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1年間は、あっという

間に過ぎてしまった。

すごく大変だったけれ

ど、これからの力にな

ると思うので良い経験

になった。 

（6年・大塚 康児） 

一年間を通してみると

とても短かったです。

剣道に限らず学校生活

でも同じです。あとわ

ずかですが宜しくお願

いします。 

（6年・飯田 佑久） 

今年は、かなり成長し

たと思います。左足の

向きや、打ちの強さ、

速さなどがのびました。

あと、体も開かなくな

りました。 

（6年・近藤 寿） 

ぼくは、剣道が好きに

なりました。試合で勝

てた時のうれしさがあ

るので好きになりまし

た。 

（6年・島村 泰生） 

ぼくは、この一年間を

通して、いろいろな先

生方や父母の方々に感

謝して、これからの稽

古をがんばりたいです。 

（6年・大野 翔矢） 

去年はあまりけい古に

参加出来ませんでした。

今年は4月までできる

だけけい古に参加して

いきたいです。 

（6年・新井 涼） 

週5日のけい古に参加

するようになり、もっ

と強くなりたいと思う

ようになりました。 

（6年・長谷 峻太） 

去年の県大会3位でし

た。毎年3位以内に入

っていますが、1位に

なった事がないので今

年は1位になります。 

（5年・大嶋 賢治） 

高学年の試合に出るよ

うになり負ける試合が

多かったので、6年生

になったら勝てるよう

にがんばりたいです。 

（5年・渡部 祐大） 

試合でなかなか練習の

成果を発揮できず悔し

かった。でも、いろい

ろな人の試合を見れて

勉強になりました。 

（5年･田中 滉平） 

この一年間剣道のけい

古を一生けん命がんば

りました。試合で初め

て胴が決まった時、と

てもうれしかったです。 

（5年・畠山 聖那） 

練成会で色々な人と試

合が出来たことが、よ

い経験になりました。

今年もがんばります。 

（5年・市野川 雅） 

一年を振り返ってみてで

きるだけ多くのけい古に

出たのと、いろいろな技

を覚えたのと、礼儀が正

しくなったと思います。

（5年・松川 巧） 

去年の初めは、まだ弱

くてあまり試合でも勝

てなかったけど、いろ

んな行事に参加して成

長した年だった。 

（5年・島方 秋太朗） 

この一年間で一番うれ

しかったのは5級にな

ったことです。今年も

級が上がるようにけい

古をがんばりたいです。 

（5年・鳴海 敬大） 

昨年は基本打ちが出来

るようになり五級に進

級しました。けれども、

それ以外の技はできて

いませんでした。 

（5年・関口 陸斗） 

ぼくの今年は、月例大

会でも交流大会でも一

回も勝てていません。

来年度は一回でも一本

でも勝ちたいです。 

（5年・関口 直樹） 

一年を振り返って悪か

った事は、足のふみ込

みです。来年はふみ込

むことを考えながらけ

い古にはげみたいです。 

（4年・清水 咲綾） 

私はこの一年間、残りけ

い古をがんばろうと決め

ました。冬は床が冷たく、

夏は汗だくになったけど、

少し体がきたえられた気

がします。 

（4年・丹生 明里） 

今年の夏は暑く、冬は

寒くて剣道をやるには

大変でした。でも出来

るだけけい古を休まな

いようにがんばりまし

た。 

（4年・星野 翔太） 

ぼくは、一年間をふり返

って体力がついたと思い

ます。夏のけい古をがん

ばったので体力がついた

と思います。これからも、

がんばりたいです。 

（4年・白石 渉） 

この一年間ぼくは、去

年より強くなったし、

試合にも出られるよう

になったので、とても

成長したと思います。 

（4年・島方 柚太朗） 

私はこの一年で剣友会

に入って先生方にたく

さん技を教えてもらっ

て友達もたくさんでき

て楽しかったです。今

年もがんばります。 

（4年・大野 愛唯） 

今年ぼくは、たくさん

の試合に出させてもら

って、とてもよいけい

けんをしました。もっ

とけい古をして強くな

ります。 

（3年・土井 大紀） 

ぼくは二年生の時より

も、試合に出られるよ

うになりました。出ら

れるようになってとて

もうれしかったです。 

（3年・亀田 琉喜） 

月例会や試合で負けた

りしてうまく打てなく

てくやしかったです。

だから自主げいこ、月

曜げい古にさんかして

がんばりたいです。 

（3年･塚田 大翔） 

今年初めての合宿で何

とかたえてここまでやっ

てきました。そして新し

いどう着もやっと買って

もらい一生けん命がんば

りたいと思います。 

（3年・近藤 理久） 

ぼくは、去年の八月に

剣道を始めました。最

初は、暑くてたいへん

でしたが、なんとか続

ける事ができました。 

（3年・浜村 拓磨） 

もっと強くなりたいか

ら、けいこは休まずに

行きました。けん道が、

好きになりました。 

（2年・長谷 真生） 

みんなでバスに乗って

試合に行ったのが楽し

かったです。けいこも

休まないでがんばりま

した。 

（2年・高野 誠） 
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私が剣道を始めたきっかけは中学校の部活動です。何かスポーツをやりたいと思っていた私に、剣道

を勧めたのは父でした。上手くなれば級や段が取れるし、何よりストレス発散になるというのがその理

由でした。 

ところが、父が剣道を勧めた本当のねらいは別にあったことを、後日知りました。それは、剣道部の

先生はとても厳しい方で、軟弱な息子を鍛えてもらいたいという、息子にとっては、はなはだ迷惑なも

のでした。 

そんなこととは知らず剣道部に入部したのでしたが、父の期待どおり、まあ怖い先生でした。稽古に

は週に１・２回ぐらいしか顔を出されませんでしたが、大変緊迫感のある御指導をいただきました。 

高校でも３年間剣道部に所属しました。中学とは一転、顧問の先生はおらず、生徒が主体的に運営す

るアットホームな部活動でした。それでも同期入部だけで１５人と、当初は活気のある部活でした。 

しかし、先輩と衝突したり、ほかの誘惑に走ったりと、途中で退部する者が増えていき、私が３年生

になるころには３分の１ぐらいになっていました。寂しい気持ちで、辞めていく仲間を見送ったことを

今でも鮮明に覚えています。 

中学高校とも万年補欠だった私には輝かしい戦歴は何一つありません。ただ少しでも上手くなろうと

毎日稽古に励みました。仲間と乗り切った夏合宿や寒稽古、県大会や遠征試合など、わずか６年間です

が剣道を続けたことと思い出が、その後の自分を支えているような気がします。 

あれから２５年。まさか剣道を再開するとは思ってもみませんでした。息子の直希

ともども未熟な親子ですが、先生方これからもどうぞよろしくお願いします。 

    

春 合 宿春 合 宿春 合 宿春 合 宿 はははは 中 止中 止中 止中 止 にににに …………  

2011 年 3 月 11 日に『平成 23 年東北地方太平洋沖地震』が発生しました。余震も続いており安

全を考慮し、今年の春合宿は中止となりました。 

今回の大地震で命を落とされた方、心よりお悔やみ申し上げます。又、被災された方、怪我をさ

れた方々には心からお見舞い申し上げます。 
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理久が桶川剣友会に入門して、早一年が過ぎました。一年と言いまし

ても週三回の稽古には私の仕事の為なかなか行かせてあげられず行けた

としても土曜か日曜くらいで、一年の内でも半分にも満たないくらいし

か出席出来てはいないのではないでしょうか・・・。 

そもそも始めさせる切っ掛けは、二年生になりそろそろ何かスポーツ

でもと思って桶川サンアリーナに足を運んだ事からでした。色々な武道

がありましたが、剣道の大きな声、凛とした動きと迫力に理久も私も一

発で「これだ！」と思いすぐに入会させて頂きました。理久も始めの内

は楽しみながら通っており防具にも憧れていましたが、いざ着けて稽古となると色々と山があったよう

です。つけ方や暑さ、苦しさ、重さ、何とか乗り越え防具組での練習。友達も徐々にでき夏休みには初

めての合宿にも親子で参加させて頂きました。 

理久としては友達や先輩との集団行動という事も初めてだったので、本人にとってはかなり戸惑う事

も多かったようです。合宿以来しばらく稽古に行くのが怖くてなかなか行ってくれない時期がありまし

た。このままではいけないと私なりに色々考えた末、剣道を通しての子供の気持ちを私も共に体験して

一緒にやろうと思いました。そもそも自分も小学生の頃の夢は婦人警官で剣道などの武道をやってみた

かったですし、仕事上体を動かして常に鍛えておくにはもってこいだと思ったからです。 

私も稽古に参加させて頂けるようになると理久も徐々に変わってきたような気がします。私に竹刀の

持ち方を教えてくれたり稽古に行くのも積極的に行けるようになってきました。今は色々な先生との掛

り稽古にやる気を感じている様にもみえます。私自身も剣道を子供と共にできるという楽しみ、沢山の

勉強の場ができ、ありがたく思います。教えて下さっている先生方に本当に感謝しております。これか

らも子供と共に頑張って続けていきたいと思います。 
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新入会員新入会員新入会員新入会員のののの皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに聞聞聞聞いてみましたいてみましたいてみましたいてみました。。。。        

１１１１．．．．剣道剣道剣道剣道をををを始始始始めたきっかけめたきっかけめたきっかけめたきっかけ    

２２２２．．．．好好好好きなきなきなきな遊遊遊遊びはびはびはびは？？？？    

３３３３．．．．好好好好きなきなきなきな食食食食べべべべ物物物物はははは？？？？    

４４４４．．．．入入入入ってみてってみてってみてってみて楽楽楽楽しかったことしかったことしかったことしかったこと、、、、つらかったことはつらかったことはつらかったことはつらかったことは？？？？    

５５５５．．．．将来将来将来将来のののの夢夢夢夢はははは？？？？    

    

川井川井川井川井    拓翔拓翔拓翔拓翔（（（（かわいかわいかわいかわい    たくとたくとたくとたくと））））    上尾市立芝川小学校上尾市立芝川小学校上尾市立芝川小学校上尾市立芝川小学校 1111 年年年年    

1. TV ドラマ「おとめん」を観て 

2. DS 

3. 野菜 

4. 楽しかったこと…稽古が楽しい 

つらかったこと…面を打たれると痛い 

5. 日本一の剣道選手 

 

畠山畠山畠山畠山    莉子莉子莉子莉子（（（（はたけやまはたけやまはたけやまはたけやま    りこりこりこりこ））））    桶川市立朝日小学校桶川市立朝日小学校桶川市立朝日小学校桶川市立朝日小学校 2222 年年年年    

1. ナナちゃんが一緒にやろうと言ったから 

2. ドッヂボール、工作、ふやしおに 

3. お寿司、お鍋、スパゲッティ 

4. 楽しかったこと…剣道のクリスマス会、ポスターを書いたこと 

つらかったこと…ありません 

5. アイドル、美容師、ネイル屋さん 

 

浜村浜村浜村浜村    拓磨拓磨拓磨拓磨（（（（はまむらはまむらはまむらはまむら    たくまたくまたくまたくま））））    桶川市立西小学校桶川市立西小学校桶川市立西小学校桶川市立西小学校 3333 年年年年    

1. 母親に勧められて 

2. ドッヂボール、ふやしおに 

3. カレー 

4. 楽しかったこと…友達が出来たこと 

つらかったこと…冬は剣道場に入ったとたん、足が冷たくなる事 

5. 剣道が上手になりたい    

 

谷谷谷谷    幸紀幸紀幸紀幸紀（（（（たにたにたにたに    こうきこうきこうきこうき））））    桶川市立朝日小学校桶川市立朝日小学校桶川市立朝日小学校桶川市立朝日小学校 3333 年年年年    

1. お父さんが昔やっていたから 

2. ベイブレード、DS 

3. たまご、カレー 

4. 楽しかったこと…クリスマス会 

つらかったこと…正座をすること 

5. ロボットを作る人になりたい    

 

神山神山神山神山    拓輝拓輝拓輝拓輝（（（（かみやまかみやまかみやまかみやま    ひろあきひろあきひろあきひろあき））））    上尾市立大石小学校上尾市立大石小学校上尾市立大石小学校上尾市立大石小学校 4444 年年年年    

1. 父が昔やっていて色々話してくれた事と、体験して楽しかったから 

2. 自分たちで作った基地で友達と遊ぶこと、魚釣り 

3. ステーキ、焼肉 

4. 楽しかったこと…試合稽古をしたこと、試合 

つらかったこと…合宿の稽古 

5. 父の跡継ぎ    
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橘橘橘橘    ひひひひかるかるかるかる（（（（たちばなたちばなたちばなたちばな    ひかるひかるひかるひかる））））    桶川市立西小学校桶川市立西小学校桶川市立西小学校桶川市立西小学校 4444 年年年年    

1. 自分の意思をしっかり持つため、やってみようと思いました。 

2. ドッヂボール 

3. 焼肉 

4. 楽しかったこと…竹刀で素振りをした時、楽しかったです。 

つらかったこと…辛かったことは、今はないです。 

5. 保育園の先生 

 

藤澤藤澤藤澤藤澤    怜子怜子怜子怜子（（（（ふじさわふじさわふじさわふじさわ    れいこれいこれいこれいこ））））    上尾市立大石中学校上尾市立大石中学校上尾市立大石中学校上尾市立大石中学校 1111 年年年年    

1. 中学校の部活で先輩方が楽しそうにやっていたからです。 

2. 読書 

3. お味噌汁 

4. 楽しかったこと…たくさんの人と稽古ができたことです。 

つらかったこと…真夏に稽古したことです。 

5. 小学校の先生 

 

    ちびっこちびっこちびっこちびっこ穂谷野塾穂谷野塾穂谷野塾穂谷野塾        

 

亀田亀田亀田亀田    千偉千偉千偉千偉（（（（かめだかめだかめだかめだ    せいせいせいせい））））    しろがねしろがねしろがねしろがね幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園    

1. 言われたから 

2. ふやしおに、どろけい 

3. わたあめ 

4. 楽しかったこと…すり足 

つらかったこと…早素振り 

5. サッカー選手 

 

飯田飯田飯田飯田    菜菜菜菜々々々々樺樺樺樺（（（（いいだいいだいいだいいだ    ななかななかななかななか））））    日出谷保育所日出谷保育所日出谷保育所日出谷保育所    

1. 兄がやっていたので 

2. お絵かき、折り紙 

3. いちご、みかん、ぶどう 

4. 楽しかったこと…みんなの仲間に入れてうれしかった 

つらかったこと…寒くて足が痛かった。 

準備運動で走る時にペケになるのがイヤだ。 

5. シンデレラ    

 

大野大野大野大野    響真響真響真響真（（（（おおのおおのおおのおおの    きょうまきょうまきょうまきょうま））））    菖蒲幼稚菖蒲幼稚菖蒲幼稚菖蒲幼稚園園園園    

1. 兄姉がやっていて、やってみたいとの本人の希望で 

2. ゲーム、おままごと 

3. いちご、みかん 

4. 楽しかったこと…ブリッジが楽しい 

つらかったこと…大きいお兄さん、お姉さんと一緒に走るのが大変 

5. 剣屋さん、お寿司屋さん    

今年度は、7人の新しい剣士と 3人の見習いちびっ子剣士が仲間入りしました。 

楽しいこと、辛いこともあると思いますが、みんなで励ましあって、がんばっていこうね！！ 
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                試試試試                 合合合合                 結結結結                 果果果果                 

  ■12 月 26 日（日）              ■3月 6日（日） 

第 35回館林市近県少年剣道大会（館林市）  第 9 回新松戸近隣道場剣道大会 

小学高学年の部  準優勝 桶川剣友会    中学個人 男子優勝 有馬遼太 

■2月 13 日（日）                    女子第 3位 卯月ゆかり 

第 21回東日本如月剣道大会（群馬アリーナ）            矢澤杏奈 

小学生１部  第３位 桶川剣友会 

中学女子の部  ベスト６桶川剣道連盟    

        月月月月            例例例例            大大大大            会会会会            結結結結            果果果果         

    

    

✿✿✿✿6666 年年年年    安孫子開年安孫子開年安孫子開年安孫子開年        

卒業生卒業生卒業生卒業生にににに贈贈贈贈るるるる言葉言葉言葉言葉 

 

六年生のみなさん、卒業おめでと

うございます。いつもぼく達は、先

ぱい達みなさんに引っぱってもらっ

て、たくさんの事を教えてもらった

事を忘れずに、今度は下級生に教え

られるようにがんばります！！ 

六年生のみなさん、今までありがと

うございました。剣友会にぼく達は

いつもいます。けい古に来てくれる

のを楽しみに待っています。中学校

に行ってもがんばって下さい。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

        １１１１位位位位    ２２２２位位位位    ３３３３位位位位    

５・６級 亀田 琉喜 塚田 大翔 島方 秋太朗 

３・４級 白石 渉 大野 愛唯 土井 大紀 

12 

月 

19 

日 準１・２級 大嶋 賢治 田中 滉平 飯田 佑久 

５・６・７級 亀田 琉喜 塚田 大翔 長谷 真生 

３・４級 市野川 雅 清水 咲綾 大野 愛唯 

1 

月 

16 

日 準１・２級 飯田 佑久 大嶋 賢治 大塚 康児 

５・６・７級 亀田 琉喜 塚田 大翔 丹生 明里 

３・４級 土井 大紀 松川 巧 大野 愛唯 

2 

月 

20 

日 準１・２級 大塚 康児 大嶋 賢治 飯田 佑久 

 ☆ 昇級おめでとう！！ 

亀田琉喜君は、3月の大会より 4級に昇級しました。 

    

✿✿✿✿1111 年年年年    清原清原清原清原    一一一一晟晟晟晟    

ぼぼぼぼ    うううう    ぐぐぐぐ    

 

このあいだ、はじめてぼうぐやさんへいきました。

ぼうぐをかうまえ、うきうきわくわくしていました。

おみせにはいると、いろいろなものがあって、きに

なってあちこち見てまわりました。さっそくバック

とこてをかいました。うれしくて、たまらなくて、

もっと見てみたいなとおもいました。かえるときぼ

くは、ちょっとぼうぐやさんから出たくないなとお

もいました。その日のよる、あたらしいバックに、

ふるいぼうぐをなんどかいれてみました。ぼうぐを

もうあきたとおもうまで、つけたりはずしたりして

もらいました。これからはけいこをねっしんにがん

ばってやりたいです。そしてしあいに出て、がんば

ってかちます。そしていっぽんとりたいです 

 

    

✿✿✿✿４４４４年年年年    吉田吉田吉田吉田    龍輝龍輝龍輝龍輝        

剣道剣道剣道剣道をををを始始始始めてめてめてめて    

 

初めは剣道を見学して「かっこいい」とう気持ち

から始めました。でも、いざやってみると、思って

いたよりも大変でした。特に寒げいこは足が冷たく

て、いたくてつらいです。今は「かっこいい」では

なくて「強く」なりたいです。最初は苦手だった気

合も今はだいぶ出せるようになってきました。でも

月例など試合になると気合が出なくなってしまう

ので、試合でも気合が充分出せるようにがんばりま

す。そして剣道を始めて礼儀やあいさつの仕方も学

べました。それから、剣道だけでなく野外レクやク

リスマス会などの行事も大好きです。たくさんの試

合に出られるようにけい古をがんばっていきます。 
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１ 学 期 の ス ケ ジ ュ ー ル 

  【剣道連盟】    【剣友会】 

4月 3日 定時総会（16-17時半）  4月 8日 行田大会 

 3日 全国福祉祭り県予選（解脱錬心館）   9日 道連少年錬成大会（団体） 

 24日 地区講習会（朝霞）    9日 道連選抜個人 

      10日 定時総会（9-11時） 

      16日 入門式（15-15時半） 

5月 1-2日 八段審査（京都）  5月  3-5日 沼田遠征 

 14日 七段審査（名古屋）    XX日 合同役員会 

 15日 六段審査（名古屋）   28日  都道府県支部予選（上尾） 

 28日 上尾支部審判講習会（上尾市民体

育館） 

 

 29日 竹紫館大会 

 28日 上尾支部総会（東武バンケットホ

ール） 

    

6月 6日 県高齢者剣道大会（県武）  6月 11日 近隣交流大会 

7日 全日本高齢者武道大会（日本武道

館） 

18日 全日本少年優勝大会（県武） 

11日 南部地区稽古会（大宮武道館） 25日 道連団体・女子個人戦（戸

田） 

 

12日 初段～三段審査（熊谷） 

  

XX日 大利根大会 

    

＊＊＊＊会員募集会員募集会員募集会員募集ポスターポスターポスターポスター決定決定決定決定！！！！！！！！                ＊＊＊＊新年度会員募集新年度会員募集新年度会員募集新年度会員募集中中中中！！！！！！！！    
納会大会ではたくさんのポスターの応募ありがと    新年度を迎えるにあたり、新入会員を募集します。 

うございました。幼稚園生から先生、保護者の方ま   寒い中でのチラシ配り活動、会員募集ポスター掲示 

で、それぞれ個性を生かした楽しい作品が集まりま   等、保護者の方々にはたくさんのご協力ありがとう 

した。                       ございました。今年もたくさんの入門者に出会えま  

            《 結  果 》          すよう、引き続きご協力よろしくお願いします。 

   1位   長谷 久美子      

    2位   高野 誠  （小２）            ☆桶川剣友会ホームページにて 

     3位   畠山 莉子 （小２）         『『『『新年度会員募集新年度会員募集新年度会員募集新年度会員募集キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン』』』』実施中実施中実施中実施中！！！！ 

ｲﾝﾊﾟｸﾄ賞   亀田 千偉 （年中）          ぜひ皆さんも宣伝してくださいね！ 

 

 

                         ＊＊＊＊近隣交流近隣交流近隣交流近隣交流大会大会大会大会にごにごにごにご協力協力協力協力をををを！！！！！！！！    
                          ６月１１日（土）近隣交流大会を予定しており 

ます。お忙しい中とは思いますが、ご父兄の皆様 

のご協力よろしくお願いいたします。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊編集後記編集後記編集後記編集後記＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊    

いよいよ新生活のスタートですね！！                                          

広報誌作成にあたり、たくさんの先生方、保護者 

  の皆様、そして稽古に宿題に忙しい中作文を書い 

入賞ポスターを市民伝言板、お店等に掲示します。  てくれた子供たち、ご協力ありがとうございまし 

ご近所や自宅に貼らせていただけるところがありま   た。新年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

したら、ぜひ広報までお知らせください。          （広報：穂谷野・畠山・星野） 
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被災地に向けて 
 

 

先日の｢東日本大震災｣に遭われた被災地、被災者の皆様に衷心よりお見舞い申

し上げます。 

 

年度末の全国大会等が中止になったり、諸行事が中止になり残念ですが、未曾

有の大地震・津波等による大きな被害で国難に至っております。皆さんもＴＶ、

新聞等を見聞きされ、何かお役に立ちたい、何か支援したいという思いを募らせ

ておられる方も多いことと思います。 

 

被災地には我々と交流の深い（福島県・茨城県）道場の仲間が沢山います。被

害状況が心配ですが、一日も早く復興され、大会等でお会い出来ることを祈念し

ております。 

 

同じ国に住む人間として、剣道を愛好する仲間として「桶川剣道連盟」・「桶川

剣友会」としましても一時的な義援金に止まらず、思いやる気持ちを忘れずに物

心共に復興を継続して支援して参りましょう。 

 

 

                       桶川剣道連盟会長  

七田憲治 

 


