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< 4 月の予定 > 土曜日 17 時からの修道館稽古は再開しています。 
木曜日 全て  17:00〜19:00（駒場体育館剣道場） 
土曜日 2 日･9 日･23 日･30 日 15:00〜17:00（駒場体育館剣道場） 

 16 日 15:00〜17:00（本太中修道館） 
■ 16 日(土) 一級審査会(サイデン化学アリーナ) 

   

< 5 月の予定 >  

 木曜日 全て 17:00〜19:00（駒場体育館剣道場） 
 5 日 祝日(こどもの日)のためお休み 

土曜日 全て 15:00〜17:00（駒場体育館剣道場） 
 14 日 定期総会 

  15:15〜17:00（南箇公⺠館 会議室） 

< 6 月の予定 >   

 木曜日 全て 17:00〜19:00（駒場体育館剣道場） 
 土曜日 全て 15:00〜17:00（駒場体育館剣道場） 

■ 11 日(土) さいたま市浦和剣道大会(サイデン化学アリーナ) 
   
   
※ 状況により中止や稽古場所が変更になることがあります。 

詳細等は slack にてご確認ください。            
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本荘先生からのお言葉 
 

 

 

 

 

 

 

 ４月、新しい年度になりました。気持ちを新たにし、一つ学年が上がった自覚をもって行動してほ
しいと思います。あいさつ、返事、持ち物の整理整頓、きちんとした剣道具の着装など、やるべきこ
とをしっかりとやる、大事なことです。この機会に自分自身を見つめ直してみてください。 
 
 さて、３月２６日（土）本太中修道館において「六年生を送る会」を実施することができました。
３年ぶりに「六年生 vs 五年生以下」の勝ち抜き戦も行うことができ、大いに盛り上がりました。結果
は、五年生の廣江選手が勝ち抜き五年生以下の勝利でした。柴田キャプテンがケガで参加できず、大
将を務めた小澤選手ががんばりました。もう少し、前の六年生が踏ん張りたかったですね。でも、残
る後輩たちに自信をつけるという置き土産を残すのも、この試合の伝統でもあります。先輩も後輩も、
勝った人も勝てなかった人も、皆で試合ができたことを喜びましょう。良い思い出になりました。た
っぷり稽古も行い、その後のセレモニーへ。師範からの送る言葉、記念品贈呈、お世話になった先生
方へのお花贈呈、六年生の言葉、六年生保護者の言葉、新キャプテン、副キャプテン発表と続きまし
た。六年生は五年ほど経験してきた者が多く、紆余曲折あり、順風満帆ではなかったこれまでを振り
返り、思いがこもっていました。保護者も同様でこの日を迎えられた喜びに溢れておりました。尾島
先生が一年ぶりに出席し花を添えてくれ錬成部の先生方も大勢かけつけて、駒剣みんなで送り出すこ
とができました。⻑い期間にわたってご準備くださった担当の皆様、ありがとうございました。 
素敵な六送会でした。 
 
 新キャプテンに宮島君、副キャプテンに並木君と廣江君が選出されました。新６年生がみんなで駒
剣を引っ張って行ってほしいです。まずは率先垂範、自らがしっかり稽古して行動で下級生をリード
していってください。そして、仲が良い仲間であってほしいと思います。稽古に行けば仲間に会える、
少しおしゃべりができる、と思えば多少稽古がつらくとも足が道場に向きます。その雰囲気を作るの
がキャプテン、副キャプテンの役目です。せっかくリーダーになったのだから、こんな集団にしたい
という思いをみんなで共有できると良いです。期待しています。 
 
 今年度、さいたま市の中体連剣道専門部の委員⻑に、⽩幡中学校顧問の荒井先生がなったと廣江先
生から伺いました。荒井先生は駒剣ＯＢで、関口先輩と同期です。「まだ若いのでは」と思って話した
ら、「荒井先生は人格者で、人望が厚いから適任」と言われ嬉しくなりました。『駒剣は人間形成道場
である』丸山先生がよく言われていました。卒業生の活躍は駒剣の喜びです。コロナ禍で大会の審判
等、あまり協力はできていない現状ですが、荒井先生の就任で、駒剣でできることはバックアップし
ていきたいと思っています。 
 

稽古するのに良い季節になりました。新緑の中、掛かり稽古中心にしっかりと稽古し、共に爽やか
な汗を流しましょう。 
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第 95 回 
 

2022 年 4 月 
 
駒剣も新体制のスタートですね。 
まずは卒業した新中 1 のみんなが新たな環境で、のびのびと過ごせるよう願っています。またぜひ駒
剣や修道館に顔を出してくれて、一緒に稽古できると嬉しいです。 
残ったメンバーも学年がひとつあがり環境が少し変わります。早くリズムを作って、文武両道の精神
で過ごしていってほしいと思います。 
そして、今年度も新たな仲間との出会いが沢山あるといいなと思います。駒剣として新たな仲間を気
持ちよく迎えられるように準備しておきたいものです。 
 
さて、新年度ですので、剣道が強い弱いの前に、私が大事にしたいと思っていることをお話しておき
たいと思います。 
それは、 
 
・他人のことを相手の気持ちになって考えること 
・常に先をとって動くこと 
・最後まで気を抜かずにやりとげること          
 
です。 
相手の気持ちと自分の気持ちは一緒ではありません。自分が思うことと相手の思いが違うとき、ただ
自分の主張を通したり、気持ちを一方的に伝えたりしても、相手と分かり合うことはありませんね。
相手はどう思っているのかを考え、どうすれば相手との距離が近づくのかを考えることが大事だと思
います。剣道で大事とされる合気と通じます。剣道は、相手の気持ちと自分の気持ちを合わせたとこ
ろから技を出すことが大事です。ここがわかってくれば、「打って反省、打たれて感謝」という表現
も理解できるようになると思います。合気を外して、当てっこになってしまわないように心がけて稽
古してほしいと思います。 
 
そして、合気になったところで、先を取りあうのが剣道です。合気になっていないまま自分勝手に先
に動くのとは違い、自分が先に動く、または動かないことで、相手を動かすのが先になります。日常
生活でもお互いに気がついたときに、自分からすっと先に挨拶することで相手から挨拶を引き出すみ
たいなことですね。普段から先がとれていれば、剣道にも通じるようになるはずです。 
 
最後に最後までやりとげる、でえす。剣道は打って終わりではありません。打って残心までで一本に
なるのです。打って終わりの一本にならないパターンは日常生活でも、ややもすると起きます。しっ
かり最後までやりきること。稽古したら、防具や稽古着や袴を畳むなり整理するまでやる。そんなこ
とです。ひとつひとつやりとげることを大事にしていければ、最後の礼まで気を抜かないように、残
心のある良い一本が打てるようになれると思います。 
 
今あげたこと三つ、私自身ちゃんとできてはいませんが、いつも心がけるようにしています。みなさ
んにもおすすめしたいことです。 
今年度も一回一回の稽古を大事に、力を積み上げていきましょう。よろしくお願いします。 
 
 

太郎の百錬自得 
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よっ！ みんな，元気か？ 
 

新年度がはじまったな。 
 毎回，４月には，１月に立てた目標をふり返ろうっていう話をするけど，みんな，ちゃんとふり返
っているかな。１年のうち，もう３か月，１２分の３，約分すると４分の１が終わってしまったんだ
ぞ。ここで，お正月に立てた目標がどのくらい達成できているかを確認することはすごく大切なんだ。 
 ふり返って，うまくいっていればそれでいいな。問題は，うまくいっていないときだ。うまくいっ
てないからといって目標をあきらめちゃうんじゃ意味がないぞ。その時には，目標を修正して，また，
目標に向かってがんばることが大切だぞ。そうじゃないと，ただ，目標をたてただけになってしまう
からな。えっ？ジャイアンはどうかって？ジャイアンの目標は体重１０㎏減なんだけど，今のところ，
５㎏減まで来てるんだ。だから，今年は，目標を修正する必要はないかな。ひょっとすると，１０㎏
減を１５㎏減に修正してもいいかもな。気を許さずに，このままがんばるぞ。 
 
 さて，この前の６年生を送る会は，すごく良かったな。何が良かったかって，まず，コロナ禍の続
く中，会を開くことができたのが良かった。次に試合をすることができて良かった。成⻑した立派な
６年生の姿を見ることができて良かった。卒業する６年生と稽古ができて良かった。師範の先生方，
お⽗さんやお⺟さんの言葉をきくことができて良かった。在校生が６年生を立派に送り出すことがで
きて良かった。本当に良いことだらけだったな。毎回のことだけど，ジャイアンは，６年生の成⻑を
見て，うれしくて涙が溢れてきてしまったぞ。みんなも色々なことを感じたと思うけど，その気持ち
を忘れないようにしたいな。 
 
 さて，新年度になって，新しいメンバーでの稽古がはじまったな。新６年生はもちろんだけど，そ
れぞれが，駒剣での自分の役割を考えて行動して欲しいな。剣道は，個人競技だけど，駒剣の稽古は，
自分だけが一生懸命やっていればいいってものではないぞ。 
ちょっとでもいいから，稽古の進行や，回りのひとのことを考えてみよう。 
だらだらして稽古前の打ち込みをサボっている人がいないかな？全員がちゃんとそろっているか
な？まっすぐにバランス良く並んでいるかな？２人組になるときにすばやく行動できているかな？
かかり稽古の時に，元立ちの先生を空けていないかな？… 
「まわりをみる」っていうことができるようになると，一ランク上の剣道，稽古，行動ができるよう
になるぞ。ただし，他の人に注意したり教えたりするときは，余計なお節介にならないようにな。こ
こんところがむつかしいぞ。 
 
 最後に，コロナの関係があるので，できるかどうかわからないけど，６月にさいたま市浦和剣道大
会が予定されているぞ。久しぶりの公式戦だぞ。この試合に向けて，４月５月の稽古に取り組んでく
れよな。 
 じゃあ，またな！ 
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六送会 試合結果 
 

 3 年ぶりに行われた伝統の六送会試合。酒井くんと山本くんの猛攻(！？)を受け、押された 6 年生

でしたが、小澤くんが怒涛の 10 人抜き！最後にふさわしい戦いぶりを見せてくれました。集中を切ら

すことない気迫あふれる試合をする姿は、後輩たちの心にしっかりと刻まれたことと思います。 

6 年生の皆さん、中学校での活躍を楽しみにしています。今までありがとうございました！！ 

新 6 年生は 1 年後、錬成部の先生方との対戦を目指してがんばりましょう！ 

 

 

山崎くん メ　メ ― ハ　　 海江田くん

メ　メ ― ハ　　 髙見くん

メ　メ ― ハ　　 出口くん

▲　　メ ― ハ　メ 酒井くん

小島くん メ ― ハ　メ 酒井くん

矢嶋くん ド　メ ― ハ　　 酒井くん

― ハ　　 山本くん

品田くん ▲　　ｑ ― ハ　　 山本くん

岩田くん メ　メ ― ハ　ド 山本くん

メ　ド ― ハ　メ 工藤くん

メ　　 ― ハ　メ 佐藤くん

小澤くん メ　メ ― ハ　ド 佐藤くん

コ　メ ― ハ　メ 岩滝さん

コ　メ ― ハ　　 葛西さん

メ　メ ― ハ　　 小野塚朔くん

メ　メ ― ハ　　 川越くん

メ　メ ― ハ　　 工藤さん

メ　メ ― ハ　　 百木さん

コ　コ ― ハ　　 小野塚晴くん

メ　コ ― 髙山くん

コ　コ ― 並木くん

― ハ　ド 廣江くん

特別試合

齋田先生 メ　ド ― ハ　ド 廣江くん

宮島くん メ　メ ― コ　メ 廣江くん

延 長

延 長
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４月からキャプテン・副キャプテンになった３人を今よりもっと知ってもらおうと、アンケートをしま

した。意外な一面が見えるかも？？ 

みんなでサポートして、駒場剣友会を盛り上げていきましょうね☆ 

 

 
 

質問内容 

キャプテン 

宮島くん 

副キャプテン 

並木くん 

副キャプテン 

廣江くん 

好きな食べ物 からあげ・漬け物 焼き魚 ハンバーグ 

好きなこと

（趣味） 

ピアノ・ 

電車の運転ゲーム 

体を動かす事、 

漫画を読む事、散歩 
ゲーム 

好きな教科 体育・算数・理科・社会 国語・社会・音楽 体育 

何で 

癒される？ 
日本の歴史を読む 音楽を聴いている時 家でゴロゴロする 

将来の夢 
パイロットになって 

世界の人たちと交流する 
アナウンサー ゲームを作る技術者 

得意な技 面・返し胴 返し胴 返し胴 

どんな剣士

（人）に 

なりたいか 

強くて、後輩の手本になる 

ような行動をとれる剣士 
前向きな人♪ 姉のような剣士 

キャプテン、

副キャプテン

としての挨拶 

困っている人を助け、 

みんなが楽しく駒剣に通える

ような雰囲気を作れるように

努力したいです。 

一年間よろしくお願いします。 

みなさんこんにちは。 

僕はみんなが剣道を好きに

なれるような剣友会にして

いきたいです。 

みんなで頑張りましょう。 

みんなのお手本になれ

るようにがんばります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャプテン・副キャプテン紹介 
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