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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>
◎稽古時間 木曜日・・・17：00～19：00　

土曜日・・・15：00～17：00　　

■ ４日（土） 平成28年度後期昇級審査会（駒場体育館　剣道場）
■19日（日） 平成28年度浦和少年剣道錬成会・合同稽古会（さいたま市記念総合体育館）

■25日（土） 13：00～17：00　6年生を送る会（駒場体育館　剣道場）
19：00～22：00　6年生の保護者を送る会（浦和パルコ１Ｆ　チェルシーカフェ）

※夜の修道館のお稽古はありません。
※「さくら草旗剣道大会」の代わりに「浦和少年剣道錬成会・合同稽古会」の開催となりました。

<４月の予定>
◎稽古時間 木曜日・・・17：00～19：00　

土曜日・・・15：00～17：00　　

■15日（土） 14：00～15：00　剣道教室第１回受付（駒場体育館　２階会議室）
一級審査会　合同稽古会（大宮武道館）

■22日（土） 14：00～15：00　剣道教室第２回受付（駒場体育館　２階会議室）
第５回さいたま市剣道大会（大人の大会　大宮武道館）

<５月の予定>
◎稽古時間 木曜日・・・17：00～19：00　

５月１３日より
土曜日・・・13：00～15：00　剣道教室①～③
土曜日・・・15：00～17：00　　

■ 13日（土） 15：15～17：00 定期総会（駒場体育館２階　会議室）

 

 

◎平成２９年度 剣道教室を以下の日程で開催します◎ 

期間： ５月１３日（土）～７月１日（土） １３時～１５時  ※毎週土曜日 計８回 

場所： 駒場体育館 剣道場 

募集学年： 小学２年生～６年生 

定員：24 名 

※お近くに興味がある方がいらしたら、ぜひお声がけください！！ 

http://komaken.greater.jp/old_koma_hp/index.html
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本荘先生からのお言葉 
              いよいよ年度末、３月になりました。月日の経つのは早いですね。毎年のことですが 

埼玉大学寒稽古が終わってからこの時期までの早いこと。１時間、１分を無駄にしては 

いけないと感じます。日が長くなり暖かさも感じられるようになりました。上着を脱いで 

軽やかに体を動かしていきましょう。 

 

 さて、２月２５日（土）に月例試合として「日本剣道形の試合」を行いました。１か月以上前に告知しました

ので、みんなよく稽古してなかなかの出来であったと思います。上級生と下級生がペアになったことにより、

声を掛け合って仲良く形を打つ姿は微笑ましく、卒業を間近に控えたこの時期としても良い企画であった

と感じました。これからさらに上達するためにいくつかアドバイスを授けます。まずは正確な動きを覚えるこ

と。これができないと次には進めません。それができるようになったうえで、①もっとゆっくりと行う ②そして

緩急強弱をつける ③すり足で行うのでできるだけ床に平行に動く（上下動

しない） ④打太刀（師の位）が先に動き仕太刀（弟子の位）がそれに合わせ

る この①〜④を意識するだけでも格段に見栄えのする剣道形になります。

三本目までで満足せず、小学生のうちに太刀七本目まではできるように稽

古しておきましょう。いつも近くに教えてくれる人がいるとは限りません。一度

きちんと覚えると忘れないものです。教えてくれる人がいるうちに覚えて、自

分のものにしちゃいましょう。今回の試合が良いきっかけとなることを願って

います。 

 

 毎年、「こまけんだより３月号」には、６年生一人ひとりへのメッセージを載せていましたが、早い時期から

寂しくなってしまうので今年からやめることとしました。６年生はメッセージカードを見てください。お互いに

感傷的にならず、３月最後までしっかり稽古していきましょう。２５日（土）が「６年生を送る会」となります。最

後は恒例の６年生対５年生以下の試合を行います。今年は、６年生が大勢なので５年生以下はいつも以

上にがんばらないとすぐに終わってしまいます。ただ、１級を持っている６年生は相手にハンディ１本与え

なければなりません。１級所持者がほとんどなので下級生は１本取れば勝ちです。対戦相手を想定して、

一撃必殺の技を練って立ち向かっていきましょう。６年生にとっては意地でも負けられない戦いとなります。

白熱した試合を期待します。 

 １８人の６年生はそれぞれに個性がありおもしろいメンバーでした。剣道に対する熱量や取り組み方もそ

れぞれだったように感じます。それでいいのです。自分のペースで続けられたことが大事なのです。また、

これがずっと同じかというと年月が経つと変わるのです。おもしろいですよ、ぜひ続けてみてください。 

昨年の６年生は、人数は少なかったですが親が剣道やっている人が多かったです。今年の６年生は人

数多いけど親は剣道している人がいない。しかし、大変熱心で剣道をよく知っている後援部員であったと

いうのも大きな特徴でした。たくさんのご協力をいただき感謝です。卒業して中学生になっても、おそらく

駒剣に顔を出してくれそうなメンバー（子も親も）であることが頼もしいです。今から楽しみにしています。 

本日の級審査会を終えると、あと６回の駒剣稽古となりますが、送る会はとりあえずの節目です。皆さん

はずっと駒剣士です。末永いお付き合いをよろしくお願いいたします。 

 

 年度が替わるとすぐに２９年度の剣道教室の受付となります。来年度

は５月１３日から７月１日までの土曜日、全８回となります。木村先生が

メインで指導してくださいます。ぜひお近く（お知り合い）に興味のある

２年生以上の小学生がいましたらお声がけください。たくさんの６年生

が卒業しますので、多くの仲間を迎えたいと思います。ご協力よろしく

お願いいたします。 
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師範の先生から卒業生へ 

お祝いの言葉を頂いたのでご紹介します 

 
 

卒業生、卒業生の保護者の皆様、ご卒業おめでとうございます。 

 加入期間の長さは、それぞれですが、深く駒剣に携わり、 ご協力いただき、  

駒剣士に愛情を注いでくださり有難うございました。 

卒業生へ送る言葉 
尾島 寿子先生 

① [人生 10(じゅう)で有る]と考えまして… 10 の数の人生を楽しんでもらいたい。今が 1 でも、 次は 3 や 4 の運

が巡ってくるかもしれない。 今が 5 の人は残りの 5 を大切に使いましょう。 人の現在の数に比較し悲しくな

るのでなく 10 を十分に楽しんでください。 

② [無くて当たり前]駒剣は沢山愛が有ります。駒剣は沢山の物事も整っています。 中学の部活動は、整わな

い環境もあるかもしれない。 無くて当たり前と心の準備をしてください。 中学には今までに無い中学生と

しとの素晴らしい環境も有ります。 もし剣道を続ける人は、 新たな部活動という舞台で先輩後輩の立場を

学びながら、 心を初心に戻してスタートしてください。 

③ [出来る事を大切に]出来ない事を悲しみ情けなくならないでください。 出来ない対象を一つに絞ると出来

ない現状が心を大きく占めてしま います。それではない出来る事が実は結構有るものです。 それにおい

ては実は実はスペシャリスト並みだったりします。 他人と比べない！自分の良さを知る事！ なんせ自分の

人生ですからオリジナリティな人は素敵ですよ。 
 

さて卒業生は駒剣という我が家から巣立ちます。 里帰りは歓迎してお待ちします。 OBOG が報告に来る度に

成長の過程が見れて大変幸せです。 制服を披露も良し、稽古に来るも良し、後輩の世話も良し、 覗きに来る

も良し良し。新たな世界へ元気に行ってらっしゃい！ 

 

 「卒業生に送る言葉」 
              山田 節男先生 

 まだ、この原稿を書いている頃は朝晩寒く 天気予報では、「真冬並みの寒さです」と伝えられている毎日が

続いています。その中でも寒い日の間に南風が吹いて日中は、「四月並みの暖かさです」と言われるような日

が時折、混じってきて少しずつ春が近づいていることを感じさせる時期になってきています。 

 毎年、この季節になると同じようなことを感じ、同じようなことを書いています。 

月日のたつのは早いなあ、みんな大きくなったあと思うことです。始めた時期はそれぞれ異なり、それぞれの取

組も異なっていたと思います。しかし、みなさんは、まもなく駒場剣友会の卒業生としての日を迎えることができ

ることとなりました。 

 卒業おめでとう。みなさんよく頑張りました。駒場剣友会で過ごした日々はきっとみなさんを強くしているだろう

と思っています。これからいろいろなことに向き合うことがあると思います。どんなことに向き合うことになっても

必ず出口は見つかるはずです。最初に書いたように春は必ずくるはずです。しかし、その間には小春日和の

日もあれば、猛吹雪の日もあるかもしれません。「4月並みの暖かさ」もあれば「真冬並みの寒さ」にも出会うかも

しれません。一喜一憂してしまうのは誰しも仕方のないことだろうと思います。その中でも出口を目指して進ん

でください。 

そして、時には休んでもいいと思います。 ゆっくり考えてどう進めば良いか考えてください。休んだ時間も無

駄にはならないと思います。君たちの将来はたくさんの時間があります。ひとりひとりに輝かしい未来があります。

休む時には、一生懸命に休んでください。そして、また進んでください。 

一秒一秒の積み重ねが一日になり、ひと月になり、一年になるのです。どんな時間も無駄ではないし、無駄

にはできないと思います。私もようやく最近になって気がつきました。 

 そして、自分で悩んだときはだれかに相談してください。駒剣に来て話を聞かせてください。みなさんは、これ

からも駒場剣友会の一員です。駒場剣友会を見守ってください。駒場剣友会のみんなもみなさんをも見守って

います。 

 みなさんの未来が素晴らしいことを祈ります。 
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卒業おめでとう 
                              2017 年 3 月   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。 

心身共に大きく成長した君たちの姿がとてもうれしく、頼もしく思われます。 

 

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期待と希望で一杯かと思います。もう一

段も二段も大きく成長する時です。新しい先生と出会い、新しい友人ができて、勉強の内容も大きく変わります。

是非、君たちにこの変化を楽しんでもらいたいと思います。新しい環境に立ち向う君たちに、３つの言葉を贈り

ます。 

 

今を大切に！ 

中学校に入ると、新たな目標に向かって頑張る君たちが目に浮かぶようです。 

どんなに大きな目標でも、そこにたどり着く方法はたった一つです。近道もなければ抜け道もありません。今、こ

の時に、一歩一歩確実に努力し続けることだけです。 

 

油断すると、今は直ぐ過去になってしまいます。今を大切に一生懸命目標に向かって進んで行くことが、君た

ちの素晴らしい未来を作っていくことになります。今を大切に集中して取り組むことができると、きっと自分にも

自信がついてくることでしょう。今を大切に、頑張って下さい。 

 

チャレンジ精神を大切に！ 

チャレンジとは、自分自身に挑戦することです。 

誰にも負けない熱い夢を持って、その夢の実現に向かってチャレンジし続けることが大事です。夢を達成する

ためのひたむきなチャレンジ精神は、その人の世界観を作ってゆきます。 

 

熱い夢に向かって地道にチャレンジし続けて、一歩づつ目標を達成して、その達成した時の感動が君たちを

成長させてくれます。そしてまた新たな目標にチャレンジする。目標を立て、チャレンジし、達成する。その感動

を実感する。また新しい次の目標にチャレンジする。このサイクルが君たちを素敵な大人に近づけてくれます。 

 

『感謝』の気持ちを大切に！ 

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。 

 

皆、君たちの大事な仲間でありお世話になった方々です。これまでも、これからも、人間は一人では生きてい

けません。『感謝』の気持ちを大切に元気な中学生になって欲しいと願っています。 

 

君たちは、駒剣で毎週たいへん苦しい稽古を仲間達と共にしてきました。今後剣道を続ける人も、また別のこと

を目指す人も、種目や目標は違っても、これまで続けて来た稽古の経験を活かして、達成したことに誇りを持っ

て、それぞれの次の目標に向かって努力してほしいと思います。 

 

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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よっ！ みんな，元気か？ 

気がついたら，２月が終わっちゃったな！ 

もう今年１年のうち，「１２分の２」が終わっちゃったってことだぞ。ってことは，６分の１が終わっちゃったって

ことだぞ。３月が終わると４分の１が終わっちゃったってことだぞ。 

どうだ。ジャイアンだって，約分くらいできるんだぞ。って自慢している場合じゃない。 

もう２か月も過ぎたけど，今年の目標は順調かな？いい節目だから，一度ふり返ってみるのもいいと思うぞ。

そして，目標が難しいようだったら，少し易しく修正したり，目標クリアができそうなら，目標を少し難しくしたり

すると，また，新しい気持ちで取り組めるんじゃないかな。 

ジャイアンは，今年の目標は稽古１００回だったけど，２か月が終わって，稽古２３回だ。１月と２月で５９日

あったから，２．５６日に１回の計算だ。がんばった。もっといっぱい稽古している人もいるけど，ジャイアンとし

ては満足だ。この調子で，今年の目標を稽古１２０回に変更するぞ。 

みんなも，目標を再確認してみてくれよな。 

 

ところで，最近，ジャイアンは，みんなのかかり稽古が気になっているんだ。というのは，ちゃんとできてい

る人はできているんだけど，間違っている人もけっこういると思うんだ。そこで，いくつか，かかり稽古のポイン

トを確認するぞ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これらのポイントを確認して，しっかりとかかり稽古を乗り切って強くなってくれよな。 

 ３月は，１９日の浦和少年錬成会があるし，６年生送る会もあるよな。年度末なので，気を引き締めていこう

ぜ。６年生は卒業に向けて，それ以外の人も，学年のまとめをしっかりとしよう。 

 

じゃあ，またな！ 

 

 

1. かかり稽古では，元立ちの空いているところを，休まず，打ち続けることが重要だ。一本打っては 

「はぁ，はぁ」と息をついで休んでいたのでは，稽古にならないぞ。 

2. かかり稽古では，よけない。よけるひまがあったら打とう。元立ちの先生方が打ってくることがある 

けど，打たれてもいいので，ひるまずに自分が打つことが重要だぞ。 

3. 元立ちが厳しいときは，うまくかかっているときだぞ。元立ちの先生たちは，上手な子や強い子には厳

しく対応します。逆にいうと，厳しくされるということは，うまくかかり稽古ができているということなんだ。 

4. かかり稽古はつらいぞ。つらくないかかり稽古なんてかかり稽古ではないし，強くならないよな。つら

いかかり稽古を乗り越えるから，強くもなるし，終わった後の気持ちもさわやかだ。 
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太郎の百錬自得 
第 36 回 準備 

 

いよいよ６年生も卒業になりますね。 

中学生は３年間、部活動なんてわずか２年ほど。短くてあっという間なので、1日 1日を大事に

過ごしてほしいと思います。 

６年生のみんな、中学に行っても、たまに駒剣に顔だしてくれよな！ 
 

そして、5年生以下も学年が上がるわけで、みんな多かれ少なかれ環境が変わりますね。 

どちらも、早く新しい環境に慣れて、自分のペースを作ることが大事ですよ！ 
 

春休み、楽しいこともやりつつ、４月からの新生活の準備も怠らないようにしたいですね。 
 

剣道もどう準備するかが大事です。 

相手が打ってきても、自分の準備ができていれば、先に打ったり、応じたりできます。 

相手に準備させない、相手の準備をどうやって崩すか、というのが剣道の面白さでもあります。 

それも自分が準備できていることが大前提です。 
 

準備、深いです。 
 

まずはなにを準備するかが、大事です。 

たとえば、算数のテストが明日あるとして、どうしたらいいか？ 
 

漢字の勉強を必死でするかな？ 

それとも友だちとマリオカートでもすればいいだろうか？ 
 

多分、今まで算数の授業でやってきたことを復習しておくのが一番いいよね？ 

もしかしたら、早めに寝てしまうのもいいかもしれないけど。 
 

準備をしている人は、当然、準備をしていない人より有利ですし、準備の早い人は、遅い人よ

り有利になります。 
 

明日試合だから、明後日稽古しようってことはあべこべだよね。 

試合直前に会場に着いて慌てて試合にでるよりも、余裕をもって会場に着いてウォーミングア

ップをして試合に出るほうがいいよね。 
 

さて、剣道の準備のコツです。 

剣道は左足裏から動作が始まるよね。だから何においても、左足で相手より早く体勢を作るこ

とが、重要な準備なんです。 
 

大事なシーンは、 

・蹲踞から立ち上がるとき 

・打ち間に入るとき 

・技を出したあと 

・鍔迫り合い 

などなどたくさんあります。 
 

ここ気をつけるだけで、全く剣道が変わります。ぜひトライしてみてほしいです。 
 

さて、最近なかなか駒剣の稽古に顔を出せてないですが、できるだけ修道館稽古には行くよう

にしています。小学生で修道館来てくれる子も、なんか限られていて寂しい感じもします。み

んな忙しいとは思うけど、たまには修道館も来てくれよ！ 
 

それでは。 
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岡部くん 

 

僕は２年生から５年間、駒剣でお世話になりました。入ったころから先生と先輩が優し

く、すぐに駒剣を好きになったのを覚えいています。そして、強く、優しい先輩達があこ

がれでもありました。まだ到底およばないけど、少しでも近づけたと信じたいです。 

剣道を面倒くさいと思う時期もありましたが、ここまでやって来れたのは友達のおかげ

が大きいです。友達にも感謝しています。 

今では駒剣が楽しく、楽しい思い出を考えると駒剣ばかり浮かんでくるくらいです。 

駒剣では、剣道、礼儀などたくさんの事を教えていただきました。駒剣を卒業するのは

寂しいですが、下級生がしっかり引き継いでくれると思うので、卒業することにします。 

先生がた、今まで本当にありがとうございました。 

川島くん 

 

駒剣には、３年生から約４年間お世話になりました。体験教室の時に先生や先輩方に

優しく教えていただいたのを今でもはっきり覚えています。僕は、小さいころから時代劇

が好きだったので剣道もすぐに好きになりました。特にかかり稽古を一生懸命やって終

わった後の達成感が大好きです。  

駒剣では、剣道だけでなく礼儀なども教えていただきました。本荘先生をはじめとする

先生方、サポートしてくださった保護者の皆様、そして一緒に稽古をしてくれたみんな  

本当にありが とうございました。 

峯くん 

 

駒剣に入ったのは３年生のときでした。そのときは、すぐ疲れるし、構えや足さばきを注

意されたりして、あまり好きではありませんでした。でも、やっているうちに自分でも上手

くなっているのが分かったり、褒められたりしているうちに剣道が好きになっていきまし

た。５年生までは、「剣道は好き。でも習い事」と感じていました。でも、６年生になった

ら、「中学校や、高校、大学でも剣道をしたい」と思うようになりました。周りの人を見て

いても剣道が好きになる、嫌いになる。のさかいめは６年生だったように感じます。                    

６年生では、後輩の面倒を見る機会や、色々任されることが増えてきました。面倒くさい

な、と思うときもあったけど頑張れたのは、先輩方に面倒を見てもらったりしたからで

す。先輩方に恩を返そうと思っても無理だから、恩返しのつもりで、ボクがしてもらったこ

とを後輩たちにしてあげよう という気持ちで頑張りました。        

これから剣道を続ける人、続けない人、剣道が楽しい人、つまらない人、いると思いま

すが、お互い頑張っていきましょう！  

石井くん 

 

ぼくは二年生のころ、駒剣に入りました。始めたばかりころのことはもうよく覚えていま

せんが、寒げいこの朝の早さと寒さ、竜田川などの激しいけいこが好きではありません

でした。しかし、やっているうちに楽しくなってきました。最近の寒けい古では、地けい古

の時、先生にかかっている埼大生で、だれも狙っていない人をハンティングするのが楽

しかったです。駒剣には本当に感謝しています。中学に行っても剣道を続けます。 

先生方、保護者の皆さん、本当にありがとうございました。 

伊東くん 

 

ぼくは、3 年生の時に駒剣に入りました。 

最初は、面を付けるのが嫌だったり、試合に勝てなかったりして、剣道をやりたくないと

思うことが多かったですが、先生方に沢山教えていただき、少しずつうまくできるように

なり、楽しくなってきました。 

また、駒剣では違う学校の人とも仲良くできたのでよかったです。 

先生方、保護者の方々、そして一緒に稽古した皆さん、ありがとうございました。 

伊藤くん 

 

今まで駒剣で稽古をしてきて、一緒に稽古をしてきた仲間や先生方のおかげで、卒業ま

でやってこれたと思っています。たくさんの技を覚えたり、たくさんくやしいことや嬉しいこ

ともあったけど、みんなと楽しく夏合宿や大会などを経験できてよかったなあと思いまし

た。駒剣で特に楽しかったのは、クリスマス会です。その日だけのクリスマス試合なども

できるので楽しかったです。駒剣で頑張る力とみんなとの絆というものを得られたと思っ

ています。中学生になってもまた駒剣で稽古をしたいです。５年間ありがとうございまし

た。 

卒業生＆保護者の方から駒剣の皆さんへ… 
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小澤さん 

 

2 年間という短い間だったけど、とても貴重な時間でした。学校とはまた違う、みんなと

の剣道の稽古は、とても楽しかったです。 

私はあまり運動が好きじゃなくて、稽古の時大変だった事もあったけど、続けていくうち

に、だんだんと体力ついてきて、練習にも慣れてくるようになりました。わたしは、この駒

剣で学んだ事を中学でもいかせるようにがんばりたいです。 

加藤さん 

 

私は小学２年生のころ、この駒場剣友会に入会しました。始めた時は剣道がきらいで

「行きたくない」という思いが強かったです。また、このことが続いて４年生の時、母にや

めさせられそうになりました。しかし、みんなとはなれたくなかったので、必死にけいこを

がんばりました。今では「行きたくない」という気持ちではなく「早くけいこに行きたい」と

いう気持ちのほうが強くなっています。 

ここまできたえてくださった先生方、いつもやさしく見守ってくださった保ご者の方々、一

緒にがんばってきた駒剣のみなさん、本当にありがとうございました。中学に行ってもが

んばります！ 

金子くん 

 

僕は、三年生の剣道教室から駒剣で剣道を始めました。毎週土曜日だけの稽古で、ほ

かのみんなと比べて稽古は半分でしたが、夏合宿やクリスマス会などのイベントも楽し

めて、剣道の基本も学ぶことが出来ました。 

中学生で剣道をやるか分りませんが、ここまで来れたのは、先生方、駒剣のみんなの

おかげだと思っています。本当にありがとうございました。 

菊地くん 

 

僕は５年生の時から、駒剣に入りました。この２年間で沢山の思い出が出来ました。 

初心者の頃は、竹刀を持つ事自体が新鮮で、竹刀を振るだけでも楽しかったです。 

本格的な稽古が始まってからは、体力が持たなくて、特にかかり稽古がきつかったです

が、先生方や駒剣の先輩達がいろいろ教えてくれたりほめてくれた事が嬉しくて、つら

い時も頑張れました。 

練習が終わってから、みんなと喋ったり遊んだ事がとても楽しかったです。師範の先生

方、成人会員の先生方、温かいご指導をありがとうございました。保護者の皆様、そし

て駒剣のみんな、いろいろ助けて下さり本当にありがとうございました。 

中学に行っても剣道を続けるので、これからもよろしくお願いします。 

佐々木くん 

 

僕は、小学三年生の時に、剣道をやっている先輩方の姿を見て「かっこいいな～」と思

い入会を決めました。駒剣では、稽古がつらかった合宿や楽しかったクリスマス会など

様々な行事を通してたくさんの事を教えてもらいました。そして卒業を迎える今僕は、こ

こまで剣道を上達させてくださった先生方、一緒に稽古してくれた皆さん、支えてくださっ

た保護者の皆さんにとても感謝しています。ありがとうございました。中学生になって

も、四年間で学んだ剣道の基本を忘れずに続けていきたいです。これからもよろしくお

願いします。 

内田くん 

 

僕が駒剣に入会したのは二年生の時です。入会のきっかけは哲平君に誘われ、親に

剣道を勧められたからです。入った時は「行きたくないなぁ」「なんだか動きづらいなぁ」と

思っていたけど、先生や先輩が優しく丁寧に指導してくださったおかげでいつしか剣道

が「楽しいなぁ」と思えるようになりました。四年生の時、合宿で優勝したのは一番の思

い出です。ここまで僕が剣道を続けてこられたのは先生や先輩方、保護者の方々のお

かげだと思っています。ありがとうございました。 

中島さん 

 

短い間でしたが、先生方や保護者の皆様の支えもあり、楽しくお稽古に通うことができ

ました。また仲間と共に卒業できることを嬉しく思っています。先生方にご指導いただい

たり、褒めていただいたりすることにより成長することができました。 

中学生になっても剣道を続けいきます。駒場剣友会で学んだことを忘れず、新しい仲間

と目標に向かって歩んでいきたいと思います。ありがとうございました。 

細野くん 

 

僕は剣道で色々な事を学びました。例えば、挨拶や礼儀です。中学に行っても剣道を

続けるので学んだ事に気を付けていきます。 

たまに駒剣に顔を出すので、その時は稽古お願いします。 

先生方、小学生の皆さん、ありがとうございました！ 
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髙橋くん 

 

僕は 2 年生から剣道を始め、5 年間通っていました。駒剣ももう卒業です。 

始めたばかりの時は、小手を打たれるとすぐに『痛いよ〜』と休んでいました。 

また、剣道に行く時間になっても『行きたくない』とぐずったこともありました。 

道場に来ると、先生や先輩方が優しく励ましてくださったので、徐々に稽古が好きになっ

ていきました。稽古では、尾島先生や先生、先輩方にアドバイスを頂き段々と上達して

いきました。が、なかなか結果は出ないままでした… 

剣道に出会えて、とても楽しかったので、今後も続けていきたいと思います。 

原子くん 

 

僕は 3 年生の時に、剣道教室から入りました。 

剣道を始めた時、先輩たちを見て「かっこいいなあ、僕もこうなりたいなー！」と思いまし

た。はじめはすごい緊張しました。でも優しい先輩方や先生方のおかげでやっと面や

胴、小手を着けて練習が出来るようになりました。 

そして 4 年生になって始めて合宿に行き来ました。この合宿で、みんなと仲良くなりとて

も楽しかったです。合宿の稽古でも心身ともに成長できました。その後のクリスマス会で

も、試合やプレゼント交換がとても楽しかったです。埼玉大学の寒稽古では最初はとて

も寒くて辛かったけど、駒剣の仲間がいたので乗り越えられました。寒稽古が終ったあ

との、ココアがとても美味しかったです。 

僕は剣道をやって、ほんとうに良かったです。楽しみながら剣道できたのは、先生方、

先輩方、お父さんお母さん方、みんなのおかげです。本当にありがとうございました。 

松本さん 

 

私は３年生で駒剣に入会しました。最初は恥ずかしくて声を出すことができませんでし

た。でもみんなと稽古をしていくうちに慣れてきて、恥ずかしがらずに声を出せるように

なってきました。また、始めた時は稽古に行く事も｢いやだな～｣と思うこともありました

が、だんだん剣道が好きになり、稽古も楽しくなってきました。そして大会に出たりなど

試合をする回数も増えてきました。しかし勝つことができず、とてもくやしかったです。で

もそのたびに｢頑張ろう！｣と思えるようになりました。そして毎年参加している夏合宿で

は駒剣の皆で楽しくすごしたり、普段はあまりやらない形を教わったり、いつもより長い

時間、稽古をやったりなど楽しかったです。冬には埼大の寒稽古にも参加し、朝早くか

ら剣道を頑張りました。 

4 年間駒剣でお世話になり、剣道が大好きになれて、本当に良かったなと思います。 

お世話になった先生方、そして一緒に稽古をしてくれた仲間のおかげです。 

本当にありがとうございました。中学でも剣道を続けるので、これからもよろしくお願いし

ます。 

住友くん 

 

僕は４年間、駒剣で剣道をしてきました。始めた頃、僕は剣道が嫌でした。それは、打た

れると痛いというのが理由でした。しかし、ある時から変わりました。それは、駒場体育

館が使用出来ず、僕が通っている小学校の体育館で稽古があった頃です。「少し頑張

って皆勤賞を目指してみない？」と母に言われ、その時から半年間皆勤賞を目指しまし

た。最後まで頑張ってみると、少しずつ体力がついてきていたのがわかりました。地稽

古や掛かり稽古をやると疲れていましたが、何度も出来るようになりました。僕は他に

忍耐力も身に付いたと思いました。それまではすぐにあきらめることがありましたが、あ

きらめずに頑張る力がつき良かったです。剣道を通して、色々なことが身に付いたと思

いました。４年間剣道を続けてきて良かったと思いました。今まで御指導いただきました

先生方、本当にありがとうございました。 

それから、お父さんお母さん方お世話になり、ありがとうございました。 
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岡部さん(母) 

 

駒剣とのご縁は、名古屋から転勤で来た浦和の社宅に、先輩の北嶋君ご家族がいらっ

しゃって、声をかけていただいたことから始まりました。 

あれから５年が経ち、兄の泰良もお世話になりましたので、浦和での思い出の多くが駒

剣に関するものになりました。普段のお稽古はもちろんのこと、送迎での会話、主人と

ハラハラしながら見守っていた試合、礼式の声出しの練習をしに行った河原、寒稽古に

向かう暗い車の中で一緒に聞いてた音楽・・・いつか巣立って行ってしまう哲平と、駒剣

のおかげでたくさんの思い出を共有することができました。 

哲平は、普段は何でもサラリとこなしている様子で、何かを一生懸命やっている姿をあ

まり見せない子なのですが、唯一、必死に頑張る姿を見ることができる場所が駒剣でし

た。特にキャプテンになってからは常に「必死」でした。始めの半年位は、プレッシャー

からか、かなり苦しみ悩んでいました。時には、剣道もキャプテンももうやめたい、なん

て言い出したことも。でも、そうやって家では落ち込み悩んでいても、ひとたびお稽古に

行くと、別人のように一生懸命お稽古をしていました。 

哲平がそうやって頑張ることができたのは、駒剣が「頑張らせてくれる場所」だったから

だと思います。師範の先生方、錬成部の先生方、保護者の皆様がいつも暖かい目で見

守り、励ましてくださり、たくさん誉めてくださったから、哲平は頑張れたのだと思いま

す。 

そして、哲平と一緒に落ち込んでいる私のことも、先生方、保護者の皆様がいつも支え

てくださいました。 

駒剣ではまた、一緒にお稽古する仲間達にも恵まれていました。先輩達に可愛がって

いただき、良きライバルである同級生とは楽しくワイワイ過ごし、かわいい後輩達には

癒してもらって・・・そんな幸せな環境で過ごせた５年間でした。 

私は、お稽古を見るのがとても好きでした。気分が落ち込んでいる時など、礼式で背筋

を伸ばして師範の先生のお言葉を聞いて、みんなが頑張ってお稽古しているのを見る

と、お稽古が終わった頃には不思議と元気になるんです。そんな中で、哲平だけでな

く、駒剣の子達みんなの成長を見守る楽しさを知りました。後輩が出来て急に先輩らし

くなって甲斐甲斐しくお世話をしてくれたり、素人の私から見てもわかるくらいどんどん

上達したり、先生方に褒められてすごくうれしそうな笑顔を見せてくれたり・・・胸が熱く

なる場面を何度も見せていただきました。 

師範の先生方、錬成部の先生方、保護者の皆様、そして一緒にお稽古をしてくれた駒

剣の仲間達、本当にありがとうございました。駒剣でのこのご縁を、ずっと大切にしてい

きたいと思います。卒業して中学校に入ってからも、末永くよろしくお願いいたします。 

川島さん(母） 

 

慶之は３年生の時に駒剣に入会させていただきました。生まれ育った広島を離れ、親

戚もいない埼玉に越してきて不安でいっぱいだった６年前、ふと見つけた剣道教室の

ポスター。それが駒剣との出会いでした。 

慶之はすぐに駒剣が大好きになりました。姿勢を正して話を聞く礼式の静かな時間。先

生方との激しい係稽古の時間。面を外し滝のように流れる汗をふく瞬間、お稽古の後

のおしゃべりの時間。どれも大好きな時間でした。 

頑張れば頑張っただけ身体にも心にも力がつく、そう信じ、お稽古の時間はいつも必死

に、力を振り絞って頑張っていました。本気で向き合っていける先生方とのお稽古の時

間は、 本当に貴重で大切な時間でした。  

駒剣で頑張った思い出は、きっとこれから先苦しいことがあった時慶之を支える力にな

ることと思います。  

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。 

峯さん(母)  駒剣卒業まで稽古日はあと百何十何回・・・と、かなり前から心待ちにしていたのに、

この原稿を書く今、とても寂しく思っています。 

 剣道教室の初日、真新しい竹刀を持ち「剣道って何？」と不安そうに聞いてきた修司

でしたが、帰り道では「剣道面白かった！」と楽しそうにしていました。が、防具をつける

ようになり、色々細かい所作を指導されるようになり・・・楽しく帰る日もあれば、帰り道、
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私に八つ当たりしてくることもしばしば。５年生の秋には、母親の私の方が駒剣に行くの

が嫌になった時期もありました。修司が剣道を続けていくのかよくわかりませんでした

が、それは修司が決めること。駒剣最後の１年、真ん中っ子修司と二人で過ごすのは

剣道の時間だけなので、その時間を大事に、楽しもう！と思うことにしました。 

６年生の１１月。全日本剣道選手権の日本武道館で、革鍔をおねだりしてきました(あま

りにも真剣なので購入)。その日本武道館からの帰り道「剣道部に入るんで。よろしく。」

と言われました。１２月。今回の寒稽古を皆勤したいと言い出しました。寒稽古に連日

参加させて頂き、大保木先生の大ファンに。寒稽古最終日は大保木先生にかかるまで

帰らないと決めていたり、お礼稽古の大保木先生の講習を受けてから錬成会に向かい

たいと言い出したり、とにかく驚かされました。たまたま今年度の埼大剣道部文集『鳳

翔』が大保木先生の特集だったことから、修司自ら剣道部の方にお願いし『鳳翔』を頂

きました(人見知り激しい修司が！)。今では、本荘先生から過去の『鳳翔』をたくさんお

借りして読んでいます。寒稽古の礼式で出たお話は、『鳳翔』のここに載っていた話だと

か、駒剣の礼式での本荘先生のお話は、『鳳翔』◯◯号のここに載っていた話と同じ意

味・・・と、すっかり鳳翔マニア。１月。修司が自分で新しい剣道具を注文。とにかく地味

な方～地味な方～を選んでました。理由を尋ねたところ、修司曰く｢地味で強いってカッ

コよくね？｣なんだとか。今では新しい剣道具を心待ちにしています。 

修司には小さい時からさんざん泣かされてきましたが、まさか寒稽古の帰り道の車中、

二人で剣道の先生方の礼式でのお話で盛り上がったり、剣道の話で笑ったりする日が

こようとは・・・。 

 気持ちにムラがあり、親も手を焼く修司に、温かくご指導頂きました師範の先生方、錬

成部の皆様、大変お世話になり、ありがとうございました。また、親が気が付かない修

司の良いところを見つけてくださった保護者の皆様、駒剣士の皆さん、ありがとうござい

ました。 

 修司の剣道は今始まったばかり。駒剣から始まった色々なご縁を、これからも大切に

していって欲しいと思っています。今後共、ご指導よろしくお願いいたします。 

石井さん(母) 

 

新緑の中、せみ時雨の中、ドングリや落ち葉の上、松林の上の月に見守られながら。

駒場緑地を横切って、駒剣に通いました。この時間が、宝物になるなあ、と思いなが

ら。ぐうたら親子ですが、不思議と道場では背筋が伸びる気がしました。 

うちの息子は「応援番長」(笑)で、試合は強くないですが、言ってしまいます。駒剣に楽

んでに通い、真面目にお稽古して、真面目に雑巾がけをした点で、息子は一番だな！

と。…あくまで親バカ評価ですよ。 

母自身も大変お世話になりました。マンガを描いていて、こんなに直接反響を聞けたの

は初めてで、ありがたかったです。2014 年、人生で初めて、イラスト展示をした時も、ち

ゃっかり宣伝したので、たくさんの方が見に来てくださいました。本が出た時も、買って

頂けてうれしかったです。 

今、大好きな時間を失う寂しさでいっぱいです。時々の原稿と引き換えに、遊びに参っ

てよろしいでしょうか。皆さま、ありがとうございました。またね！ 

伊東さん(母) 

 

倫弥は、兄が駒剣でお世話になっていたこともあり、3 年生から剣道を始めることになり

ました。わりと真面目で好きなことはコツコツと努力をする倫弥がどのように取り組むか

楽しみでした。 

5 年生までは楽しく行けていましたが、6 年生になると興味が広がり、剣道に対する思

い、関わり方も変わってきました。それでも通い続けたこの 1 年は、よく頑張っていたと

思います。先生方に教えていただいたことは、これからの人生の軸となり、いろいろな

場面で繋がっていくことと思います。大切なことだったのだと感じながら成長して欲しい

と思います。 

私自身も駒剣を通して、貴重な経験を沢山させていただきました。駒剣の皆さんには感

謝の気持ちでいっぱいです。先生方、成人会員の方々、ご指導してくださいまして本当

にありがとうございました。 



12 

 

伊藤さん(母) 

 

5 年間本当にありがとうございました。とにかくみんなと一緒に駒剣を卒業できてホッと

しています。なかなか温度の上がらない息子の姿を見てイライラしたり、仕事で思うよう

に稽古に連れて行ってあげられないことを悔やんだり、選手に選抜されなかったと聞い

ては稽古にあまり参加できていないので当然かと思う一方で、連れていけない私のせ

いかと自分を責めてみたり。とても楽しいだけの 5 年間ではありませんでしたが、先生

方や成人会員の方々、駒剣士のみんな、そして保護者の方々に支えていただき、何度

も心が折れそうになりましたが、途中でやめることなくなんとか卒業の日を迎えられま

す。ほんとに感謝しかありません。息子は中学でも剣道部に入ると言っています。どこ

かの大会でみんなに会えるのを楽しみにしています。 

小澤さん(母) 

 

2 年間という短い間でしたが、駒剣の皆さん、本当にありがとうございました。 

思い出せば、娘の一言で始まった剣道。3 つ上の姉の剣道の試合を観てから、剣道や

ると始まり、パソコンでみた駒剣を見て、「体験があるから申し込んでよ」と、娘にせかさ

れ、入る事になりました。入ってみると自分もちょっと剣道をやっていたので、ついつい

頭の中では、「違うよ、足、足、振りかぶりが悪いなぁ」などと思った日もありましたが、

気がつけば、立派に出来るようになった娘に今では、ビックリする日々です。子供の成

長には驚かされます。自分自身は、いろいろな行事にも参加させて頂き、とても楽しい

駒剣生活を送らせて頂きました。木曜、土曜と、行かなきゃ行かなきゃがなくなるのは、

ちょっと寂しくなりますが、今までの経験をいかして、中学校でも頑張ってほしいです(^^) 

加藤さん(母) 

 

長いようで短かった５年間でした。 

１年生でミニバスを始めた娘は、団体競技ということを良いことにボールから逃げてば

かりいました。「このままでは逃げてばかりのズルい人間になる」と思った私は、息子

(現在 21 歳)がお世話になった駒剣剣道教室へ！「一対一であれば、逃げようがな

い！」と思ったのですが…手強い娘は剣道でも逃げてばかり。そして、４年生の時には

ついにビリに。(このように書くと、本荘先生に「違うでしょ！」とまた言われてしまいそう

ですが…(^_^;)) 

私は駒剣を辞めさせようとしましたが、娘は泣いて嫌がったため、期限を決めてその間

に勝てるようにならなければ辞める約束をしました。以来、真面目に稽古に臨むように

なり、ようやく皆と肩を並べられるようになりました。 

駒剣での５年間で、様々な発見と成長が親子共々ありました。泣いたり笑ったり…。剣

道って楽しくて格好良くて素敵だな…としみじみ思いました。今想うと、剣道の世界へ引

き込んでくれた息子の駒剣時代も、もっともっと見てあげれば良かったと後悔だらけで

す。子供二人、通算９年間の駒剣を私も卒業します。駒剣で過ごした時間は、親子の宝

物となるはずです。 

最後に、今まであたたかく見守り、ご指導くださった先生方、共に稽古に励んでくれた駒

剣士の皆さん、共に闘い(？！)お付き合いくださったお母さま方！本当にお世話になり

ました。どうもありがとうございました。 

金子さん(父) 

 

4 年間大変お世話になりました。私の勧めで剣道を始めさせましたが、これは子供に大

きなものに立ち向かっていく精神的な強さと相手を敬う心を、剣道を通じて身に着けて

もらいたいとの思いからでした。 

稽古は毎週土曜日のみで、親の思いとは違い本人はあまり熱心では無かったようです

が、先生方のご指導のおかげで、6 年生まで続けることが出来ました。親の私も、夏合

宿や毎年のクリスマス会などに関わることができ、とても楽しい思いをさせて頂きまし

た。先生方、保護者の皆様、そして駒剣で剣道を続けてくれた子供に感謝いたします。 

ありがとうございました。 

髙橋さん(母) 

 

駒剣では 5 年間お世話になりました。 

寒い日も暑い日も、気分が落ち込んだ日も、嬉しい日もありました。剣道教室から一緒

に入会した 7 名から、どんどん増えた 6 年生たち。みんな大きくなりました。ここでの時

間が、剣道の技だけでなく、心の修行となり素敵な大人に近づいてくれたらと思ってい

ます。ご指導頂いた先生方、励ましてくれた保護者の皆さま、ありがとうございました。 
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菊地さん(母) 

 

２年間、大変お世話になりました。 

かねてより「剣道をやる人に悪い人はいない！」と持論のあった私！悠斗も始めてくれ

たら嬉しいなぁ …と密かに思っていたので、自ら「やってみたい！」と言ってくれた時は

本当に嬉しかったです。しかし、「気弱な性格だけど大丈夫かな…」 「稽古についてい

けるかな…」と不安もあり… 

ちょうど、その年は体育館の工事で新入会員の募集がなかった様なので、翌年になっ

ても悠斗の気持ちが変わっていなかったら…と、一年待って剣道教室に参加させて頂

きました。 

いざ始まってみると、私の不安は何処へ、毎回楽しそうに参加にさせて頂く姿に、始め

てみて本当に良かったと心から嬉しく思いました。それは、毎回稽古の度に、良い所を

沢山見つけて下さり、常に褒め、励まし、ご指導、応援して下さった先生方、保護者の

皆様方、駒剣のみんなのおかげです。恥ずかしがり屋で前に出る事が苦手だった悠斗

に、剣道を通じて大きな自信を与えて頂き、成長させて下さった事を、心から感謝致し

ます。卒業してしまうのは本当に寂しいですが、これからはＯＢとしてお会い出来る機

会を、心より楽しみにしています。本当にお世話になりました。そして、今後とも宜しくお

願い致します。 

佐々木さん(母) 

 

悠悟は幼少の頃から、引っ込み思案で恥ずかしがり屋。何か一本筋の通った武道を…

と思い、三年生の剣道教室からお世話になりました。初めて見る駒剣士(先輩方)の逞

ましく、凛とした姿に息子もこんな風に成長してくれたら…と思い入会を決めました。先

生方から「駒剣は人生の根っこの部分をゆっくり育てていく場所」というお話を聞き、心

を揺さぶられたのを覚えています。時には優しく、時には厳しく、そして何より褒めて頂く

事で少しづつ自信が持てるようになり、学校生活でも五年生の時に児童会副会長に立

候補するなど、剣道に出会ってからの悠悟は心身ともに大きく成長したと思います。こ

れも、温かく熱心にご指導頂きました先生方、いろいろな面で支えてくださり声をかけて

くださった保護者の方々、お互いに切磋琢磨し、励ましあった駒剣士の皆さんのおかげ

です。本当にありがとうございました。これからも、駒剣で教えて頂いた「心 技 体」を

忘れずに剣道を続けていってほしいと願っています。これからもどうぞよろしくお願い致

します。 

内田さん(母) 

 

尚翔が剣道を始めたのは、二年生。最初の一年は右も左もわからず、苦労しました。

家で膝をつき合わせ、面付けの特訓し、稽古に臨みました。今思えばかけがえのない

親子の時間だったと思います。 

駒剣の四年間は尚翔にとって悩んだ時期もあり、決して順風満帆だったとは言えなか

ったと思います。けれども先生の温かい励ましの言葉に支えられ、たくさんの仲間に恵

まれ、一日も嫌がることなく稽古に向かった尚翔は、よく頑張ったと思います。悩んだ末

に出した剣道の道。前進あるのみ。頑張れ尚翔。応援しています！ 

最後になりましたが、今までご指導くださった先生方、成人会員の皆様、ありがとうござ

いました。 

松本さん(母) 

 

萌の５つ上の兄がこまけんで、５年間お世話になり、私がどうしても、又こまけんに戻り

たかったので、萌が２年生になり、剣道教室に申し込みました。 

私の意に反し、本人｢暑くて嫌だ｣と入会には至りませんでした。 

その頃の萌はおとなしく、剣道なんてまったく向いてないと祖父母にも言われましたが、

あきらめず次の年の剣道教室に申し込んだところ、入会してくれることになり又こまけ

んに戻って来ることが出来ました。 

その後は兄と一緒で、萌も、みるみる剣道が好きになり、今では高校生までは剣道を

続けていきたいと言ってます。 

私自身通算 9 年間のこまけん生活を卒業するのは本当に辛く悲しいですが、OB 会な

ど、出来る限り遊びに来させて頂きたいと思ってます。 

今までお世話になりました先生方をはじめ、錬成会の皆様、保護者の皆様、本当にあ

りがとうございました。 
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原子さん(母) 

 

諒太朗が 3 年生の剣道教室から駒場剣友会にお世話なりもうすぐ卒業を迎える事にな

りました。この 3 年間ご縁とは不思議であり、守られている安心感を何度も感じる機会

がありました。 

はじめに剣道教室の申込みの日に家族に剣道経験者がいなく、竹刀の事を星野先生

にお聞きしました。鈴木剣道具店の事を教えていただき、後日、家族で竹刀を購入に行

きました。偶然、先生にお会いし、竹刀の事、御道具の事、お店の事、亀の事などなど

教えていただき、家族みんなで不安がなくなり、あたたかい気持ちで帰ったのを今でも

はっきり覚えています。そして先生方の愛情あるご指導と保護者の皆様のあたたかい

声掛けと見守り、駒剣士達の凛々しい姿に憧れて入会しました。 

日々あわただしく過ごしています私に礼式の黙想と先生方のお話はいつも心に響き、

自分を振返り反省する事の出来る貴重な時間です。いくつになっても勉強させていただ

ける喜びを感じつつ、襟を正す時間でした。そして、少し慣れてきたころ、本荘先生のお

顔を拝見する度に、以前何処かでお会いしたことがあるような？ 

と思って後日、寒稽古のうちあげの時に岸中学校で同じクラスになった事はなかったの

ですが同学年である事がわかりすっきりしました。(奥様もです。) 

模擬試験の朝、駅で試合に行く長谷部先輩とお母様にお会いし、元気をいただきまし

た。また、入試の日の帰り道で齋田先輩に会い『試験が終わったら駒剣に戻って来て

ね。』と声をかけていただき、合格の喜びと先輩に久しぶりに声をかけていただけたう

れしさでニコニコで帰りました。 

休会中も含め 3 年間、駒剣の先生方、成人会員の皆様、保護者の皆様、先輩、後輩、

同級生の駒剣士の皆に出会えた事に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうござい

ました。 

中島さん(母) 

 

短い間ではございましたが、お世話になり誠に有り難うございました。 

2 年生の時に本人の強い希望により入会させていただきましたが、途中通えないことも

ございました。戻るたびに娘を温かく迎えてくださり、心から感謝しております。 

中学生になっても剣道を続けていくようです。お稽古に参加させていただいた時にはま

たご指導よろしくお願いいたします。誠にありがとうございました。 

細野さん(母) 

 

師範の先生方はじめ、錬成部、後援部の皆さん、真希と一緒に稽古をしてくれた小学

生の皆さん、親子共々色々とお世話になり、ありがとうございました！ 

真希が2年生の時に剣道教室に入り、あっと言う間の5年間でした。入会する際に真希

と約束したのは絶対 6 年まで続けるという事でした。それをきちんと守り、続けられたの

も皆さんのお陰です。 

この 5 年間、私もいっぱい道場に通いました。これからは怖いお母さんは見てませんが

皆さんお稽古頑張って下さい。  

近所なので、呼んでくれればいつでも来ますよ♪ 

住友さん(母) 

 

子供に剣道を習わせたいと思っていたところ、剣道教室の案内を見つけ、裕亮に話し、

早速、剣道教室に申込みそのまま駒剣へ。４年前のことがついこの前のように思い出

されます。この４年間で様々なことを学ばせていただきました。 

心身ともに成長したように思います。 

師範の先生方、成人会員の皆様、保護者の皆様、親子共々大変お世話になりました。

駒剣での教えを胸に、中学校へ進んでいってほしいものです。本当にありがとうござい

ました。 
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◆◇◆編集後記◆◇◆ 

今号を持って、編集から卒業する石井です。 

有田さんが、羽部さんに話を取り付けて下さり、マンガを載せるようになった５年前。パソコンの操作もおぼつ

かずに係を引き受けて、不安だった４年前。なんとかこうとか、皆さまにご迷惑をおかけしながら、今日に至りま

した。いまだにパソコン操作はおぼつかないですが、原稿の取り立ては、少し上達したかも？ 

 お稽古を見て、礼式のお話を聞くと、先生方が「今、どういうことが問題で、どういう方向にしたいのか」が、ちょ

っとわかります。そのお手伝いの一部に、「駒剣だより」がなれたらいいな、と思っていました。でも、私の場合、

余計なものの方に目がいってましたよね。でも、余計なものも楽しかった。 

試合感想を手書きで集めていた時は、悔し涙の子もたくさん見ました。悔しがる子は、強くなっていきました。感

動もたくさんもらいました。 

お仕事をなさりながら道場に足を運ぶのは、大変なことと思いますが、やっぱり、先生と子どもたちを近くで見

る方が良いと思います。そして、近くにいた方がいいと思います。元気いっぱいの小学生が武器を持って集っ

ているのですよ。先生方の前ではまあいい子ですが、調子にのるにきまっているじゃないですか。色々あると思

いますが、基本は健やかに「剣道」出来る環境をつくれるよう、サポート頑張って下さい。 

マンガは、描けるうちは描こうと思っています。「出たかったのに描いてくれなかったー！」という方が万が一

いらしたら、あきらめずに相談してみて下さいね！ 


