初心者対象)

土曜日・・・２部　15：00～17：00　　

木曜 初心者 初心者以外 土曜 １部 ２部

1日 第2体育室 剣道場 3日 剣道場 剣道場
8日 柔道場 剣道場 10日 剣道場 剣道場
15日 第2体育室 剣道場 17日 剣道場 剣道場
22日 24日 稽古休み 剣道場
29日 柔道場 剣道場

■ ３日（土） 一、二、三級審査会・初二段講習会・合同稽古会（駒場体育館）
■ ３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

■10日（土）　　13：00～ 役員会
■10日（土）　　14：00～17：00お父さん・お母さんのためのスコアつけ講習会

※1部2部合同。開始時間にご注意ください
■18日（日）　　さいたま市民剣道大会（さいたま市記念総合体育館）

<10月の予定>
◎稽古時間：木曜日・・・17：00～19：00　

土曜日・・・１部　13：00～15：00　(初心者対象)
土曜日・・・２部　15：00～17：00　　

■ ６日（木） 大相撲さいたま場所が開催され、終日駒場体育館が使用できないためお休み。

■ ８日・15日(土)１部２部ともお稽古場所が未定です。

<１１月の予定> 　※11月からは全員が一緒でのお稽古になります。

◎稽古時間：木曜日・・・17：00～19：00　
土曜日・・・15：00～17：00　　

■６日（日） 埼玉県剣道大会（小学生の部　県立武道館）
■10日（木） 17：00～19：00 お父さん・お母さんの剣道体験稽古会
■12日（土） 15：00～17：00 保護者会（駒場体育館　２F会議室）

秋分の日　稽古休み

※24日、1部のお稽古はありません。
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本荘先生からのお言葉 
 

 

             ここのところ相次いで台風が発生し、各地で被害が出ています。市役所で勤務する一職 

員としては、時間ごとの進路や勢力に注視する毎日のように感じます。天災だけでなく人 

災と言える青少年に係わる事件事故も起きています。『君子危うきに近寄らず』剣道の修 

行を生かし、できるだけ危険から遠いところに身を置くように心がけましょう。 

 

 さて、８月はイベント盛りだくさんの１か月でした。まずは６日から８日まで行った「駒剣夏合宿」です。山梨県

河口湖での合宿は今年で４年目となりました。今回もしっかり稽古したっぷり遊んで楽しんできました。合宿委

員さんが色々と趣向を凝らしてくださり、素敵な合宿になりました。初日が細野君の誕生日で、合宿委員さん

があらかじめお母さんから手紙を預かっていて、夕食後その手紙が読み上げられ、みんなで「Happy Birthday

♪」を歌ってお祝いしました。２日目夜のレクも大盛り上がりでした。はじめに、小豆をお箸でいくつ取れるかと

いう団体戦、大人は利き腕ではない方でと言われ、私はまったく取れませんでした。埼玉大学寒稽古の Xデ

ー（両手両足左右逆の稽古）が活かされませんでした。次に、みんなで新聞紙に乗り、クイズに間違えると新

聞紙が半分になっていくゲームでした。だんだんとヒートアップし真剣さが増して大笑い。先生方に関するクイ

ズがあり、私に関するもの（妻に取材あり）で、「本荘先生が嫌いで食べられないものは次のうちどれでしょう？」

「①カニ ②カキ ③カメ」（おそらく選択肢はカで始まる２文字に揃えた）貝類があまり好きでなく正解は②な

のですが、③と答えたグループで「カメ食べられるんだな、好きなんだな。」と口では言わなくても目で私に抗

議しているチームがあり少々怖かったです。他にもスイカ割りやテニス、毎回の飲み物の準備、試合場の設営

などいつも先をとって動いてくださりお疲れになったことと思います。毎年のことですが、合宿委員さん、そし

て応援に駆けつけてくださったたくさんの保護者（今年はとても多かったです）の支援のおかげで有意義な合

宿となりました。本当にありがとうございました。             稽古した体育館と後方にそびえる富士山 

                                 （試合の日の早朝 月山荘の部屋から） 

 ２７日には級審査会がありました。最初に受審するうえでの注意

をしましたが、皆がよくそれを意識して基本通りしっかりとした立ち

合いができていました。全体的に良かったのですが、特に目立っ

た人が何人かいました。その人が他の人と何が違うかというと、体

に勢いがありました。ただスピードがあるというのではなく、体から

気迫が漲っていてパワーがこちらに伝わってくるのです。野蛮で

品のないのはいけませんが、相手と戦う武道ですから、体から漲

るパワーは大事です。全員が昇級しました。そのへんも意識して、

また次の級を目指して精進していきましょう。 
 

 ２８日は午前に浦和剣連の少年強化稽古会があり、駒剣からは５人の強化選手が参加するとともに、たくさ

んの錬成部の方が尾間木中学校に駆けつけてくださいました。日頃できない先生方や他の団体の剣友と剣

を交える良い機会となりました。このあと１１月の県大会に出場する選手が決定するようです。選ばれたら浦和

の代表としてしっかり戦ってきてください。選ばれなかったとしてもこの経験は必ず次に活きることでしょう。学

んだことを駒剣の稽古でも活用してみてください。 
 

 その午後は「ＯＢ合同稽古会」でした。小学生、中学生、高校生、大人の剣士、小学生とＯＢの保護者、さら

に将来の駒剣士（BABY）も合わせて１００名を超える人が集まってくれました。まさに『駒剣ファミリー』です。

今年も尾島先生に進行をお願いし、後援部のお母さん方にもＯＢ会担当さんがいて、ずっと前から準備してく

れていました。皆さんのおかげで１３時前から１７時過ぎまでずっと楽しく幸せな時間でした。丸山先生、杉山

先生も目を細めて喜んでくれたことと思います。 

ＯＢ・ＯＧがどんどん成長して逞しくなり、上背で抜かされ、稽古していても簡単には打てなくなります。打てな

いどころか打たれることもあり、悔しい気持ちがないわけではないのですが、とにかくやっていて嬉しく楽しい

のです。（この感覚は稽古していない人にはわかりづらいと思います。）ＯＢ・ＯＧの皆さん、お忙しいでしょう

が一年後と言わず、ちょくちょくおいでください。稽古しましょう。お待ちしています。 
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懐かしいお父さん、お母さん方と会えるのも大きな楽しみです。お顔を見ているとその時代の道場の雰囲

気を思い出し懐かしくなります。今回出席できなかった保護者からも温かいメールをたくさんいただきました。

お子さんが卒業しても、駒剣への強い思いを持ってくださる保護者の方がたくさんいてくださることを、いつも

うれしく感じています。係わってくださったすべての皆様に感謝します。 

 

 ９月は１８日（日）にさいたま市民剣道大会があります。全員が出場できる個人戦です。がんばりましょう。初

心者組はいよいよ稽古着・袴をつけての稽古になります。ますます剣士らしくなり楽しくもなるでしょう。基本を

しっかり身につけること、これが上達の近道です。できるだけ休まずがんばりましょう。 

 

平成 28年夏合宿を終えて 
 

                         山田 節男 

8月 6 日～8日までの河口湖月山荘での合宿を無事終えることができました。 

参加したみんなの最初に作った目標の達成度合いはどうだったでしょうか。 

1 号車バスの中で話したように私の目標は、みなさんの目標が達成できるように稽古をすることでした。

特に小学生会員のみなさんの目標が、常日頃私が注意しているところを良くおぼえていて、直そうと考

えていることがわかり、とてもうれしくおもいました。みんなの目標を達成する手伝いができるようにしたい

と改めて思いました。 

 合宿を終えて、私の目標達成はどうだったでしょうか。三日間の合宿では、達成度合いはまだ道半ば

のような気がします。しかし、各人が確実に上達し、気持ちも強くなっていることがよくわかりました。それ

は、稽古の途中でたとえば、「前の稽古で言った、足を床に平行に大きく出すことを意識して打ちました

か」と言った質問をすると、「あっ、しまった。」と言う小さい声が聞こえたりしたことからもうかがえました。い

つも話すようにすぐには直りません。私もいつも注意されたことを意識して良い打ちをだすように考えて

いますが、すぐに悪いところが出てしまいます。しかし、この気持ちを持ち続けて更に一緒に稽古に励み

ましょう。きっと良くなっていくはずです。 

 最後に合宿最初の稽古の時に話したことをもう一度話します。8月6日はリオオリンピックの開会式の日

でもありました。世界中が高揚するオリンピックの始まりの日でした。そして、71 年前に広島に原爆が落と

された日でもありました。私たちが合宿に出発したころの 8時 15分に大変なことがあったのです。あらた

めて、元気に合宿を終えることができ、そして、剣道をできることをみんなで感謝して、これからの稽古を

励んでいきましょう。 

 これを読む頃は 9月になっていますね。8月は、とりわけ旧盆や第二次大戦の敗戦の行事があったり、

田舎のある人は親戚の人たちと会ったりしたことで自分たちの先祖のことを考えることも多かったかもしれ

ません。リオオリンピックの選手の活躍を見て感動したこともたくさんあったと思います。感謝の気持ちを

忘れずに秋からの稽古を一緒に励みましょう。 
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◆合宿の感想◆ 
４年 岸波くん 

① 面の真ん中を打てるようになりたいです。 

② １日目：木刀の扱い方(右手から左手に木刀を持ちかえる時は体の真ん中でいれかえることなど) 

２日目：声を出すこと 

３日目：試合を見ている時も拍手をしたり「ファイト」と掛け声をかけたりして応援すること 

③ 初めての合宿だったので長い稽古は辛かったですが、皆と一緒にスイカ割りや買い物ができて楽しかった

です。最後までやりきれて良かったです。また来年も頑張ります。 

先生方、先輩、合宿係さん有難うございました。                                80 点 

本荘：どんどん上手になっています。“最後までやりきる”経験をしたことが何よりでした。来年への決意と周

りへの感謝、素晴らしいです。これからも課題意識をもち稽古していきましょう。 

 

４年 俵くん 

① 毎日稽古で 1歩ずつ強くなれている気がするので、今回の合宿で 10倍強くなれるように一つ一つの稽古に

全力で取り組む 

② １日目：切り返しの左打ちの時 手首を返すことと、すぐぬけること。 

２日目：足を真っすぐにすること。 

３日目：試合でも連続で打つこと。 

③ 今回初めて合宿に参加しました。目標面では、自分なりに一生懸命稽古に取り組むことができたと思いま

す。次の合宿では、生活面をもっと良くしたいです。試合では２位になってしまいましたが、自分の中では精

一杯頑張れたので心の中では１位だと思っています。                            95 点 

本荘：俵くんは稽古中、常に一生懸命です。真剣さが見ている者に伝わります。毎日の稽古で１歩ずつ強く

なれている実感というのが素晴らしいし羨ましくもあります。順位だけで測れない精一杯の心の中の１位、お

めでとう！ 

 

４年 花家くん 

① 3 日目の試合で 1 本は取りたいです 

② １日目:相手の目を見て面と小手を打つ 

２日目:自分で体調管理をできるようにする 

３日目:声を大きく出す 

③合宿中に体調が悪くなったけれど、なんとかみんなと最後まで残ることができて嬉しかったです。先生方、

合宿委員さん、ありがとうございました。3日目の試合は最後までできなかったけれど3本取ることができて、

よい試合ができたので良かったです。 

咳が出て思うようにできなかったので 80 点 

本荘：日曜日にお父さんお母さんが迎えに来てくれたけど最終日までやり遂げましたね。「試合に出たい」と

言うので残しましたが、目標が『試合で１本取る』だったのですね。 

３本取りました。見事目標達成ですね。 

 

４年 今村さん 

① 面、胴、小手をしっかり決める 

② １日目：構えてから打つ 

２日目：はやく打つ 

３日目：足をつかう 

③ 初めての合宿、楽しかったです。 

最終日の試合では負けてしまって悔しかったけど、よい経験になりました。               50 点 

本荘：確かに楽しんでいましたね。女子軍団で最年少のはずなのに中学生よりも目立っていたような気がしま

す。たくさんの人と仲良くなれた合宿でした。それによりこれからもっと稽古に力が入ることと期待しています。 
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４年 林くん 

① 試合で小手を上手く打ちたいです。あいさつをはっきりとしたいです。 

② １日目：村松先生から足と手を同時に打つことを教えてもらいました。 

２日目：本荘先生に剣道形の稽古で、声を出すことを教えてもらいました。 

３日目：関口先生に、声を出したらもっといいと教えてもらいました。 

③ 試合で小手を取れなかったから、小手を打てるようにしたいです。 

レクリエーションが楽しかったです。稽古はとても疲れたけど、がんばりました。            70 点 

本荘：稽古がんばっていました。まだまだ踏み込み、足さばきに課題はありますが、長所となる武器もいっぱ

い持っている林くんです。全勝優勝、見事でした。 

 

４年 橋本くん 

① 面をすばやく、まっすぐに打てるようになりたい。 

② １日目:切り返し、最初の面は一歩入って。 

２日目:小手を打つときは、すばやく横にぬける。 

３日目:引き面を打たれたら、追い面を打つ。 

③ 稽古の時間が長くて、疲れたけど試合で、3 位になれたのでよかったです。               98 点 

本荘：面打ち上手になっています。徐々にたくましさが出てきています。さらに気合がボリュームアップすると

旗が上がりやすくなるのですが。期待しています。 

 

５年 鈴木くん 

① 道着を着られるようにする。かえしめんができるようにする。 

② １日目：けんせんが中心でないこと、高く竹刀を上げだときに（振りかぶり）竹刀がゆらゆらしたり曲がらない

ようにする 

２日目：竹刀を真っ直ぐに持つ。踏み込みと竹刀を振ることを同時にする 

３日目：振りかぶるときは竹刀を真っ直ぐにし、肘を曲げる もっと声を出す 

③ 着付けはできるようになった。かえしめんがいまいちで、面打ちがきれいにできなかった。       85 点 

本荘：新入会員でただ一人参加、私とマンツーマンの稽古でした。今回の合宿で覚えたことを忘れないよう

に、なるべく稽古を休まないようにがんばっていってください。 

 

５年 佐藤くん 

① 胴が入らないときが多いから、胴を上手くなりたい 

② １日目：休み 

２日目：木刀による剣道基本技けい古法では、何回も足やうでを注意された 

３日目：試合中に、しんぱんをみないようにと注意された 

③ 目標はたっせい出来ませんでした。合宿で一番楽しかった事は、みんなとやったスイカわりです。 

９９点の−1 点は、休んでしまったざんねんの分の１点です                        ９９点 

本荘：２日目早朝からの参加でした。来てからは昨日までの体調不良が信じられないくらい元気でした。持ち

前の明るさで合宿全体を盛り上げてくれていました。５年生２位も立派でした。 

 

５年 住屋くん 

① 皆に迷惑をかけないようにがんばった。 

② １日目:ちゃんと稽古しました。 

２日目:面を速くした。 

３日目:すり上げを大きくした。 

③ もっと集中して稽古をしたかった。これからは、自己管理をしっかりし、万全の状態で参加したい。   50点 

本荘：①は目標ですよね。「１日目ちゃんと〜」ということは、２日目は？自己管理できてなかったの？いろい

ろ不思議な住屋くんですが、５０点という合宿ではなかったように感じています。これからは厳しく自己管理を

して日々の稽古に臨んでください。 
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５年 飯田くん 

① 踏みこんだ直後やすり足の時に、左足を速く引きつけて、す速く打てるようにする。 

② １日目：面を打った時に体を下に下げない。 

２日目：引き技の時は相手を押したりして工夫して打つ。 

３日目：面は面を打つ機会ができた時に打つ。 

③ 稽古では、前よりも左足を速く引きつけることを意識できて、す速い打ちが出来たと思います。試合では、

意識できていたのですが、稽古の時の方がかくだんに打ちが速かったと思います。これからも、ふだんの

稽古で意識をして速く打てるようになりたいです。2 本負けしたのはくやしかったです。         90 点 

本荘：「素速く打つ」をテーマにした合宿だったのですね。速さは確かに大事なのですが、速ければ有効打に

なるというわけでもないのです。このあたりがみんな悩むところです。２本負けは柚生くんですね。近いうちに

リベンジを！ 

 

5 年 渡邊くん 

① ふみこみを強くし、大きな声を出して正しい基本打ちができるようになりたい。 

② １日目：もっと声を出して工夫して打つこと。 

２日目：木刀による剣道基本技稽古法のときに、礼をするときも木刀の剣先を上に向けないで、 

そのままの状態で礼をするように言われました。 

３日目：もっと自分からせめてせめて、先を取って打つこと。 

③ 二連ぱできたから、来年に向けてしっかり稽古をし、三連ぱしたいです。                85 点 

本荘：「自分からせめてせめて先をとる」そうですね、それができないと１本先に取られると無力になります。

三連覇目指してがんばれ！もう剣道やっていない我が家の次男が三男に自慢している唯一のことが「どの

カップにも俺の名前のリボンがある」です。（笑） 

 

５年 武笠くん 

① 相手を打つ時に上半身がななめにならないように意識をする。 

前に出る時には左足に重心をかけるようにする。 

② １日目：切り返しで大きな打ちにならない時があるのでそれを直すこと。 

２日目：打つ時の姿勢が前より良くなっているが、まだ相手に合わせて打っている。 

３日目：試合で勝った時の２本目の出小手はじゅく練者のようだった。 

③ ぼくはこの合宿で目標を立てることにより、集中力が身につきました。くせもだいぶ直ってきてよかったので

すが、試合の時にきんちょうし過ぎてしまい、合宿の成果をはっきすることができませんでした。これからは

きんちょうする気持ちに引っ張られないよう、早く無心になれるように努力したいと思います。    70 点 

本荘：意識が高くなり稽古に取り組む姿勢が変わってきました。３日目の「熟練者のようだった」というコメント

は私が言ったもので、機会をとらえた見事な１本でした。ああいう技が１本でも決められると間違いなく伸び

ていきます。さらなる精進を！ 

 

６年 岡部くん 

① 中心を取って攻められるようにしたい。また、生活面でも低学年の手本となるようにしたい。 

② １日目：肩を使って振る。振りを速くする。腰から打つ。足を先に出してから打つ。 

２日目：右手の力を抜く。 

３日目：出小手はしっかりためて、相手が動くぎりぎりまで待って打つ。 

③ 今回の夏合宿ではしっかり目標を意識して、稽古や生活をする事ができました。稽古では中学生と地稽古

ができたり、いつもより時間が長かったりと、充実した良い稽古ができました。 

また、河口湖は涼しく、朝の散歩がとてもきもち良かったです。しかし、試合では習った事をあまり出せなか

ったので、これからしっかり習得したいです。                                 45 点 

本荘：６年生として、キャプテンとして過ごした合宿は特別のものだったと思います。よく稽古していましたし、

試合でも良さが出ていました。これからの対外試合でも緊張の中にも余裕をもち、良い試合ができればと願

っています。 
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６年 峯くん 

① 姿勢を崩さずに技を出せるようにする。 

② １日目：足、腰で打つイメージ 

２日目：面を打つ時の手の位置 

３日目：応援をしっかりとするように。 

③ 目あての達成が充分にできた。 

ただ休み休みの技のだしかたなので、続けて技を出せるようにしたいです。              ９５点 

本荘：ひょうひょうと稽古しているようで色々と考えながらやっていることがうかがえます。一番人数の多い６

年生の部での優勝は見事！しかも２連覇達成。ここぞという時の集中力があり、しっかり１本にまとめます。

これは非常に大きな武器ですね。 

 

６年 加藤さん 

① 小手ばかり打たず、面を中心としたけい古を行いたい。 

② １日目:間合いに注意して打つ。 

２日目:面を打つ時に手(竹刀)が横に曲がっているので、右手に力を入れず左手に力を入れる。 

３日目:特になし 

③ 合宿では、中学生の先ぱいとも交流ができて楽しかったです。 

また、自分の目標を基本げい古中には発揮できましたが、掛かりげい古や試合の時には思うように出来な

かったので、引き続き、けい古をがんばりたいと思います。                         ７１点 

本荘：気迫ある稽古ぶり、結果に表れてきましたね。６年生の準優勝おめでとう。リーグ戦では峯くんに勝っ

ていたので惜しいと言えばそうですが、全体的に勝ち上がりっぷりが良かったと思います。あのbaby がよくこ

こまで成長したと感慨深いものがあります。 

 

６年 細野くん 

① 面を小さく強く打てるようにしたい。 

② １日目、右足をするどく前に出すとつよくなれる(村松先生) 

２日目、そんきょの時に竹刀をあげる(本田先生) 

３日目、面だけではなく小手面など色々な技を出す(関口先輩) 

③ つらかったのは、2 日目の 3 時間半の稽古です。楽しかったのはスイカ割りなどのレクリエーションです。 

誕生日、祝ってくれてありがとうございました。                                 98 点 

本荘：“鋭さ”出てきましたね。欲も出てきたようで好ましく思います。試合でリーグ１位突破、全体で３位入賞

お見事でした。この状態をコンスタントに発揮できるといいですね。８月６日は広島に原爆が投下された日、

リオオリンピック開会式、そして細野くんお誕生日とインプットされました。 

 

６年 松本さん 

① こてうちをこしからうまくうてるようになりたい。 

② １日目:打った時左足をあげない 

２日目:かかり稽古では、しっかり声を出して出来たので良かった 

３日目:試合では思っていたような試合ができなかった 

③ １日目は先生方に注意されたことを意しきし、出来たのでよかったです。 

２日目は午後のけいこがとても長く、つらかったけれど、午後のレクなどがたのしかったのでよかったです。

３日目は試合で強い気持ちを持って頑張ったけれど、けっしょうトーナメントにもいけず、とてもくやしかった

です。なので、今回の合宿で学んだことを次のけいこからいかしていきたいです。また形なども、忘れない

ようにして次にやるときはもっと、上手く出来るようにしたいです。教えて下さった先生方、合宿を企画くださ

った合宿委員の皆様ありがとうございました。又来年も参加させていただくと思いますので、よろしくお願い

します！                                             54 点 

本荘：来年の参加、承りました。予選リーグにおいて勝ち点で３人が並び、決定戦で惜しくもトーナメント進出

を逃しましたが健闘しました。それだけに悔しさもあったのでしょうが。ここのところ胴に頼らない試合ができ

ています。さらに向上していってください。 
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６年 伊藤くん 

① 試合中、コテで一本取れるようにしたい。 

② １日目:間合いをしっかりあける 

２日目:まっすぐ面を打つ 

３日目:もっと攻めに行く 

③ 試合でコテは決められなかったけど、試合には勝てたのでよかった。これからもコテを極められるようしっか

り稽古していきたいです。  80 点 

本荘：がんばって稽古に励んでいました。リーグ戦の初戦、遙ちゃんに立て続けに二本取り勝ったのは見事

でした。コテを極めるのもいいですが、伊藤君には上背を生かした迫力あるメンも期待しています。 

 

６年 小澤さん 

① 面、こて、胴の打ちをキレイに出来るようにしたいです。 

② １日目:膝を曲げて踏み込まない。左手を伸ばして。 

２日目:上まで振りかぶる。間合いを取る。 

３日目:打ったら抜ける 

③ 今回の合宿で、スタミナをつけることができました。 

そして、木刀による基本稽古も覚える事が出来ました。          57 点 

本荘：打ちをキレイに、できてきていますね。変に力を入れず打突できています。スタミナもついたことですか

ら、今後さらに上達すること間違いなしですね。なりたい姿のイメージをもって稽古していきましょう。 

 

６年 菊地くん 

① ・苦手な胴を上手に打てる様になりたい。 ・基本を忘れない様にする。 

・試合でも、いつも通りの剣道が出来る様にする。 

② １日目：・切り返しは、しっかり間合いを取ってから行う。 ・小さい面の時、責めてから面を 

打つ。 ・一拍子の面を打つ。 

２日目：・面をもっと強く打つ。 

・そのために、しっかり稽古をおこなうか、素振りをたくさん行う。 

３日目：試合の時は、一つの技しか打たない様にしない。 

③ 目標にも書いた、試合でもいつも通りの剣道をしようとするのですが、本番前になると緊張してしまい、足が

動かなくなってしまうので、それはこれからの課題になりました。 

でも、他の試合を見て、基本打ちや、苦手な胴の打ち方が分かり、うまく胴が打てる様になりました。合宿で

はたくさん良い経験ができました。               ７０点 

本荘：「試合は稽古のように 稽古は試合のように」と言われますが、試合でいつも通りの剣道をするという

のは難しいですね。今回の合宿の試合では、あまりいいところが出せなかったようですが、決勝トーナメント

に出られる力はついています。課題の克服に努めましょう。 

 

６年 佐々木くん 

① ・声をよく出す。 

・歩み足にならないようにする。 

② １日目…打つ前に必ず前に一歩入れるように間を空けておく。 

２日目…攻めて打つ。 

３日目…大きな声を出す。 

③ 初日の稽古はとても暑くて少し自分に甘えてしまい、時々休んでしまいました。二日目は試合に備えて自

分に厳しく稽古することができました。最終日の試合では合宿中に学んだ事を発揮することができたと思い

ます。先生方、合宿委員の方々ありがとうございました。                          80 点 

本荘：稽古全体を見ながら「いい姿勢でいい基本ができているなぁ、誰だろう？」と見ると佐々木くんだったり

します。着実に成長していることが感じられます。このまましっかり稽古を積んで伸びていって欲しいです。 
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６年 内田くん 

① 前に出て攻めること 

② １日目：大きな声を出すこと 

２日目：前に出て攻めること 

３日目：中心をとること 

③ １日目は目標にかかげた「前に出て攻めること」が出来なかったけど、２日目３日目は意識して出来た。               

７０点 

本荘：今回の合宿はノッテいる感じが見受けられました。試合で調子がよく技もキレており、リーグ戦を１位

で通過したのは見事でした。この調子でひたむきに（小学生同士の稽古でいいかげんにならず）稽古してい

ってください。 

 

６年 伊東くん 

① 面だけではなく、小手や胴も試合で 1 本取れるようにしたいです。 

② １日目：切り返しで腕をしっかりのばす。 

２日目：面を打つ時に腕と足を同時に出す。 

③ 試合では小手を何本も決めたけれど、胴は 1 本も決められなかったので、次から練習を頑張りたいです。                

50 点 

本荘：いい小手を決めていましたね。体の使い方が元々うまく打突も強くなってきています。あとは体全体か

ら気迫がブワ〜ッと出てくるといのですが。難しいですがトライしてみてください。 

 

６年 石井くん 

① 足を床となるべく平行にさせて、高く上げないでふみこむ事を、意識しない状態でも、集中して、できるよう

にしたい。 

② １日目：通りすぎる寸前まで相手の目を見る。目に向かって攻めに行く。 

２日目：打って抜ける時のいきおいを速くする。 

③ やはり疲れてくると足が上がってしまうようだった。次もこの目標を達成するために、足を出す時に、左足を

重心にし次に右足に重心を移すようにしたいです。    ７０点 

本荘：基本に忠実に稽古しています。そのため、試合になると打たれてしまうこともあります。気にするなと言

っても難しいかもしれませんが、変に当てにいかず基本を大事にやっていきましょう。必ず花開く時がきま

す。 

 

６年 髙橋くん 

① 小さい面を早く打つ打った後はすぐ抜ける 

② １日目：打つ時に強く踏み込む 

２日目：打った後の勢いを強くする 

３日目：気迫をもっと出す 

③ スイカを沢山食べたこと。試合で１勝できて嬉しかった。 

最後の合宿が毎日、頑張れたし、楽しめた。           96 点 

本荘：たくましくなってきました。剣道祭の１勝と今回の１勝、積み重ねていますね。急がず欲張らずでいいの

です。記憶が確かなら私は小学校時代に１勝できませんでした。合宿、来年もきてね♡ 

 

【中学生】 
中１ 奥田先輩 

暑さに負けず強い気持ちで稽古ができました。相手の嫌がる攻めができたと思います。1 日のみの参加とな

りましたが、多くのことを学べ、欠点を改善することができた気がします。ありがとうございました。87 点 

本荘：日曜日から学校の合宿が始まる中で、前日土曜日一日だけでも参加してくれた、その気持ちがうれし

いです。奥田先輩が駒剣好きなことと、大好きな鉄道に乗って帰れること、２つの表れでした。来年はフルで

の参加ができるといいですね。 
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中１ 長谷部先輩 

① 打突をつよくする。相手が崩れたところをとらえられるように攻める。 

② １日目：体当たりを 5 回してからの切り返し、かかりげい古、連続打ち、間合いを上手く使って打つ、日本剣

道形 

２日目：昨日の復習、木刀による基本技けい古法、技、打ちこみ、かかりげい古、円陣かかりげい古 

３日目：試合 

③ かかりげい古、打ちこみはつらかったが、最後までやることができた。自分の目標の１つ目、打突を強くす

ることは課題がまだ残ったが、目標の２つ目は地げい古、試合でできたと思う。来年もまた参加したい。                                                   

80 点 

本荘：来年予約完了です。よく稽古していました。試合でも、中学生のあのメンバーで準優勝は快挙です。こ

れからもひたむきに稽古し、強い本太中を村松くんらと築いていってください。 

 

中１ 村松先輩 

① 鋭い攻めをできるようにする。暑さに負けない体力づくり 

② １日目:振り下ろした時だけ力をいれる。 

２日目:打った時もしっかりと腰をいれる。 

３日目:試合の中でも連続技を出す。 

③ 鋭い攻めを試合の中で出せて射たのでよかったです。でも、相面での出遅れがあったので今後の稽古で

改善していきたいです。                                              75 点 

本荘：相面での出遅れとありますが、冨田先輩に決めた相面は素晴らしい１本でした。強くなりました。準決

勝でも、優勝した早川先輩からも１本先取し慌てさせました。「打ちが強くなり地力もついた」受けていてそう

感じました。 

 

中１ 橋本先輩 

① OB としてみんなに気を配り、いつも以上に稽古に取り組み、稽古の質を高めたい。 

② １日目:面を攻めてから小さく打つこと。 

２日目:打つときに起こりが見えてしまっていた。 

３日目:足を使ってから打つ。 

③ 合宿中は普段の部活では出来ないような激しい稽古が出来た。合宿後の部活でも教わった事を取り入れ

たい。また班員のみんなと協力してマックカードを取れたので良かった。 

本荘：みんなに気を配り、結果として最優秀班となったのですね。素晴らしい！稽古もしっかりやっていまし

た。力を着実につけています。ぜひ部活で今回の経験を生かして稽古してください。いつでも駒剣に稽古に

来てください。 

 

中１ 齋田先輩 

① 気迫のこもった稽古をし，どんな状況からでもすぐに技を出せるようにする。 

② １日目:腕をまっすぐに上げて左手を常に体の中心に合わせる。また，１回打った後にすぐに打突をする。こ

の時にリズムは取らないことを意識する。 

２日目:相手が打ってくる面をよけながら，面を打たないように注意された。 

３日目:特に注意はされなかった。 

③ 中学生と成人会員の先生方の中で稽古をしたので、気を抜くところがなく、良い稽古ができた。また，久し

ぶりに駒剣の先生方にかかることができてうれしかった。最後の試合では決勝トーナメントに出ることがで

きずに残念だったが、全体をとおして内容的には良い稽古ができたと思う。              ７５点 

本荘：小学生の時と変わらず、何度も何度もかかってきました。 

稽古にただ参加しているのではなく、強い意識で何かを得ようと 

しています。そういう姿勢が立派です。 

父が打たれる日もそう遠くはないようです。（笑） 
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中１ 松本先輩 

① 出小手などの応用技を上達するようにしたい。 

② １日目：関口先生に剣先が高すぎるといわれ低くするようにした。 

２日目：大きく振らずに小さく振る。 

３日目：下がらずにせめる 

③ いろんな人と遊ぶことができた。自分の技を磨き、上達させることができた。   80.63 点 

本荘：昨年の合宿は初心者組でやっていたことを思うと大きな進歩を遂げています。体も大きくなり力強い打

ちができています。部活でしっかり稽古し、さらに上達していってもらいたいです。 
 

中１ 谷口先輩 

① 小さい面打ちをきれいに打てるようになりたい！ 

② １日目:つばぜり合いに力を入れない。 

２日目:声をのばす。 

３日目:打たれてもよけない。 

③ 目標は達成できました。 

試合では 1 試合も勝てなかったけれど、打たれてもよけないように頑張りました。         70 点 

本荘：谷口さんには小学生の時から言っています。「あなたの良さは変なよけ方をしないで堂々としていると

ころ」と。これから中学でしっかり稽古していけば、打てるようにもなります。土曜日の修道館にも参加してく

ださい。待っています。 
 

中２ 早川先輩 

① 足と腰を意識し、パワーとスピードがある、思い切った面を打てるようにしたい。 

② １日目:引き手と押し手のこと 

２日目:姿勢、攻め方（さがらずに応じ技をする） 

３日目:応じ技をしっかりすること（中途半端でなく） 

③ 掛かり稽古はしっかりできたが試合はもう少し頑張れたと思う。生活面でルールを守れなかった。８５点 

本荘：試合、もう少し頑張れたというのは、中１勢が健闘する中、もっと力の差を見せつけたかったというとこ

ろもあるのでしょう。よく稽古に取り組んでいたし、優勝も見事でした。新人戦ではさいたま市の舞台で力を

発揮してほしいと期待しています。 
 

中２ 西岡先輩 

① 間合いや打ちの機会をしっかり見極めて１本を正確にとれるようにする。 

② １日目：１拍子で力強い面が打てるコツを教わった(左足から) 

２日目：稽古には参加出来なかった。左足を軸にして伸びる素振りのしかたを教わった。 

３日目：試合には出られなかった。先生方や上手い人の試合を観て、自分から入って中心を取ることをやっ

ていきたいと思った。 

③ いろいろあったけれどやっぱり楽しかったです。多分最後の合宿になるんだろうなと思うと名残惜しいもの

もあったけれど、小学生の子達や OB.OG と一緒に楽しく参加出来てよかったです。駒剣で学んだことや教

訓が学校や普段の生活で活かせるように、集団としての規律や行動には気をつけてようと思いました。                                 

60 点 

本荘：ケガの影響で、直前まで参加が確定できなかった中、よくがんばっていました。今回の合宿で学んだこ

とを日頃の部活で試みてください。岸中のキャプテンとのこと、３０ウン年前の岸中のキャプテンとして後輩を

応援しています。 
 

中２ 山崎先輩 

目標の応じ技をきれいに打つことは、意識してできましたが試合ではその技を決めることができなかったの

で日々の稽古で練習し、上手くなりたいです。合宿では、テニスやレクリエ－ションも楽しめたのでよかったで

す。ありがとうございました！                                            60 点 

本荘：テニスではもっとどん欲にくらいついてくるかと思っていましたが、その前の稽古をがんばったので疲

れちゃったのかもしれません。試合でのリーグ１位はさすがでした。新人戦でも上位進出を期待しています。 
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中２ 加藤先輩 

① 構えの姿勢・丁寧で正確な打ちを意識する!! 

② １日目：素早いひきつけと鋭い打ち 

２日目：素早い手首の動きと、左足のひきつけ 

３日目：無理をしないこと(足を怪我していて見学したため) 

③ 今回の合宿で、左足のひきつけや、手首の動きが早くなり、とてもいい打ちができるようになりました。 

木刀の稽古でも、中学校ではやらない細かいところまで先生方に見ていただき、自分の中ではすごく成長で

きたと思います。私は、初日から先生方、合宿委員のみなさんに迷惑をかけてしまいましたが、とても楽しく

成長できた合宿になったと思います。ありがとうございました。    58 点 

本荘：小学校の後半から長いブランクがあり、剣道をやれていることが良かったなぁと思いました。だいぶ取

り戻していてこれから強くなっていってくれることと楽しみにしています。気持ちをどれだけ強くもてるか、そこ

が課題かもしれません。 

 

中２ 冨田先輩 

① 右足をうまく使って相手にバレないように攻める。 

② １日目：左足で体を送る。 

２日目：お腹から前に出る。 

３日目：左足をすぐに引きつける。 

③ 今年も合宿に参加させて頂きありがとうございました。 今年の僕の目標は、「 相手にバレないように右足

を上手に使って攻める」ことでした。 できない時もあったけどできた時はよくできたと思います。 ご迷惑を

おかけいたしました。申し訳ございませんでした。                      60 点 

本荘：剣道が好きでよく稽古に取り組んでいました。試合の結果は不本意だったと思います。後輩とよく戯れ、

将来関口先輩の後継者？になるような気がします。木崎中の中心選手としての活躍を期待しています。 

 

【成人会員】 
関口さん 

① ・鋭い面を打てるようになる。 ・ケガをせずに無事に過ごす。 

② １日目：尾島先生の指導のおかげで、下半身を強く意識する稽古が出来た。 

とても勉強になった。 

２日目：ケガの具合が芳しくなく、掛り稽古と円陣稽古の参加が出来ず残念だった。 

３日目：自身の試合の結果はドウで 1 本先取したものの、本田先生に 2 本を取り返され敗退。 

今後は上段を取って試合しないと決めました。 

小学生、中学生の試合はどれも合宿での頑張りが見えた良い試合でした。今後も一緒に稽古に励んで自

身の技術を高めていきたいです。 

③ 点数は 70 点  ～理由～  ・ケガの影響もあり、すべての稽古をこなせなかった為。 

・『鋭い面を打つ』という点では、尾島先生のご指導のもと、下半身に意識をした打突を学べた為とても勉強

になった。今後も継続して稽古したいです。 

本荘：夜のレクで関口先輩が登場すると小中学生から凄まじい『（関口）メンディ！』コールが。相変わらずの

人気者（いじられキャラ）でした。早くケガを治してしっかり稽古していきましょう。 

 

本田さん 

① ・どんな時でも竹刀を柔らかく握って、肩の力を抜いて打てる様にする。 

・打った後、必ず「抜ける」ことを意識する。 

② １日目：左ひざを伸ばして、腰を入れて、背中全体で前へ。 

２日目：自分の右足で相手の垂の前を踏むつもりで踏み込む。 

③ ・柔らかくにぎって打てる時があった。 ・抜ける事は、つい忘れる事が多かった。 ・毎日、色んな富士山が

見られて楽しかった。 ・「団体戦って楽しいなあ」と改めて思いました。          80 点 

本荘：団体戦、関口くんと相上段の大将戦、１本先取されるも見事な逆転、しっかり試合と合宿を締めていた

だきました。合宿の団体戦（尾島杯）は前夜の諸々から本当に楽しいですね。 
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清水さん 

目標の１：打突後の残心まで気を抜かずすばやく動く・・・80 点 

       思うように打突部位に当たらなかったときは気が抜けてしまう。 

目標の２：円陣はどの相手にも打ち負けないように先をとって打ち勝つ・・・40 点 

       打ち負けっぱなしでした。もう若くないんだなと思いました。来年もぜひ参加したいです。 

本荘：もう若くないと思ってしまうとおそらく実際に老け込みます。私もちょくちょく感じますが、そう思ってはい

けないと打ち消しながら稽古しています（笑）来年もよろしくです。 

 

長谷部さん 

目標：一本一本を大事に全力で打つ。 気剣体の一致。 

感想:自分が十分でないのに、技を出すことがあったし、準備不足のまま相手の技を受けることがあった。 

夜の稽古も全力でしたが、二日酔いはいけませんね。合宿委員の皆様、本当にありがとうございました。 

子どもも大人も稽古に集中できる環境作りをしていただき、感謝感謝です。ここ数年の感じでいえば、私はも

う少し稽古がしたいですね。例えば、初日朝の集合をもう少し早くして、夜も含めて３回稽古。二日目も時間

工夫して３回稽古。最終日も稽古して、試合。 

ちょっときついですかね〜〜。来年も参加させていただきたいと思っております。      70 点 

本荘：さすが錬成部長。貪欲な願望。子どもたち（大人も？）から「エ〜ッ・・・」という声が聞こえてきそうです

が。検討しましょう。長谷部さんのリーダーシップにいつも感謝感謝です m(__)m 

 

齋田さん 

目標:構えた時に緊張しない。きつくても楽しく稽古をする。 

感想:２週間ほど稽古ができなかったので，体が重く感じる合宿開始だった。来年は，もう少し体重を絞って，

稽古を積んで参加したい。 

 いろいろありましたが，合宿委員さん，お手伝いや応援の保護者の皆さんに助けられ，素晴らしい合宿に

なったと思います。改めて感謝です。 

本荘：お仕事で３日目試合を見ずにお帰りになられましたが、ギリギリまで武笠さんといてくださりありがたか

ったです。来年はぜひ試合いっしょにやりましょう。 

 

村松さん 

お陰様で 3 日間ケガなく、充実した合宿を過ごすことができました◎ 合宿最終日の団体戦で、打ち切れな

かったことが、少し(>_<)でした。また来年頑張ります！                        80 点 

本荘：合宿の試合では村松さんとの対戦が多いような気がします。今回は勝たせていただきましたが（２本

目は？？）、村松さんのスピードとキレのある技にタジタジです。またお願いします。 

 

【合宿委員さんの感想】 
佐藤さん 

皆様方のお力添えのおかげで、無事に合宿を終える事が出来ました事、感謝申し上げます。 

ラスト 1 ヶ月の準備は不安も多くありましたが、思い返すといつも合宿委員で笑いながら楽しく準備を進める

事ができ、合宿中は子供達のいっぱいの笑顔と頑張りに今年も多くのパワーを貰えました。 

楽しい時間をありがとうございました。 

 

飯田さん 

先生方のご指導、駆けつけてくださった保護者の方々の多大なご協力に助けられ、佐藤リーダーのもと、無

事に終えることが出来ました。3 日間、子ども達と過ごし、頑張っている姿や無邪気な姿が見られ、ますます

可愛く思えました。皆様にはご迷惑をおかけしましたが、合宿委員をさせていただいて本当によかったと思っ

ております。ありがとうございました。 
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小澤さん 

初めて、合宿委員と言う形で参加させて頂きました。とにかく、剣道はもちろん、子供達のがんばるいろいろ

な姿が見れて本当に楽しい時間が過ごせました。特にレクレーションは、面白かったです!! 

ぜひ、皆さんも、合宿委員を体験していただきたいです(^o^)/ 

 

菊地さん 

改めまして、皆様、合宿では大変お世話になりました！ 

右も左もわからないまま準備に追われ迎えた当日、(年の功で…?!)急遽、佐藤リーダーのフォロー役を務め

る事となり、頭は真っ白！オロオロ…で、大変ご心配をお掛け致しました…！ 

焦りと戸惑いで幕開けた夏合宿でしたが、終わってみての感想は、本！当！に楽しかったです！！ 

師範の先生方、成人会員の皆様、現地保護者の皆様、温かく頼もしく支えて下さった事、本当に心から感謝

致します。 

月山荘前に広がる富士山の雄大な眺めや、天然のプラネタリウムの星空… 

先生方、成人会員様方、OBOG の方々の迫力あるお稽古… 

日々成長する子供達の元気で頼もしい姿… 

笑いで一杯のすいか割り！ 

そして涙と感動の最終日の試合… 

他にも他にもまだまだ！ 

一言では語り尽くせませんが、よみがえってくるのは楽しかった思い出ばかりです。 

かけがえのない経験を、本当に本当にありがとうございました！ 

皆様も来年は是非！！ 

 

(また、私事ですが、合宿中に誕生日を迎えまして…… 

師範の先生方、成人会員の皆様、保護者の方々からはお祝いの乾杯、子供達からはお祝いの言葉をいた

だいたり歌を歌っていただいたり…可愛いプレゼントも…！ 

駒剣の皆様の温かさに改めて感動…… 

一生忘れられない思い出となりました。本当にありがとうございました) 

 

峯さん 

出発前日、合宿に参加させて頂くことにはなっていたのですが、出発式数分前に急遽、合宿委員になりまし

た。なんの心構えもなければ、スケジュールも知らない状態の合宿委員。皆様にご迷惑をおかけするのでは

ないか、と心配ばかりでした。 

でも、合宿の稽古始めの円陣を見たら、とても感動してしまい、心配はどこかへ。皆様が滞りなくお稽古がで

き、楽しく過ごせるお手伝いができれば、と思うようになりました。 

薄着で座っているだけでも汗が出る体育館の中で、稽古着・袴・防具着用で剣道をされる皆様の強い精神

力に圧倒され、厳しい稽古から離れると全く違う顔を見せてくださる皆様から笑いを頂きました。 

師範の先生方、成人会員の皆様、合宿委員の皆様、とても貴重な経験をさせて頂きありがとうございました。

私が合宿委員さんの資料をちょくちょくのぞいていたのを見ていたのでしょう。「次の予定はね・・・」と声をか

けてくれてた OB・OG・小学生会員のみなさん、ありがとう。駒剣の皆様に感謝、感謝の合宿でした。 

 

内田さん 

今回、小６の息子が現役最後の合宿に参加する機会になることもあり是非にとの思いにて参加させて頂き

ました。先生方におかれては暑い最中にも関わらず熱心に指導頂き、この場をお借りし厚く御礼申し上げま

す。またそれに応える形で子供たちも明るく熱心に剣道に勤しんでおり最終日の試合稽古では白熱した奮

闘が繰り広げられ、子供たちのそれぞれ成長を感じることができました。先生方と子供たちが寝食を共にし

剣技を磨く駒場剣友会の伝統行事であり、引き続き綿々と盛況に開催されていくことを祈念させて頂きま

す。 
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入賞おめでとう 
          

山田杯（初級者)  優勝  鈴木 蓮  

 

本荘杯（4 年生）  優勝 林 颯一朗 

            2 位 俵 秀陽  

            3 位 橋本 脩矢 

 

木村杯（5 年生）  優勝 渡邊 柚生 

2 位 佐藤 雄次朗 

3 位 飯田 隼士 

 

丸山杯（6 年生）  優勝 峯 修司                   

2 位 加藤 遙 

3 位 細野 真希  岡部 哲平  

 

菅原杯（中学生）  優勝 早川 奎吾 

2 位 長谷部 魁  

3 位 村松 蒼  山崎 倭佳    

          

尾島杯（成人）   優勝 チーム１５６ 

            渡邊  尾島  長谷部  本荘  本田  
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みんな，元気か？ 

 

楽しい夏休みが終わっちゃったな。宿題，ちゃんとやったか？ 

今年の夏合宿も楽しかったな。そして，毎年思うけど，厳しい夏を乗り越えて，みんなが一回り体も

剣道も成長したな。この間の級審査，みんな良かったぞ。 

 

ところで，夏合宿でちょっとびっくりしたことがあったので，伝えておくぞ。 

それは，食事だ。確かに駒剣は剣道をするところだが，剣道の修行を通じて，人間としての成長

することを目的としているのは知っているよな。ちょっと難しいけど，日本の伝統的な武道である剣

道を学ぶことで，礼儀や作法，人の気持ちを思いやる心などを身につけることが大切だな。 

ところがどうだ。 

合宿の食事で，左手をテーブルの上に出さずに食べている人，ちゃんと座っていない人，茶わん

をテーブルに置いたまま口をつけて食べている人，おはしをちゃんと使うことができない人がたく

さんいたぞ。ジャイアンびっくりだ。 

大人になると，人前で食事することも多くなるし，ちゃんと食事できないと，いくら剣道が強くても恥

ずかしいぞ。ジャイアンも大学１年生の時，剣道サークルの先輩におはしの持ち方をさんざん注

意されて，恥ずかしい思いをしたことがあるんだ。ちょっと気をつければ，すぐにできるようになるか

ら，取り組んでくれよな。 

 

次に，最近，稽古でちょっと気になっていることがあるので，伝えておくぞ。 

それは，かかり稽古についてだ。みんなはかかり稽古をどんなふうに考えているかな？ 

かかり稽古は，もと立ちの先生に打たれても，よけられても，とにかく空いているところを打ちまくる

稽古だぞ。みんなのかかり稽古をみていると，もと立ちの先生から打たれるのをよけている人がい

るぞ。 

それではかかり稽古にならないんだ。間合いをうまくとって，空いているところを打って打って打ち

まくることが大切だぞ。もと立ちの先生を圧倒するくらい，打って打って打ちまくってくれよな。 

 

最後は，試合のはなし。 

９月１８日はさいたま市の剣道大会で，ほとんどの人が個人戦で出場するな。そして，試合で大切

なことはもうわかっているな。それは，「気合いだ！気合いだ！気合いだ！」 

 

そして，闘志を燃やして気合いを出せば，うしろに下がることなんか無いはずだな。 

ところで，「気合い」だけど，最初，つまり第一声が大切なんだ。第一声で大きな気合いが出せれ

ば，それで流れはこっちのもんだぞ。体全体で，いちばん大きな声を出して戦ってきてくれよな。

そうすれば，納得のいく試合ができると思うぞ。勝ち負けはそんなに気にすることはないんだ。 

大切なのは，自分の力をせいいっぱい出せたかどうかだ。 

みんなが全力をだして戦っている姿を楽しみにしているぞ。 

 

じゃあ，またな！ 
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太郎の百錬自得 
第 30 回 発声 

今年の夏も暑かったです。自宅のクーラーも効かないくらいの猛暑でした。 

クーラーの効かない道場での稽古は辛いものです。駒場剣道場はクーラーが効くのでまだ稽古しやすい環

境ですよね。ありがたい、ありがたい。  
 

合宿もあっという間に終わりました。はじまってしまうと本当に早いものです。合宿前にたてた目標を合宿で

どこまでできたか、合宿終わってみつけた課題を今の稽古にいかせているか、考えていますか？ 

この辺りを考えるか、考えないか、で成長のスピードが違います。  
 

個人的には本当は 3 泊 4 日くらいあるといいなあと思ったりもしますが、先生方やお父さんお母さんもいろい

ろ忙しいですからね。運営してくださるみなさまに感謝感謝です。 
 

ちなみに、大学時代の夏合宿は 7 泊 8 日ありました。2 日目まではなんとか頑張れるものですが、3，4 日目

が疲労のピーク、まだ先も長いので、体力気力ともに一番辛いところです。しかし、半分過ぎるとなんとなく

元気が出てきて、さらに 5，6 日目になると、合宿前よりも明らかにレベルアップした感じがしてきます。最終

日前日は騒ぎすぎて、二日酔いのまま稽古でした。懐かしいです。  
 

さて、合宿も含めて最近みんなに意識してほしいことは、「発声」です。 
 

大きい声を腹から出すのが苦手な子もいるかもしれないけど、大きい声が出るようになるとぐんぐん上達す

るよ。普段うちで大声出すと大体怒られちゃうけど、道場では大きい声を出すと褒められる。こんな楽しいこ

とがないな、と考えてみんな大声にチャレンジしよう。  
 

まず、最初に道場に入るときに、「お願いします！」ここから勝負は始まっているぞ。 

そして、最後に道場から出るときに、「ありがとうございました！」終わりよければすべてよし、だ。 
 

大きい声が出すには、大きく息を吸い込んで、下っ腹に力を入れて、息を全部吐くつもりで、いつもより高め

の声を出すといいと思うよ。  

稽古時の発声については、構えた時の発声は「イヤーーーー！！」（声を上げていく）と発声するのが、一番

気持ちが入りやすいと思います。  

また、打突時は打突する部位を発声することになっていますが、  

「メン」は「メエーーーン！」  

「コテ」は「コテエーーー！」  

「ドウ」は「ドオーーーー！」  

と上がっていくように発声すると、打突時の冴えもよく、残心まで気持ちが切れることがないと思います。  

逆に下にさがっていくような発声、短い発声は身体をうまく動かせなくなると思います。  
 

参考まで、「鹿島新当流」では、五種類の発声掛声と言われています。  

［イ］下より上る音、下より登る音にしてイヤという 

［ヤ］人に呼びかける音、向ふへ渡る心持 

［ハ］おこり（発起）して見て、直ちにハと打も切るもよし  

［ト］自ら留る音 

［エ］自ら引納る音、エイ（曳）は「打納ル敵も実伏する所の位に用いる掛声なり」  
 

なんとなく、通じるものがありませんか？ 

宮本武蔵も掛け声には 3 種あると書いておりますので、詳しく知りたい人は調べてみてください。  

また、最近の体育関連の論文なども何種類か出ていますが、無声での運動よりも有声の運動のほうが、パ

フォーマンスが上がるそうです。  

これも剣道などで掛け声を出す意味の裏付けになっているかと思います。  
 

9 月は市民大会もあるので、力を発揮できるように、一緒に稽古していきましょう！ 
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入賞者の感想 
加藤さん 

今回、初めて優勝できて嬉しかったです。でも、主に小手中心の試合になってしまったので、直したいと思いま

した。また、ＯＢの方々とのけいこでは面を意識して、ＯＢの方とできるだけ多くけいこが出来るようにがんばれた

と思います。 
 

峯くん 

決勝戦きれいに小手を取られました。 

ＯＢの人達の稽古は迫力があって自分もまねしたいと思いました。 
 

岡部君くん 

今回のＯＢ会では、三位という結果で終わりました。準決勝では固くなってしまい、攻めが単調になってしまった

と思うので、これから攻めのバリエーションを増やして行きたいです。 

また、先輩の試合を見たり、先輩と稽古ができ、とても充実したＯＢ会でした。今回学んだことを、これからしっか

り復習し身に付けて行きたいです。 
 

内田くん 

今回は３位で悔しかったです。次にあるさいたま市の試合ではもっと前に攻めて上位を目指します！ 
 

松本(駿)先輩 

今回の OB 会では、たくさんの先生、先輩、後輩達、保護者の方々に会えて嬉しかったです。 

先生方との稽古は小学生時代を思い出すことが出来ました。 

あの時の素直な気持ちを忘れずにこれからも稽古頑張っていきたいです。 

ありがとうございました。 
 

本荘先輩 

今回高校生参加者が自分と松本の二人だけということで寂しいところもありましたが、おかげで中学生以下の

後輩たちと接する機会がありました。中学生は驚くほどに成長していて、小学生は自分が駒場剣友会にいた頃

と同じような元気と根性を持っていました。それとお世話になった先生方ともお会いすることで自分が高校生に

なるまでの剣道の振り返りが出来た会でした。頻繁に帰って駒場に行くことはできないと思いますが、大人にな

っても必ず帰って来て稽古させていただきたいと思っているのでよろしくお願いします。ありがとうございました。 
 

平岡先輩 

今年もＯＢ合同稽古会に参加させていただき、ありがとうございました。3 位になれてとても嬉しいです。 

久しぶりにする剣道は、やはりとても楽しく、こういった機会を与えて下さったことに感謝しています。 

中学生最後の夏休みが終わり、2 学期が始まりました。志望校に行けるよう受験勉強を頑張ります。 
 

長谷部（魁）先輩 

今回の試合では、普段一緒に剣道をできない先輩とも試合ができて良かったです。 

これからは駒剣にもできる限り行きたいです。稽古をして下さったみなさん、ありがとうございました。 
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