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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>　　　　　12月・1月は駒剣寒稽古になります。
◎稽古時間： 木曜日・・・17：00～19：00　

土曜日・・・15：00～17：00　　

■10日（土） 第５０回読売旗争奪鳩ヶ谷秋季剣道大会（川口市立八幡木中学校　体育館）

開場８：００　開会９：００
お稽古はお休みになります。

■17日（土） 本太中修道館のお稽古はお休みです。
■18日（日） 一級審査会（大宮武道館）　※対象者のみ   受付９：００　開会９：３０
■24日（土） 13：00～17：00　 クリスマス会、稽古納め（駒場体育館　剣道場）
■25日（日）  5：00～7：00  埼玉大学寒稽古　前半（埼玉大学体育館）
　　～30日（金）

<１月の予定>
◎稽古時間： 木曜日・・・17：00～19：00　

土曜日・・・15：00～17：00　　

■ ５日（木）  5：00～7：00  埼玉大学寒稽古　後半（埼玉大学体育館）
　　 ～13日（金）
■ ５日（木） 17：00～19：00　稽古初め
■ ７日（土） 15：00～17：00  鏡開き
■ ８日（日） 鳳翔剣大会（埼玉大学体育館）

<２月の予定>
◎稽古時間： 木曜日・・・17：00～19：00　

土曜日・・・15：00～17：00　　

■ ４日（土） 19：00～21：00  寒稽古打ち上げパーティー
　※夜の修道館のお稽古はありません。

■11日（土） 建国記念の日　祝日休み
■18日（土） 13：30～15：00  新現合同役員会（駒場体育館　２F会議室）

 
 

※寒稽古打ち上げパーティーについて※ 

２月４日（土） １９時から２１時 ワシントンホテル２F ファーマーズガーデンです。 

予定していました日程(１月２８日)から変更いたしました。 

 

http://komaken.greater.jp/old_koma_hp/index.html
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本荘先生からのお言葉 
 

           暦の最後の月、１２月になりました。日が暮れるのが早くなり、朝晩もかなり冷え込んでおりま 

す。風邪などひかぬよう、各自手洗い、うがいを励行しましょう。良いスポーツ選手の第１の条件 

は、病気やけがをしないことだそうです。 

 

 さて、１１月はいろいろなことがありました。時系列で簡潔に書いてみたいと思います。 

 まずは、１１月から全員一緒の稽古となりました。２８年度組は声がよく出ていて気迫もあり、がんばっているな

あと思います。このまま伸びていって欲しいですし、剣道を好きになってもらいたいです。上級組が、後輩へ指

導しながらさらに成長してくれることも期待しています。 
 

 ６日（日）は、県立武道館で埼玉県剣道大会少年の部が開催されました。駒剣からは川島君と渡邊君が出場

し、浦和の代表としてがんばってくれたようです。この経験を駒剣の他のメンバーにも伝えてください。 

 またこの日、塚越剣友会の４０周年記念剣道大会があり参加してきました。

塚剣と駒剣と韓国の尋剣会のメンバーが面、小手、胴という名前の混成３チ

ームに分かれ１６人制のリーグ戦が行われました。大接戦となり、結果３チーム

とも１勝１敗で並び、勝者数１の差で私の面チームが優勝となりました。優勝チ

ームには個々に賞状と剣道マスコットが贈られました。 

午後には祝賀会があり、塚剣や尋剣会の方と楽しく剣道談義ができました。 
 

 １０日（木）には恒例の『お父さん・お母さんの体験稽古会』が行われました。

今回は８人枠に４人のお父さんが参加と聞き、何とか顔を出したかったのですが間に合わず、残念でした。昨

年参加の橋本パパもお手伝いに駆けつけてくれたそうで、これからもお父さんが参加できる体験稽古会になる

といいですね。筋肉痛が何日も続いた人もいたようです。おつかれさまでした。 
 

 １４日（月）に行われた、埼玉県高校剣道新人戦において昌平高校の森先輩が個人ベスト８に入賞したそうで

す。中学校でさいたま市のベスト８になるのも大変ですが、県全体の中での５位ですから素晴らしい成績です。

これからもがんばってください！ 
 

 １５日（火）は菅原先生の８６歳のお誕生日でした。会からお花を贈らせていただきましたところ、先生からお礼

のお電話をいただきました。「とてもうれしかった。また駒場の道場に行きたい。」とおっしゃっていました。来て

いただける日を楽しみにしましょう。 
 

 ２３日（水）には、「木村先生七段合格」といううれしいニュースが飛び込んできました。若くして要職に就かれ、

それ故に身体の調子を崩されたりしましたが、自分にできる稽古をコツコツと積み重ねての御昇段、努力の賜

物です。本当に素晴らしいと思います。木村先生、これからもご指導よろしくお願いいたします。 
 

 さて、ここからはこれからのことになります。 

 １０日（土）には第５０回読売旗争奪鳩ケ谷秋季剣道大会があります。いつもは午後の

半日ですが、今回は５０回の記念大会で一日となります。小学生は５人制の勝ち抜き勝

負、中学生は３人制の対勝負の戦いとなります。かつて勝ち抜き戦では、西君がキャプ

テンだった時に一度優勝しています。今回も優勝を目標とするのもよいですが、ぜひ目

指してほしいのが、『応援で一番立派な態度の団体となること』です。駒剣としてまとま

った応援ができると良いと思います。 
 

 ２４日（土）にはお待ちかね、駒剣クリスマス会が行われます。毎年、しっかり稽古している人にサンタさんから

のプレゼントが当たるようです。１２月、１月は駒剣寒稽古期間でもあります。稽古するときはしっかり稽古する、

楽しむときは大いに楽しむ、メリハリをつけていきましょう。 

２５日（日）からは、埼玉大学の寒稽古も始まります。まだ真っ暗な朝５時から始まる剣道のワンダーランドを

体験したい方は、ぜひ埼玉大学へ。送り迎えをしてくれる両親や、場を提供してくれる埼玉大学剣道部などへ

の感謝の気持ちを忘れないようにしましょう。そして、目標を決めてやること、無理をしないことが大切です。 

いくぞ、お〜‼ 
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七段ご昇段、おめでとうございます！ 
この度、木村先生が七段にご昇段されました。 

ご感想を頂戴いたしましたのでご紹介します。 

 

2016 年 12 月 

木村 裕之 

 

中学１年生の４月、何気なく垣間見た稽古の雰囲気が気に入り剣道部に入部したことで、50 年近く経た

今、再び竹刀を握っているご縁に感謝している。この度、皆様のお陰で、幸運にも剣道七段を頂戴するこ

とができ、少しばかり私の剣道との関わり合いを振り返ることにする。 

 

学生時代の剣道が教えてくれたもの 

 

学生時代は、暑い夏が嫌いだった。当時の稽古は、水を飲んではいけない、倒れても気合いで頑張る、

というスポーツ医学が発達していなかった時代で、特に、夏の掛かり稽古は、厳しくて時として面の中で

涙しながら掛かってゆく大嫌いな稽古だった。『なんでこんな苦しい稽古をしないといけないのか。なんで

水を飲んでいけないのか。もうやめよう。』毎日こんな気持ちの葛藤と戦っていた。 

 

そんな時、不思議な体験をした。『もう駄目だ。これ以上出来ない』と思って手を抜いた瞬間、先輩から

『もう一本』と声がかかると苦しいが仕方ないので掛かってゆく。そうするともう限界と思っていたのが、も

う一本、しかも快心の技が打てるということがとても新鮮だった。自分で限界だと思った瞬間は、まだ限

界ではなくて自分の能力はもっとあるんだという発見があって、これが自信につながっていった記憶があ

る。この経験は、社会人として仕事をする中で大事にしてたことでもある。もうここまでかなと思った瞬間

から新たな道が開けることを、学生時代の剣道が教えてくれた。貴重な経験だ。 

 

学生時代に中学、高校、大学と 10 年間、激しくも楽しい汗や涙を流した日々だったが、1978 年に社会に

入って仕事と社会の目まぐるしい変化の中で、いつの間にか剣道と離れてしまい稽古の日々を忘れ去っ

ていた。 

 

剣道との再会、社会人としての剣道 

 

1998 年に、大学卒業後 20 年間のブランクを経て剣道と再開できたのは、現在 29 歳の息子が小学 5 年

生の時の剣道教室入会が機だ。この時から、久々に私も竹刀を握る事となった。ここでも大きな驚きが

あり、学生時代と全く違う剣道との新たな付き合い方を発見した。 

 

これまで社会人で剣道の稽古をされるのは特別な方だけだと思っていたのが、一般の社会人の方々が

剣道の指導や稽古をされていること、保護者の方々が子供達の稽古のお手伝いをされていること、集団

で地域の宝である子供達の成長を願っていることなどを拝見して衝撃であった。そして、驚きとともに私

自身の体質改善をしなければと強く思った瞬間でもあった。 

 

私は、米国の IT 企業に長く勤務していたことで、日本古来の武道である剣道とは遠い距離感を感じてい

た。特に、毎日時差を問わず場所を問わず忙しい生活をするのが当然と思い、その様な仕事の仕方に

価値があると思ってきた。このような時に、駒剣の皆さんと触れ合って、生き方や人間力や地域社会との

関わり方等、私自身大切なものが欠如しかけていたと率直に感じた。それ以降、土曜日の電話会議やゴ

ルフは全て断り駒剣に向かうのが習慣となる。 
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駒剣では、結局 10 年間楽しく稽古をさせて頂き、その間に有り難いことに四段、五段、六段の段位を頂

戴することができた。ご指導頂いた先生方や、稽古をして頂いた駒剣の仲間に心から感謝している。大

きな収穫は稽古再開だけではなく、仕事以外の剣友ができたこと、地域に知り合いができたこと、仕事以

外の目標ができたことなど挙げればきりがない。大勢の多様な生き方をされた方々とのお付き合いは新

たなアイデアを生み、仕事にも良い影響があることが新鮮な発見で、社会人としての剣道のあり方を教

えてくれた貴重な体験です。 

 

ただ、残念なことに 2008 年の 1 月に北京で会議があり、ここで 10 日間ほど高熱を出した時より原因不明

の体調不良が起こり剣道より離れざるを得なくなった。実に 20 以上の大学病院を含む大手の病院を回

ったが真の原因がわからず体調不良が続き、もうこれで剣道はできないなと感じていた。 

   

復帰、稽古ができる有り難さ 

 

それから 7 年半後、還暦を迎えた昨年半ばに、医学の進歩から体調不良の原因がわかり（副腎皮質ホ

ルモン異常）薬の服用で以前の元気な状態に近づくことができた。まさに、神様のプレゼントだ。剣道の

再開が可能かもしれないと嬉しい想いが過ぎる。ただ、この年齢で長期に剣道をはじめ全ての運動がで

きなかったことで、筋肉が落ち、やせ細り、体力が落ちていて面をつけるだけで苦しい。苦しいが嬉しい。

何とも嬉しい。 

 

地元の先生方が道場に来いと声をかけてくれた。ゆっくりとリハビリをさせて頂く。これまで感じたことの

ない、冬の道場の床の冷たさの心地よさ、夏は着替えるだけで汗が落ちて気持ちが乗ってくる、春と秋

の稽古の気持ち良さ、四季の移り変わりを感じながら稽古が楽しい。あれ程嫌いだった夏の稽古が楽し

い。 

 

健康で普通に稽古で汗を掻くことがこんなに楽しく嬉しいこととは、また新たな剣道との関わり方を教え

てくれたように感じている。勝ったり負けたり、当たったり外れたり、昇段したり駄目だったりということは

当面の目標として大事なことだが、今の私には稽古で汗をかけることの有り難さは何物にも代えがたい。

体調維持のため、ステロイド剤を生涯飲まなくてはならないので副作用との戦いは激しい長期戦になる

が、神様から折角頂いたプレゼントを大事にしたいと思っている。 

 

このような時に、思いがけずに剣道七段というもう一つのプレゼントも頂いた。仕事も剣道も、今後、楽し

く長くゆっくりと味わいながらすることを目標にしたい。そして、10 年後健康であれば、剣道八段を一回だ

け挑戦することをもう一つの目標に加えたい。感謝。 

 

以上 
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よっ！ みんな，元気か？ 

 

今回は，まずはお小言だ！ 

先日の木曜日，ジャイアンはびっくりしたぞ！ 

木村先生が，「誰か，打ち込みの見本を見せてくれる人いますか？」って聞いたら，だれも手を上げず

に，初心者のＴ君が手を上げて見本を見せてくれた。Ｔ君は立派だったけど，先輩たちは，Ｔ君の見本

を見て，どう思ったかな？恥ずかしくないのかな？ 

「誰か見本～」って聞いたときに，すぐに「ハイ！」と返事をして手を上げられないのかな？そんな気持

ちで強くなれるのだろうか？ 

疲れていたり，体調が悪かったり，色々な事情があるとは思うけど，でも，上級生たちが誰も手を上げ

ないっていうのは，ちょっと情けないぞ。もう少し自覚をもって稽古してくれよな。 

 

 

さて，いよいよ１２月になり，寒稽古がはじまるな。 

寒稽古は，「寒い」，「つらい」，「同じことばかりでつまらない」って思いがちだけど，そう思ったら負け

だぞ。プロ野球の選手だって，シーズンオフは走り込んだりして体力作りをするんだ。みんなも，寒稽

古で，しっかりと，基本の足腰，腕の振りをマスターして，来年のシーズンに向かってくれよな。そうす

れば，来年は，一皮むけた自分になれるぞ。 

ただし，そのためには，同じことの繰り返しだからといっていい加減にやったのではダメだ。先生方に

注意されたことを一生けんめい直すように意識して稽古に励んでくれ。 

 

 

最後に，かかり稽古のはなし。 

何度も取り上げているけど，かかり稽古は，相手のスキのあるところを休まずに打つことが大切だよ

な。だから，元立ちの先生が打ってきたとしても，そこを出小手や抜き胴，あるいは返し技で返すのな

らいいのだけど，ただよけるだけなのは無しだぞ。元立ちの先生に打たれてもいいから，とにかく打

つのがかかり稽古だぞ。もっというと，元立ちの先生が技を出せないくらい打ちまくるのがかかり稽古

なんだ。上級生がよけていると，後輩たちがまねするぞ。ここでも自覚をもって振る舞ってくれよな。 

 

 

寒くなってきたから，インフルエンザやノロウイルスなんかには注意してくれよな。 

じゃあ，またな！ 
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太郎の百錬自得 
第 33 回 筋トレって 

みんなはまだ小学生ですから、普段は筋肉を鍛えるトレーニングはほとんどして 

いないと思いますが、今月は「剣道」に活かせる筋トレについて、です。 

 

まず、成長期の子は、必要以上に筋肉をつける必要はありません。ですから、重いものをもって筋ト

レする荷重形式の筋トレはおすすめしません。必要以上に筋肉がかたくなって、しなやかさがなくな

ると思います。しかし、自重（自分の重さだけで体を動かす）形式の筋トレは成長期でもやったほう

がいいと思います。 

先日、まだ初心者組の稽古があったときに、少し自重形式の筋トレをしました。 

背筋はのびやかなのに、腹筋は全然上がらない子、腹筋はできるけど 

腕立て伏せが全然できない子、人によって得意不得意はある 

だなと思いました。 

 

実は中学生でも、腹筋が全くできない、背筋も上半身が上がらない、 

という子がたくさんいます。自重筋トレで鍛えますが、中学は短い部活 

期間ですので、ようやく人並に振れるようになったところで、引退となってしまうこともあります。 

特に腹筋、背筋、スクワットのようなコアの筋肉を鍛えるメニューは、これから先なにをやるにして

も、できて損はしません。ゆっくり息を吐きながら、３年生までは各１０〜２０回、６年生までは〜３０

回はやれるようになりたいですね。 

 

腹筋と背筋、スクワットで使う筋肉、腰回りから下半身にかけた筋力が、特に剣道に活きる筋力かと

思っています。 

腹筋が不足していると、構えがきれいになりません。猫背になったりしていませんか？ 

背筋が不足していると、竹刀を背中で振り上げられません。右手で竹刀を操作していませんか？ 

下半身の筋肉があれば、構えが強くなります。下半身が主導して、技が出れば、きれいな技になり

ます。 

 

繰り返しますが、筋力といっても必要以上の筋力はなくて大丈夫です。特に小学生の時期は。まず

は基本の通りに、竹刀の振り上げ・振り下ろし、足さばきがスムーズにできるようになればよいので

す。全体のバランスが重要です。バランスを崩さないように、足りないところを自重筋トレで強化して

いけばいいと思います。 

剣道は、ある程度の筋力、基礎体力があれば、いくらでも強くなれます。竹刀をもってやりとりする

から、年配の人に若い子がかなわないことがあるわけです。 

あとはなにが勝負に関係していくかというと、やはり、気持ちですね。自分の気持ちに引け目を感じ

なければ、剣道は、優勢に勝負できるはずです。これは稽古で少しずつ地をつけていくところです。 

 

まずは、おうちで基礎的な筋力があるか、やってみてはどうでしょうか。 

腹筋・背筋・スクワット（ゆっくり吐きながら）、何回できますか？ 

ゆっくりが大事ですよ、勢いつけて回数やっても意味ないです。 

それぞれで一度チェックしてみてくださいね！ 
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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 
11/10の体験稽古会に参加して下さった方からご感想をいただきました。 

今年参加できなかった方も、ぜひ来年ご参加くださいね！ 
 

峯 さ ん ご指導くださった先生方をはじめ、錬成部、後援部の皆様には大変お世話になり、あ

りがとうございました。 

ン十年前に、この体験をしていたら、剣道部に入っていただろうなあ、と思ったほど、と

ても楽しかったです。これからは、今までと違い、温かい目で息子の剣道を応援するこ

とができそうです。 

最後になりましたが、私が手伝いに行くから、是非体験した方がいい！と言ってくださ

り、当日、本当に副部長の仕事をかわってくださったＯＢ橋本さんに感謝します。あり

がとうございました。 

石 井 さ ん 常々息子の打ちが遅いだの、中途半端で止まっている、だのと思っておりましたが、

改めて難しさを思い知りました。まっすぐ打っているつもりでも、無意識に避けてしまう

らしく、先生方に注意して頂きました。心の弱さでしょうか？あっと言う間でした。 

色々ご用意頂いた皆様、先生方、幸せな時間をありがとうございました。 

有賀さんに負けたので今回は勝ちたかったけど、上岡さんには、かなわなかったな～‼

あと、詳しくはマンガも見てね❤ 

上 岡 さ ん この度は貴重な経験をする機会を頂きましてありがとうございました。また、ご指導頂い

た先生方、企画、準備頂いた役員の皆様方、防具を貸して下さった林さん、ありがとう

ございました。 

剣道をやめて二十数年、なまじかじっていただけに昔の頑張りが無になっていたら…

とか日頃子供に偉そうに言っている手前グダグダな所を見せるのは恥ずかしい！など

考えすぎて緊張がエグいことになっていたのですが素振り、基本動作の練習、試合と

進み地稽古の時にはそんな事はどうでも良くなりただひたすらに楽しく、イメージと気

合いだけは昔に戻る事が出来ました。また息子の元立ちに打ち込んだり、息子達と同

じチームで試合に出たりと考えもしなかった僥倖でした。 

ただ、稽古後から踵が痛んだり、激しい筋肉痛等で翌日はボロボロで現役剣士の先

生方の体力、筋力に今更ながら敬服いたしました。 

今息子達は剣道が楽しいようです。その気持ちを一緒に稽古する事で共有する事が

出来たような気がします。今回思いきって参加して本当に良かったです。ありがとうご

ざいました。 

飯 山 さ ん ( 父 ) 実に３５年振りに防具を着けての体験でした。歳と共に体重も増えたのも忘れ、つい昔

のイメージで打ち込みしたところ体がついていかずすっ転んでしまいました。 

皆さんには心配をかけてしまいましたが、これをきっかけに体の力を抜くことができ、残

りの体験会を楽しく無事に終えることができました。 

最後には息子と竹刀を交えることもでき、この数ヶ月で逞しく成長した姿を感じることが

できました。 

これもひとえに先生方のご指導のおかげと感謝しております。また、剣道の素晴らしさ

を再認識できる体験会となりました。どうもありがとうございました。 

佐 藤 さ ん （ 父 ） 子供の頃から剣道に興味がありましたが、実際に経験する機会はありませんでした。 

今回はとても貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。 

特に初めて防具を着けて子供の面を受けた際、痛さと供に成長を垣間見れた感動が

ありました。 

先生方にはご丁寧なご指導もいただく事が出来まして、感謝致しております。 

竹 中 さ ん 竹刀の振り方さえ忘れるほどのブランクがあり不安でいっぱいでしたが、子どもと剣道

ができる貴重な機会と思い、参加させていただきました。先生や錬成部の方々にご指

導いただき、大変楽しく有意義なひとときを過ごすことができました。ありがとうございま

した。 
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金 子 さ ん 中学校の部活以来約３０年ぶりの剣道に、懐かしさと、楽しさでちょっとはしゃいでしま

いました。しかし、思った以上に体が動かない自分に､３０年間という年月の長さもしん

みりと感じました。さらに眼鏡を外しての体験で、距離感がつかめず､胴を外してしまっ

たりして､お相手して下さった先生方には申し訳ありませんでした。 

今回体験で、若かりし頃がむしゃらにしていた剣道とは違う楽しさを発見させて頂きま

した。 

ご指導頂いた先生方、剣道着･防具一式をお貸しくださった近藤先生､そして体験の

準備等をして下さった保護者の皆様に感謝いたします。本当に貴重な体験をありがと

うございました。 

小 澤 さ ん （ 父 ） あの小さかった娘が、紅白戦で男の子から二本取って勝ったのを見て、心身共に成

長したのだと感動しました。もう、イメージしていた事に体が、ついていかない現実を思

いしりました。貴重な体験をありがとうございました。 

橋本さん（OB 父） 「副部長の仕事があるから」と言ってなかなか参加表明に踏み切れない峯さんの背中

を押す形で、副部長の仕事のお手伝いを致しました。不慣れなお手伝いで申し訳あり

ませんでした。 

峯さんの素人っぷりが良かったです。今年は皆さんお上手で、「剣道が上手な人しか

参加できない」と思われ兼ねませんでしたが、峯さんの存在がそれを払拭しました。 

昨年にはなかった親子同士の剣道が、見ていてほのぼのと感じました。今後もずっと

続けて欲しいイベントだと思います。 

峯 く ん 母が剣道をしてるのを見るのは初めてで、どんなもんかなぁ～っと、楽しみにしていて

とても楽しめました。 
 

埼玉県剣道大会 
平成 28年 11月 6日（日）   

＠県立武道館   

今回は、6年生の川島くんと 5年生の渡邊くんが個人戦で参加しました。 

残念ながら良い結果は残せませんでしたが、埼玉県から集まった強い選手たちと剣を交え、 

良い経験になったかと思います。 

 

川島くん   －  判    正木（東入間） なかなか 1本が決めきれなかった。判定 1-2で惜しかった。 

       (延長) 

 

渡邊くん   －  メ ▲  仲（小川）    勝てない相手ではなかったように感じられる。 

 

【試合の感想】 

川島くん  ぼくは 11月 6日に行われた埼玉県剣道大会の個人戦に出場させていただきました。２回戦目から 

の出場でしたが判定で負けてしまいました。前回と同じく一本を決めきるという課題が残ってしまいま 

した。これからもお稽古よろしくおねがいします。 

渡邊くん  県大会に出場させていただき、ありがとうございました。せっかく代表として出させていただいたの 

に、一回戦で負けてしまい、結果を残せませんでした。今回、面を決められてしまったのは中心を 

取られたからだと思います。この反省を生かして、相手に中心を取られず、自分が中心を取って先に 

先に攻めていくことを意識して稽古したいです。また、来年は最後の年なので、必ず出場できるように 

そして、1回でも多く勝てるように頑張っていきたいと思います。 

先生方、これからもお稽古をよろしくお願いします。 

 


