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  桶川剣道連盟

  桶 川 剣 友 会

           桶川剣友会会長新任のことば       久津呂 浩之  

       

 

新任の挨拶との事ですが、私について不明な点が多々あろうかと存じますので自己紹介等々兼ねて若干

お伝えしたいと思います。私桶川生まれ桶川育ちの３９歳のサラリーマンで、息子を剣友会に入れたのは

私が幼稚園から小学校３年生か４年生まで桶川剣友会にお世話になり、途中で脱落したにもかかわらず今

になってもあの頃の経験が今に生かされているような気がして、息子を入会させ、「小学生のうちは絶対に

やめさせない」と伝えております。これには息子の意見が全く無く、親の強制そのもので入会させていた

だきました。そんな経緯があり入会当初の作文に「僕が入ると言ったんじゃない！」などと書いていたよ

うですが…その分、稽古がある時には時間があれば必ず見学をし、先生に何度も同じ事を言われるようで

あれば大人の耳で聞いて理解をした部分を教えたせいもあるかどうかは不明ですが、今のところ喜んで稽

古に出かけます。何より以前に比べて健康になった事に先生方に感謝をして喜びを感じております。そし

て桶川剣友会は『月謝』ではなく『会費』を募っているという事は職業先生に預けているのではないので、

保護者の責任も重大なのだと自分なりに理解をし、４月より会長という重職をいただいておりますが、先

生方、他の役員さんに多々余分なご負担をおかけしつつ日々勉強しております。この先徐々に解消方向に

向かう所存ですが、私も息子同様剣友会２年生です。会員保護者の皆様のご協力なくしては、到底成し得

ないと考えておりますので、より一層のご理解を賜りますよう宜しくお願い致します。 

 

試合結果  18年度4月からの結果です。皆、がんばっています！ 

4/16 第122回行田市春季武道大会          6/24 第33回埼玉県少年剣道練成大会 

    小学生剣友会  優勝                 小学生剣友会  3位 

    中学生男子剣友会  優勝               低学年剣友会  準優勝 

    中学生女子剣友会  準優勝              低学年剣連   ベスト8 

    中学生男子剣連   ベスト８             中学生剣友会  優勝 

5/27 第１回埼玉県選抜少年剣道個人練成大会          小学生剣連・中学生剣連も 

    矢澤一真  3位                   武道館への切符をゲット！ 

    佐藤 光  ベスト８            7/１ 第31回境町近県少年剣道大会 

5/28 第２２回久喜支部剣道大会                低学年剣友会  敢闘賞 

    小学生剣友会  優勝            7/８ 第１回埼玉県剣道道場対抗優勝大会 

    小学生剣連   準優勝                剣友会  3位 

    中学生男子剣友会  準優勝            第１回埼玉県小・中学生女子個人 

    中学生女子剣友会  ３位              選抜剣道練成大会 

6/4 第35回竹紫館大会                    田中尚子  優勝 

    高学年剣友会  優勝            7/９ 第13回青雲塾剣誠会館長杯争奪 

    低学年剣友会  ３位                近隣少年剣道大会 

    中学生剣友会  ３位                 小6男子 矢澤一真 準優勝 

6/18 知事杯争奪剣道大会（大利根）              小5女子 辻本 葵 準優勝 

    小学生剣友会  敢闘賞                小4女子 卯月ゆかり 準優勝 

    小学生剣連   敢闘賞                以下、敢闘賞 佐藤 光・中川勇作 

                               卯月尚人・川地貴之・大嶋優奈 

                               西岡里紗・杉山 牧 
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    『私と剣道』                         濱田 裕 

   私が剣道を始めたのは、宮城県に住んでいた小学１年生の時です。 

   最初は、親に連れられて真面目に剣道をやっていましたが、３年生くらいの時、ときどき剣道に 

  行くフリをして自転車に乗って家を出た後、友達と野球をやって遊んだりしてサボるようになった 

  のです。そんなある日のこと、初めて出た大会で負けてものすごいショックを受けたのです。しか 

  も試合の少し前にサボっていたことが母親に見つかっていたので目も当てられないような状態でし  

  た。 

   しかし、その時が剣道を本当に一生懸命やりだすきっかけになったのです。試合で負けて悔しい 

  ということもありましたが、なにより同学年で自分より遥かに強くなっている人間が大勢いること 

  を知ったことが強いショックでした。その後、ショックをきっかけに一生懸命やったところ、大会 

  の個人選で準優勝し、それが自信に繋がり、更に強くなろうと稽古に励むようになりました。 

   それから、小、中、高校と剣道を続け、社会人になってからも続けていたのですが、仕事の都合 

  で剣道から7年間離れていたのです。再び竹刀を握った時に感じたのは、竹刀の重さと身体の重さ 

  でした。7年の間に自分の身体が変化し剣道を忘れていたのです。それから必死に自分がどうやっ 

  て剣道をやっていたのかを思い出すことから始め、１年後には先生方や家族などの支えがあって5 

  段に受かることが出来ました。ブランクを経験し、剣道から再び学んだことは、継続することの大 

  切さと、怖い時やつらい時には一歩前に出ることが大切だということでした。これからも強い心と 

  強い体を得るために、稽古に励んでいきたいと思います。 

             

 

  『 剣 道 よ も や ま 話 』               佐 藤 芳 恵

剣道をまったく知らなかった私が子供達の剣道に向き合い、今は口まで出している・・・。私に 

  とって不思議なことである。始まりは娘の喘息。裸足で大きな声を出して一年間が過ごせたら・・。 

  そんな考えからだった。いざ始めると、稽古中休んでばかりの娘。無理かな？と思いながらも「と 

  ことん付き合ってやる！」そんな思いで日々が過ぎた。そのときはまだ幼稚園だった息子。「やりた 

  いなあ」とはやる気持ちを一年生まで待ち、嬉しそうに自分の竹刀を持った。しかし、いざ面を付け 

  ると怖くて怖くて・・・。そして弱音も。「情けない・・」と思いながらも娘の事が心配で、重たい 

  足取りの息子の手を引き、休まず稽古に通ったことを懐かしく思い出す、 

   転校と同時にお世話になった桶川剣友会。温かく仲間に入れていただき、のびのびと剣道を楽しみ 

  、たくましい中学三年生になった。試合前、ドキドキの私が発破をかけると、落ちついた顔で小さく 

  うなずき、目を返してくる。「剣道も知らないくせに・・・」と思っているに違いないと思いながらも

幼い頃と今の息子がだぶり、嬉しさを感じている。 

 

 

   先輩、中学生健闘！ 

   6月20日・21日に行われた斑大会において、女子は、桶川西中・桶川東中、男子は桶川西中・ 

  桶川中が県大会への切符を手に入れました。個人も男子・女子共に剣友会からたくさんの先輩が 

  県大会に出場します。7月22日・23日に上尾の県立武道館にて試合が行われます。小学生の皆も 

  先輩の活躍を期待して応援しましょう。そして稽古に励み、先輩に続けるよう頑張りましょう！ 

 

        みんなの道場、気持ちよく使っていますか？ 

        暑中稽古も終わりますます暑さが厳しくなってきました。道場にきてお当番の父兄の 

       方が皆が少しでも涼しく稽古できるように準備してくれています。窓を開けたり、マット

を      を敷いたりしています。お手伝いしてみませんか？自分たちが稽古をする道場です。皆で 

       用意すればきっと気持ちよく稽古ができるはず・・・モップかけも頑張りましょう！          
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月    例    大    会    結    果
 

 1位 ２位 ３位 

基本 八木橋 ゆい 八木橋 まい 増山 くるみ 

7級 土井 友希 大塚 康児 木寺 一樹 

6級 久津呂 航生 津留 大樹 松沢 美生 

5級 矢澤 杏奈 三澤 航也 金子 里央 

4級 大嶋 優奈 大木 優 松沢 真奈美 

3級 濱田 望夢 卯月 ゆかり 桑原 賢也 

中学1年 岡崎 裕弥  

僕は、中学生になって

部活で一生懸命に先輩

たちに、ついていける

ように・・と頑張って

います。僕は、部活動

と剣友会の稽古を頑張

ってたくさんの試合に

出場できるようにした

いです。小学生のとき、

心に残った富士箱根大

会にもう一度出場でき

るようになりたいと思

っています。そして、

個人戦は上位をねらい、

団体戦ではチームが勝

てるように活躍するの

が目標です。先生方、

剣友会のみなさん、こ

れからもご指導よろし

くお願いします。 

４

月

２

３

日 

準１・２ 市村 領大 矢澤 一真 宮野 紫音  

基本 大嶋 賢治 北島 史也 片岡 舜 

基本防具 八木橋 ゆい 八木橋 まい 宮野 翔吾 

６・７級 松沢 美生 奥貫 勇仁 加藤 優 

5級 久津呂 航生 三澤 航也 矢澤 杏奈 

4級 大嶋 優奈 金子 美保 春原 美希 

3級 岡崎 愛美 西岡 良真 卯月 ゆかり 

 

５

月

２

１

日 

準１・２ 矢澤 一真 中川 敬介 佐藤 ひかる 

基本 大嶋 賢治 北島 史也 片岡 舜 

基本防具 八木橋 まい 増山 くるみ 宮野 翔吾 

7級 土井 友希 木寺 一樹 大塚 康児 

6級 津留 大樹 加藤 優 松沢 美生 

5級 矢澤 杏奈 多田 滉 金子 里央 

4級 春原 美希 松沢 真奈美 大木 優 

3級 岡崎 愛美 卯月 ゆかり 桑原 賢也 

準１・２ 辻本 葵 田中 圭吾 矢澤 一真 

 

 

 

 

６

月

１

１

日 

中学男子 宮野 紫音 中川 勇作 市村 領大 

☆久津呂航生くんは、３連勝しすばらしい結果を出したため、５月の大

会より５級に進級します。 

☆大嶋優奈さんは、３連勝しすばらしい結果を出したため、６月の大会

より３級に進級します。 
 

 

主将になって 矢澤一真 

僕は、山本主将から引継ぎ４月に主将になりました。最初は、準備運動等の号令をかけるとき、とて

も緊張したけれど、先生や仲間のおかげでどうにかやっています。自分では「主将になったんだから、

ちゃんとやらなきゃ！」と思い、前よりも熱心に稽古するようになったと思います。まだまだ頼りな

いけれど、これからも頑張りたいと思います。 

 

月例大会 金子美保 

私が剣道を始めて、５年が過ぎました。剣道を始めた頃、月例大会で勝つには岡崎さんや西岡さんな

どに勝つことすらできないので、私には難しいことでした。そのうち、岡崎さんたちは、どんどん上

の級へ上がっていきました。私は、取り残されている感じで、積極的に稽古に参加しました。そして、

去年の７月１７日地区対抗大会と、その日の月例大会のどちらも優勝しました。それから私は、また

優勝することと、弟に追いつかれないように稽古、自主稽古を頑張っていこうと思います。 
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昇 段 お め で と う ご ざ い ま す 
【初段】川地貴之・長島礼司・田中省吾・卯月尚人・辻本昭徳・山本一輝・春原克彦・藤沢俊輝・岡本源 

    磯田将史・西岡里沙・田中尚子・白木優理・加藤沙紀・佐藤愛・木寺理恵・吉成真紀子・ 

    長谷部千春・藤井綾子 

【二段】軽部秀明・軽部佑貴・山本俊・内野遼介・加藤綾一・杉山牧・佐藤大河・大塚優希 

2 学 期 の ス ケ ジ ュ ー ル 
  （剣道連盟）   （剣友会） 

8月    8月 10-11日 関東中学校大会（埼玉県武）

  19日 6段審査(福島)    18-20日 夏季合宿(茨城大子町) 

  27日 相楽杯関東東北大会（福島）    17-19日 全日本中学校大会（鳴門） 

9月      

  2日 埼玉選手権（県武）  

  

  22日 JR東日本大会 

   日 関東東北高齢者大会（鳴子）    27日 上尾支部選抜大会（アリーナ）

  3日 県指導者講習会（大宮武道館）      

  16日 ６段受審者講習会（大宮武道館）  9月 10日 合同役員会（15：30～） 

  17日 7、8段受審者講習会（県武）    10日 月例会 

  23-24日 剣道連盟合宿(川治温泉)    18日 野外リクレーション 

10月    10月 1日 昇級審査 

  9日 地区講習会(大宮)    9/18 わらび大会 

  16日 初-三段審査（浦和）    7-8日 秋季合宿(フレンドシップ) 

        日 道場対抗全国大会（京都） 

11月 18日 7段審査(名古屋)   29日 解脱大会 

  19日 6段審査(名古屋)    28日 市民祭り大会 

  12日 埼玉県剣道大会(一般)  11月 3日 市民祭りパレード 

  26日 4、5段審査(県武)    5日 埼玉県小学生剣道大会 

  27日 8段審査(日本武道館)    7日 埼玉県中学校新人戦 

  28日 7段審査(日本武道館)    23日 つくば市剣道大会 

  29日 6段審査(東京武道館)    26日 第4回べに花杯 

12月 2日 上尾支部大会(アリーナ)       

    忘年会  12月 17日 年末大会、忘年会 

  31日 越年稽古会(太平中)    23日 クリスマス会 

 

編集後記 

「防護一致（どこからでもこい）」 

「懸待一致（いつでもいくぞ）」 

こんな気持ちをもってあつ～い夏をのり 

きろう！ 

次号も楽しみに待っていてくださ～い！ 

 

 
日時 ✿８月１８日～２０日 

場所 ✿茨城県久慈大字町矢田 

   余暇活動センターやみぞ 

✿みんなで夏の楽しい思い出を作ろう 

✿宿泊同伴者、日帰り参加者、多数の参加 

お願いします 

 

穂谷野・田中（久）・桑原 

 


