
　

☆　６月の予定　☆

・剣友会稽古　19：00〜21：00（花栗中学）

・（埼剣連）月例19：00〜20：00）（県立武道館）

月例 ・第４４回埼玉県道場少年剣道大会（団体戦【戸田市スポーツセンター】山本

・第５回埼玉県小学生低学年剣道錬成大会【戸田市スポーツセンター】嶋田

・（埼剣連）評議委員会・理事会

・栄小　１７：１５～

・第３３回久喜剣道連盟剣道大会（久喜総合体育館）

・（市剣連）理事会

形稽古 ・草加中学校（剣道場）　１９：００～　　（時間、場所に注意） 　　近藤 広報原稿７月締切

・松剣大会・合宿　参加申し込み締め切り 　　西田

・プルタブ回収日

・中学校総合大会市内予選会（団体）【草加中】

・中学校総合大会市内予選会（個人）【草加中】

・剣友会稽古　19：00〜21：00（花栗中学）

通常稽古 ・草加市内小中学校授業日 　　近藤

・栄小　１７：１５～　 　　西田

・（市スポ少）スポーツリーダー（兼）認定員養成講座（記念体育館）

・（埼剣連）剣道段位審査会（初～三段）【久喜支部】

通常稽古 ・草加中学校（アリーナ）　１９：００～　（時間、場所に注意） 下村、佐藤

・中学校総合大会（県南予選）【記念体育館】

・剣友会稽古　19：00〜21：00（花栗中学）

通常稽古 ・第４１回埼玉県スポーツ少年団南部ブロック剣道交流大会、準備（19時～市民体育館）

・第１２回埼玉県道場少年剣道選手権大会（団体戦）（戸田市スポーツセンター下村、佐藤

・第４１回埼玉県スポーツ少年団南部ブロック剣道交流大会

（草加市民体育館）

・（市スポ少）スポーツリーダー（兼）認定員養成講座（記念体育館）

・記念体育館１８：３０〜 関口、栗原

・剣友会稽古　19：00〜21：00（花栗中学）　

・父母会（お茶当番表配布）　合宿案内書配布

通常稽古 ・栄小　１７：１５～ 関口、栗原

・スポーツ少年団剣道部会審判講習会（所沢市民武道館）

・四地区大会結団式（久喜市）

通常稽古 ・市民体育館　１８：３０～　 野口、関吉

・剣友会稽古　19：00〜21：00（花栗中学）

＊毎週金曜日（１９時～２１時）は、草加市剣道連盟の稽古が草加中学校武道場で有ります。子供～大人まで自由に参加出来ます

◎　初心者体験教室　土曜１７：１５～１８：００　月曜１８：３０～１９：１５　◎

役員

24 土

3 土

稽古 当番

月

17 土

8 木

10 土

1 木

6 火

日

木

11

22

12

日

15 木

19 月

4 日

通常稽古

5 月

18 日

26 月

25

7 水

29 木

松剣広報
６月号

（№４３７ 平成２９年５月２２日発行）
稽古の確認は松剣ホームページでも確認できます

✵✵✵今年の目標✵✵✵

１.道場へ来たら先生方に挨拶をする

１.一つ一つの稽古を大切にし集中して

稽古を受ける

１.先生方の話をよく聞き大きな声で

返事をする
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スポーツ少年団に登録している団員は、平成２９年度のワッペンを胴着の左袖（肩下）に着けてください。

（前年度のワッペンは各自で処分してください）

ワッペンがついていないと、スポ少主催の試合に出ることができませんのでご注意ください。

＊　６月１８日　南部ブロック予選会に出場する人は、今一度ご確認ください。

スポーツ少年団に登録しているのにもかかわらずお手元にワッペンがない団員はスポ少・指導協まで至急お知らせください。

～✽～✽～✽～✽～～✽～✽～✽～✽～～✽～✽～✽～✽～✽～✽～✽～✽～

５月１４日（日）の体力祭にご協力いただきありがとうございました。

当日、お手伝いをいただいた保護者の皆様お疲れ様でした

【スポ少・指導協】

　　　　　　　《優秀賞》　西田ひよ凛　　関吉　涼太　　《優良賞》　高安　里玖　鶴田　惺良　

　　　　　　　《作文の部　優良賞》　英　和花　

日時　平成２９年５月２８日（日）　　場所　所沢市民武道館

監督　西田先生　関吉先生　　審判　西田先生　関吉先生

《小学生団体の部》　先鋒：関吉　涼太　次鋒：野口　佑太朗　中堅：益子　勇人　副将：山田　民人　大将：金成　悦志　

《小学生男子個人の部》　金成　悦志　

《小学生女子個人の部》　西田　菜乃花　

日時　平成２９年６月３日（土）　　場所　戸田市スポーツセンター

　　監督　西田先生　　関吉先生 審判 南　先生

Aチーム　　西田　菜乃花　　村上　舷　　関吉　涼太

Bチーム　　益子　ひまり　　野中　琉那　　水澤　優海

日時　平成２９年６月３日（土）　　場所　戸田市スポーツセンター

監督　西田先生　関吉先生　　審判　大熊先生

《小学生の部》　先鋒：益子　勇人　次鋒：鶴田　惺良　中堅：野口　佑太朗　副将：山田　民人　大将：金成　悦志

《中学生の部》　先鋒：高安　里玖　次鋒：英　和花　中堅：西田　ひよ凛　副将：大熊　笑太朗　大将：高安　琉馬

日時　平成２９年６月４日（日）　　場所　久喜市総合体育館

　　監督　西田先生　　審判　関吉先生　今田先生

《一般男子の部》　先鋒：白川　司　次鋒：白川　雅彦　中堅：関吉太一　副将：今田寛之　大将：西田伸二

《小学生の部》　先鋒：関吉　涼太　次鋒：鶴田　惺良　中堅：益子　勇人　副将：野口　佑太朗　大将：金成　悦志

日時　平成２９年６月１７日（土）　　場所　吉見町民体育館

　　監督　西田先生　　審判　関吉先生　

《男子　小学生の部》　金成　悦志　益子　勇人　　　《女子　中学生の部》　西田　ひよ凛　英　和花

～　スポ少ワッペン付け替えのお願い　～

☆　これからの試合　☆
★所沢市近郊スポーツ少年団招待剣道大会兼第３７回阿部杯記念争奪剣道大会★

★第５回埼玉県小学生低学年剣道錬成大会★

★第４４回埼玉県道場少年剣道大会★

★第３３回久喜剣道連盟剣道大会★

★第１２回埼玉県道場小、中学生剣道選手権大会★

☆　これまでの試合　☆

★第５４回関東小学生剣道錬成大会★
日時　平成２９年４月１６日（日）　　場所　日本武道館

★掲載が遅れ申し訳ありません★
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　　☆　6月　月例　大会　☆

高学年の部　 　優勝　山田　民人　　準優勝　関吉　涼太　　３位　村上　舷

低学年の部　　優勝　西田　菜乃花　　準優勝　益子　ひまり　　３位　栗原　圭一　　　

４月２９日（土・祝）に第４４回定例総会が、草加市文化会館研修室で行われました。

出席者２１名、委任状１２名、父母の会の会員（家庭数４６家庭）の過半数をもって成立いたしました。

議長には中村さんが選出され、以下の内容について報告・承認されました。

議題

１．平成２８年度　行事・結果報告

２．平成２８年度　決算報告

３．平成２８年度　監査報告

４．平成２９年度　行事計画（案）

　　・第４３回松剣大会・合宿・特別指導稽古について

５．平成２９年度予算（案）

６．議案事項

　　・４５周年記念事業　役員編成について

７．新役員の選任いつて（案）

≪平成２９年度の事業について≫

（１）第４３回　松原少年剣道大会　について

７月１５日（土）に市民体育館において実施します。

団内のみの試合とし、特別指導稽古等の内容については現在調整中です。

（２）第４３回　夏合宿について

８月１３日（日）～１５日（火）に、秩父市小鹿野　宮本荘にて実施します。

（３）特別指導稽古　について

友川紘一名誉師範による特別指導稽古を実施予定です。（日程未定）

６．４５周年記念事業、役員編成について

・ 役員：南先生・関吉先生・金成さん・丹治さん　にて、承認。

・ レギュラー胴・団旗の修繕・購入事業を行う。

・ （南先生より）

備品などの費用を年間予算から算出することは、難しい。

記念事業として、資料10ページの特別事業積立金から算出する

ことが望ましいと考える。永年の先輩方の積立金のため、きちんとした承認が必要。

≪新役員紹介≫ 

会長

２年目 １年目

副会長 山田　　学 関吉　真希子

会計・開放 丹治　智聖 栗原　みち子

会計監査 松村　里美 近藤　礼子

スポ少・指導協英　浩子 村上　弓子

連盟関係 益子　ひとみ 金成　徳子

スポ少指導協会長 野口　亜希子

総　　会　　報　　告

★新⼈あいさつ★

草加⼩学校２年⽣のよし⽥はるまです。

《新⼈紹介》
★伊藤 蒼埜 稲荷⼩学校２年⽣
★吉⽥ 治真 草加⼩学校２年⽣
★益⼦ 真和 草加ひまわり幼稚園
★伊藤 咲来 さくらの実保育園分園
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【総会　実技指導者の言葉 】 

☆　南先生
（佐々木耕平くんの状況について報告）
4月26日（水）の夕方6時頃、家の近くの交差点で車との交通事故に遭いました。
意識不明のままで病院に収容され、脳挫傷、軽い脳出血の症状でした。オペはしていない。

（心配をお掛けしましたが、5月20日現在は意識も戻り、リハビリ中です）

ということで、佐々木先生の新人指導は、しばらくお休みさせていただき、

大熊先生にお願いしたいと思っております。

今回、ヘルメットをかぶっていなかったので、頭を強打してしまったものの、他の部分で

身体に骨折とかはありませんでした。皆さんも、交通事故には、十分注意してください。
また、自転車に乗るときは、ヘルメットを必ず付けるようご指導ください。
佐々木先生は、当分稽古に参加できない時もあると思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

☆　増田先生 

メンバーも新しく、役員も決まりましたが、家庭数も減少したため、みんなで協力していく

ことが必要です。

自分も様々な役職に就任しておりますので、皆様のご協力のほど、よろしくお願いいたします。

また、暴力、セクハラ、パワハラ、いじめなど、世間で論議されていますが、子供達も指導者同士も

母集団もみんな仲良くしていきましょう。

剣道以外の団体ですが、三位一体の信頼関係がなくなり指導者資格を取り上げられたり、

処分をされた団体もありました。

皆さんで頑張っていきましょう。

☆　葛西先生 

この43年という長い歴史の中で、会計の見方も行事の見方も意味をもって作られてきたものと、

新しいものとのすれ違いが起きていると感じました。すべてに歴史があり、今までの団員に

とっても良いものというものが一番でできています。新しい方は知らないかもしれないけれど、

色々なことを乗り越えて作ってきたものです。すれ違いに亀裂が入ると大変なことになります。

上の先輩から新人の方まで、一つになって話し合えれば、一番良い。

松剣が、良い方向へ向かってくれたらと思います。

☆　西田先生 

会長不在の中、山田さん、お疲れ様です。

新たな体制で、団を盛り上げていきたいと思います。

また、子供のことを一番に考えて指導していくつもりです。

団員の父兄としても、存続についても、協力していくつもりです。

☆　関吉先生 

子供が中心で、自分が近い位置にいるので、監督のフォローをしつつ、全体で強くなって

いければと思います。

☆　大熊先生 

昨年の10月に、息子の笑太朗と一緒に入団させていただきました。

中学校でも剣道部に入り、今日が本入部初日です。

自分自身も、10年ぶりの剣道ですが、1回でも多く子供たちと一緒に稽古できたらと思います。

また、子供たちから教わりながら、指導させていただいております。

先ほど、南先生から、新人指導のお話しがありましたが、これからも子供たちのために参加し、

自分も一緒に成長していきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
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☆松剣大会・夏合宿について☆

第４３回　　松剣大会　　申込書 第４３回　夏合宿　申込書

年 月 日 年 月 日

師範　　　南　　雄三　　先生 師範　　　南　　雄三　　先生

平成２９年７月１５日（土）に行われる、第４３回松剣大会に 平成２９年８月１３日（日）～１５日（火）に行われる、

下記のとおり申し込みます 第４３回夏合宿に下記のとおり申し込みます

氏　　　名 学年 参加 不参加 氏　　　名 学年 参加 不参加

※〖参加・不参加〗のどちらかに○をして下さい。 ※〖参加・不参加〗のどちらかに○をして下さい。

保護者氏名　 保護者氏名　

るく充実した大会や合宿になるよう努力してまいりたいと思いますので、皆さんの参加申し込みをお待ちしておりま

準備の都合上、６月５日（月）までに、下記の申し込み用紙にご記入の上、お当番さん、副会長に提出してくださ

月１５日（土）に行われる松剣大会、８月１３日（日）～１５日（火）に行われる夏合宿は、松原剣道の主要活動ですので
原則として全員参加です。やむを得ず都合のつかない方は、副会長までお申し出ください。
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