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星の郷総合教室 発行

平 成 23年 11月 25日

１２月の予定
11月28日

1２月度授業料引落日

℡８９５－６２３０

12月29日（木）

通常授業あり

12月30日（金）

賞品引替

（1２月８日 引き落とし予備日）
12月 ３ 日

暗算検定（通常授業休み）

12月３日・10日

通常授業なし
12月31日～１月４日

冬期休暇

１月５日（木）

通常授業あり

１月６・７日

臨時休講

５時～６時

１月８日（日）

休み

12月11日

あんざんチャンピオン大会

１月９日（祝・月）休み

12月15日

Dream Card当選番号発表

１月10日（火）

12月17日

１～３級・段位申込締切

あんざんチャンピオン大会特別練習

近畿大会大阪予選申込締切
（ 検 定 は ２ 月 12日 実 施 ・ 近 畿 大 会 大
阪予選は１月29日実施）
12月25日

クリスマスカップ

12月26日（月）

クリスマスカップ引

率のためそろばん臨時休講
12月30日

Dream Card賞品引換

※ １月６ ・７日が大 阪珠算協会 の宿泊
研 修によ り、授業が できません 。その
た め、少 々変則的で すが以下の 日程で
年末年始の授業日を設定致します。
12月23日（祝・金）

通常授業あり

12月24日（土）

通常授業あり

12月25日（日）

休み

12月26日（月）

臨時休講

12月27日（火）

通常授業あり

12月28日（水）

通常授業あり（※）

※ ２ ８ 日 の 最 終 ７ 時 20分 の ク ラ ス は あ
りません。

以降、通常授業

☆12月３日暗算検定について☆
１・ 準１・２ ・準２…８ 時３０分開 始
３級～６級
…９時開始
所要時間は約25分です。お迎えのお
車は、９ 時５分・９時30分頃にお願い
しま す。受験 生を送って くる車が完 全
に終 了した後 にお迎えに きていただ き
ますようご協力ください。
なお、 試験日の都合が悪い場合は、
12月１・ ２日の授業中に実施しますの
で申し出てください。
試験日 （12月３日）の通常授業は休
講となりますのでご注意下さい。
☆あんざん種目別チャンピオン大会☆
大阪市立天王寺商業高等学校（JR環
状線 「桃谷」 駅下車：徒 歩５分）に お
いて、午 後１時開始、午後４時30分終
了予 定です。 参加者は星 田駅に、早 い
昼食を済ませてから午前11時25分に集
合（11時38分の快速に乗ります）、予
定通りに大会が終了すれば午後５時40

分 ～６時 に星田駅で 解散という 行程に
な ります 。持ち物は 、鉛筆数本 と必要
な 人は文 鎮、交通費 です。そろ ばんは
不 要です 。カバンは 、いつもの カバン
で もなん でもかまい ませんが、 全員に
賞 状が授 与されます のでその点 を考慮
しておいてください。
電車賃は、往復で中学生以上760
円 、 小 学 生 380円 で す 。 星 田 駅 で 集 合
時 間まで に片道分を 買っておい て下さ
い。
一応、複数の大人で引率をします
が 、当日 お子様と一 緒に行動さ れる保
護 者の方 がいらっし ゃいました ら引率
を 手伝っ ていただけ ると助かり ます。
な お、現 地集合・現 地解散も可 能です
し 、帰り だけ迎えに 来ていただ くこと
も できま す。前日ま でに、参加 する全
生 徒に往 復の行程に ついて確認 をしま
す ので、 ご家庭で打 合せをして おいて
下 さい。 当日の急な 欠席は、０ ９０－
９ ２８２ －３９８６ （金本携帯 ）まで
ご連絡下さい。
大会の 特別練習は 予定表をご 覧くだ
さい。
☆ドリームカード賞品引換☆
平 成23年度のドリームカード当選番
号一覧表は12月15日から配布します。
あ らかじ め、当たっ ているカー ドを抜
き 出して 、カードの 表に賞品番 号と賞
品 名を書 いておいて 下さい。は ずれカ
ード にも10枚に付き１つ賞品がありま
す ので、 はずれたカ ードも持っ てきて
おいて下さい。
混雑を 避けるため に賞品引換 は次の
時 間に行 って下さい 。時間帯の 変更を
希望する人は申し出て下さい。
なお、 以下の条件 に当てはま る生徒
の皆 さんは、29日までに当選したドリ
ー ムカー ドと外れカ ードを提出 するこ
と で、後 日賞品をも らうことも できま

す。 当日都合 の悪い皆さ んや、外れ く
じばかり 10枚 以上持っている人たちは
活用してください。
29日までにカードを提出できる生徒
①30日の都合が悪い生徒。
②当 選しなか った生徒で 、外れカー ド
が10枚以上ある生徒。
③当選賞品数が３個以下の生徒。
※②③の 生徒の皆さ んでも30日に引き
替えできます。
※30日の空き 時間に事前提出者の賞品
準備をし ます。です から、必ず29日ま
でに 提出して ください。 提出期日を 過
ぎま すと交換 できません 。賞品は今 年
も約3000個準備します。教室全体に賞
品を 広げない と作業がで きない分量 で
すの で、必ず 期日を守っ てください 。
賞品交換日１２月３０日
時間帯
生徒番号
11時～12時
１ ～ ９９
12時～13時
１０１～１９９
13時～14時
２０１～３９９
14時～15時
４０１～５９９
15時～16時
６０１～９９９
※ど の時間帯 も始まりの 時間帯は混 雑
します。 30分 からあとが空いているで
しょう。
※小 学５年生 以上で、当 日手伝える ボ
ラン ティアを 募集します 。一日中手 伝
えなくてもかまいません。
－－ －－－－ －－－－－ －－－－－ －
☆近畿小中学生珠算競技大会結果☆
（11月３日実施）
◎中学生の部
団体総合競技優勝 星の郷総合教室
個人総合競技２等 永井功久
田村早絵
３等 桑原麻衣
種目別競技
乗算・除暗算 ２位
永井功久
フラッシュ暗算 ２等
永井功久

◎小学生の部
団体総合競技優勝 星の郷総合教室
個人総合競技優勝 金本大夢
２等 金本三夢 大内崚聖
山口愛未
３等 金本愛夢
種目別競技
乗算・除算１位
金本大夢
除暗１位・除算２位 大内悠聖
乗暗・見暗１位
金本三夢
除算３位
大内崚聖
除暗２位
山口愛未
見暗３位
金本愛夢
特別競技伝票算 優勝 金本大夢
２等 金本三夢
フラッシュ暗算 優勝 金本三夢
２等
金 本大夢 大 内悠聖
小学生最優秀
金本大夢
☆ 昨年は 小学生の部 で団体優勝 、今年
は 小中学 生両部門で 団体優勝し 、近畿
一に輝きました。おめでとう。
☆１～３級合格者（10月23日実施）☆
◎１級合格 田伐志帆 西村早貴
奥田あさひ 西田真央
半埜織十音
◎２級合格
◎３級合格

岡留陽花

木村梨紗子

森岡優海

中越菜々子

関明日香

福井優

野村まゆ子

岡留彩花

池田菜乃子

村田直己

有本華帆

金田久慶

山内優歩

湯浅彩乃

浅田麻椰

湊結子

若林聖和
段位 昇段者は12月発行の塾報でお知ら
せ致します。
１級合格者の紹介
☆田伐志帆さん
努 力と根 性で合格を 勝ち取りま した。
習 い始め た当初、間 違いが多く て苦労

して いたこと を昨日のこ とのように 思
い出 します。 試験２週間 前からの４ 時
間特 別練習に すべて出席 し、課題の 克
服に頑張っていました。
☆西村早貴さん
毎日 のように 練習に来る 西村さん。 豊
富な 練習量と 意欲で短期 間での合格 で
す。試験 直前練習で は12回連続合格点
を記録。抜群の安定感でした。
☆奥田あさひさん
コメ ントが上 の西村さん とまったく 同
じになってしまう奥田さん。仲良し
で、 伸び方・ 雰囲気すべ てが双子以 上
に似 ています 。このまま 良いライバ ル
・良 い仲間の ままで伸び ていって欲 し
いと思っています。
☆西田真央さん
中学 生になっ て練習量は 思うように 取
れな くなりま したが、試 験直前の特 別
練習８時間出席が奇跡を起こしまし
た 。 練 習 で の 平 均 点 は 177点 、 最 高 点
は205点。それが本番では240点ですか
ら、 盆と正月 とクリスマ スが一度に 来
たような…。暗算検定を受け始めた
時、 点数の計 算方法がわ からなくて 、
「 ５ 点 ･10点 ・ 15点 … 」 と い っ し ょ に
一つ ずつ数え ていったの も良い思い 出
です。
☆半埜織十音さん
いっ しょに習 っていた仲 間達が次々 と
合格 していく 中で、何度 も悔しい思 い
を繰 り返して きた半埜さ ん。中学生 に
なって練習量が減りましたが、その
分、 短時間に かける集中 力が強化さ れ
まし た。中学 生になって 言葉遣い・ 態
度・ 雰囲気な どなど、す べてにおい て
格段 の成長が 見られ、と ても嬉しく 思
っています。
☆☆☆
中 学生以降 になると時 間の使い方 や
気持 ちの持っ ていきかた などに、小 学

生 時代と は変化が出 てきます。 西田さ
ん ・半埜 さんの中学 生二人が良 いお手
本を示してくれました。
定期テ スト・クラ ブ活動・習 い事な
ど 、小学 生時代とは 比較になら ないほ
ど 忙しく なるのが中 学生。時間 のやり
く りの能 力を少しず つ磨いてい くこと
も 、大人 になるため に越えなけ ればな
らないハードルです。
☆そろばん大阪一決定戦結果☆
（11月23日実施）
◎小学４年生以下の部

など 、今まで とはかなり 違った取り 組

団体総合競技 優勝 星の郷総合教室

その会社が作ってくれました。

個人総合競技 優勝 金本大夢
準優勝 大内崚聖
２等 大内悠聖
団体特別競技 優勝 星の郷総合教室
読上種目

優勝 大内崚聖

◎小学５・６年生の部
団体総合競技 優勝 星の郷総合教室
個人総合競技 優勝 金本三夢
準優勝 安原章太

故も なく乗り 切ってくれ ました。出 場
した皆さん、お疲れ様。そしてご協
力、どうもありがとう。
ホームページリニューアル
６ 年ほど前 、携帯電話 で読上算の 練
習を させるシ ステムを東 京の会社が 考
案し たことが あります。 その際、問 題
作り と読み手 を依頼され 、協力した の
がき っかけで 、教室のホ ームページ を
更 新は随時 行いますか らいつでも 遠
慮な くご連絡 を、と言わ れていたも の
の現 実にはな かなか更新 の依頼をし な
かっ たもので すから、自 分ですら何 年
も見 たことの ないホーム ページにな っ
てお りました 。現在でも 見ることが で
きる のですが 、ホームペ ージの削除 や
移転 のお知ら せをしよう にも業者に 連

２等 山口愛未

絡が つかず、 しばらくは そのままに な

２等 濱野恵太

りそうです。

２等 桑原唯衣
３等 盛井元仁
団体特別競技 優勝 星の郷総合教室
読上種目

み方 になった 大会でした が、無事、 事

優勝 金本三夢

◎中学・高校生の部

そ こで、こ のたびまっ たく新しい ホ
ームページを立ち上げました。
ホームページアドレス
http://hoshinosato.info/
こ の塾報を はじめ、教 室の詳しい 予

団体総合競技 ２等 星の郷総合教室

定や 急な連絡 などなどを 順次公開し て

個人総合競技 ２等 木村理彩

いき ますので 、パソコン やスマート フ

３等 田村早絵

ォン でお時間 があります 時にチェッ ク

桑原麻衣
永井功久
団体特別競技 ２等 星の郷総合教室
☆ 直前に 出場予定の 我が娘がマ イコプ
ラ ズマ肺 炎で緊急入 院。そのた め、前
日 や当日 朝の特別練 習が急きょ 中止、
引 率は中 高生に任さ ざるを得な くなる

してみてください。
塾 報のバッ クナンバー も整理でき た
もの から少し ずつ公開し ていきます 。
塾報 は、連絡 事項をのぞ いて、なる べ
く過 去書いた ものと重な らないよう に
して いるつも りなのです が、そうす る

と 最近入 会頂いた皆 様には、２ 度と目

ま た、無灯 火の自転車 は通塾でき ま

に して頂 けない内容 のものが出 てきま

せん 。歩道や 車道での２ 列走行、不 要

す。

なベ ル、速度 の出し過ぎ など、交通 ル

つい先 頃、過去の 塾報を見せ て頂き
た いので すが、とい うお問い合 わせを

ール を守れな い生徒の自 転車通塾は 禁
止します。

頂 いた折 、実は教室 としても紙 ベース

誰 も見てい ないだろう 、というの は

の 塾報を 残していな いことに遅 まきな

間違 いです。 卒業生・在 塾生・ご近 所

が ら気付 きました。 いろいろな 情報発

の方 などなど 、たくさん の皆様から 様

信 にホー ムページを 活用してい きたい

々な 目撃情報 が毎日のよ うに寄せら れ

と思います。

てきます。

ホーム ページには 「アラカル ト」と

な んと言っ ても生徒の 皆さんは、 教

い うコー ナーを設け ました。塾 報のネ

室の 看板（か ばん）を背 負って毎日 教

タ 帳や備 忘録として 始めたので すが、

室に 通ってき てくれてい るわけで、 素

公 開して しまうと塾 報に書くこ とが無

性がハッキリしているのです。

くなってしまいました。
ご意見 ・ご要望等 がございま したら
どしどしお寄せください。
自転車

自 覚と責任 をもって行 動してくだ さ
い。 ご家庭で も、ライト の点検と自 転
車の 乗り方の ご指導をよ ろしくお願 い
致します。

曜日・ 時間帯によっては、自転車が

目で訴える

５ ０台近 く並ぶこと があります 。そこ

わ からない ところが出 てきても動 け

に 、次の 授業に出席 する生徒の 自転車

ない 生徒がい るかと思う と、わから な

が 歩道で 待つことに なるわけで すが、

いの にわかる ふりをして やがて困る 生

歩 道の端 に一列にな って整然と 待って

徒が いたり、 わかるとこ ろでも確認 に

い ても、 通行の妨げ になるのは 否めま

来る 生徒がい たりして毎 日なかなか 面

せん 。入れ替え 時には、最大で70台ほ

白い のですが 、さてさて 、「わから な

ど の自転 車が集中し ますから、 ごく短

くて 困ってい る私（ボク ）をどうに か

時 間とは いえ騒然と した雰囲気 になる

して ！」と目 で訴えかけ てくる生徒 に

こともしばしばです。

はど のように 対処をして いけば良い で

そ こで、11月初旬から、自転車通塾

しょうか。

の 生徒達 を１分程度 の差を付け て順番

パ ソコンの 前に座りじ っとしてい る

に 帰宅さ せる制度を 試していま す。低

低学 年の男の 子。フラッ シュ暗算の 使

学 年の生 徒を退出さ せ、時間差 をつけ

い方を忘れてしまった様子です。

て 高学年 の生徒を退 出させたり 、その

明 らかに困 っている様 子がありあ り

逆 で試し てみたりと まだまだ実 験中で

なの ですが、 しばらくそ のままにし て

す が、安 全かつ通行 の邪魔をな るべく

おきました。

減らすように取り組んでいきます。

や がて生徒 はちらちら とこちらを 見

始 めまし た。視線の 強さは、市 川海老

もち ょっとし た不便を感 じてもらっ て

蔵 さんの 百分の一く らいでしょ うか。

います。

質問す れば叱られ てしまうの ではな

－－ －－－－ －－－－－ －－－－－ －

い かとい う恐れで質 問に来られ ない生

出席時間20時間以上の生徒

徒 にはこ ちらから声 をかける場 合があ

（11月20日までの１ヶ月）
金本大夢50 山口愛未45 金本三夢44
谷岡菜々子44 山内星徳42 中越菜
々子41 金本愛夢41 桑原彩衣39 桑
原唯衣38 酒井結衣33 酒井克巳33
西島朝香33 長尾侑美32 盛井元仁31
桑原麻衣31 山内美空31 湊結子30
大内崚聖28 奥田あさひ28 奥田南
海28 楓まい28 大内悠聖27 楠田知
己27 竹下柊希26 蜂谷圭将26 東阪
太陽26 楓陸26 岡崎真歩25 西村早
貴25 福田陸人24 東阪怜奈24 山内
優歩24 有本華帆24 北村彩24 池田
優花23 佃花音23 永井功久23 梶原
太智23 住吉美咲23 竹下椋香22 黒
木康平22 越野直希22 塚本旬22 西
村梨留22 山根建太朗22 落合由之佑
21 小野澤怜花21 井上寛大21 越野
貴也21 木寺匠21 辻尾陸人21 今泉
優衣20 足立歩大20 花岡棋平20 濱
野恵太20 文沢一花20 文沢駿介20
森遥香20

り ます。 空気を読み すぎたり、 過去の
経 験から 躊躇してし まっている 生徒の
背中をそっと押すケースです。
問題は、「殿様・お姫様」です。
雨が降 ったといえ ばすぐにお 付きの
方 から傘 が差し出さ れ、のどが 渇いた
と いえば 飲み物がど こかから出 てき、
保 護者の 迎えが少し でも遅れた ならば
周 りをは ばからず平 気で毒づく ような
「 殿様・ お姫様」を どうするか 、とい
うことなのです。
さすが に、教室の スタッフに 家族に
するような態度に出る「殿様・お姫
様 」はい ませんが、 願わくば、 自分か
ら 働きか ける前に周 囲の大人が 動いて
く れない だろうか、 というよう な感じ
でテレパシーを送ってきます。
こんな 場合、基本 的には、教 室では
しばらく様子を見ることにしていま
す 。そし て、自分か ら動けるよ うにな
っ てくれ れば良し、 動けないと きは、
個 人を特 定しないよ うにして全 体に注
意 を喚起 し反応を待 ちます。そ れでも
動 けない ときには名 前を呼んで 「何か
困 ってい ること」が あったら相 談にく
る ように 指示をしま す。何に困 ってい
る かを特 定せずに、 問題点を自 分の口
から言わせるように仕向けていきま
す。
何不自 由ない世の 中なのかも しれま
せ んが、 せめてそろ ばん教室だ けでで

猛スピードばく進中（PERFECT）
（ 初 歩 教 材 PERFECTを １ ヶ 月 で 20ペ
ージ以上進んだ生徒）
池田優花67 福井夏歩53 中津裕貴48
森遥香40 木寺匠37 森宥友34 若
林秀星33 山内美空32 小田一葉29
上殿早希28 宮本真衣28 渡邉悠28
熊谷圭祐27 田中瞳夏27 本坂明日香
27 髙森菜々美24 有田蒼空22 西本
堅信22 中西夏生20

猛スピードばく進中（瞬達）
（初 歩教材「 瞬達」を１ ヶ月で５ペ ー
ジ以上進んだ生徒）
岡崎真歩23 河田青大19 明浦日香18
佐藤日奈子18 村上小夏18 中野楽
15 文沢一花13 文沢駿介13 沼田賢

志郎12 大和蒼波12 今井翔太10 東
阪怜奈8 井上葵実8 黒木康平8 仲
谷愛花8 渡部愛弓8 三田村航季7
竹下柊希6 足立歩大5
※ 暗算検 定の練習が 始まったた め、テ
キストはあまり進んでいません。

フラッシュ暗算合格者
（11月20日までの１ヶ月間）
七段 蜂谷圭将
五段 藤田純菜
四段 小北智也
二段 池 田菜乃子 岩成海 末廣拓海
越野直希
初段
１級
２級
３級
４級
５級

６級

７級

岩成海 辻尾菜々 田伐志帆
岩成海
岩成海 越野貴也
古 橋晴香 山内美空 村上小晴
東阪太陽
山 内美空 石上綾音
齋藤小春 梶原太智

９級

ました。
さ て、書道 科担当の加 藤先生によ る
文章 が無くな って残念、 という方に 朗
報です。
今 年８月の 合宿の様子 をまとめま し
たＤ ＶＤをご 覧になった 感想をお寄 せ
くださいましたので掲載致します。
文 中、過分 な誉め言葉 が並べてあ る
とこ ろがあり ました。そ のまま掲載 致
しま すと、い くら何でも 少々どこか を
疑わ れそうな 気が致しま すので、適 当
に割愛しております。
先 日、遅れ ばせながら 、そろばん 夏
合 宿 の DVDを 拝 見 さ せ て 頂 き ま し た 。
出発 前の、合 宿での目標 を語る子ど も
たち に始まり 、バスやサ ービスエリ ア
での 楽しそう な子どもた ちの笑顔、 宿

山内美空 齋藤小春 中野楽
兼 松咲菜 文 沢駿介 井 上葵実

舎で の集中し たそろばん 練習。休憩 中

大 和蒼波

渡 部愛弓

あて （？）ゲ ーム、花火 を楽しむ姿 な

岡崎真歩

出口来実

山 内美空
文 沢駿介

齋藤小春
井 上葵実

笠﨑悠佑

文沢一花

辻尾陸人

佐藤日奈子

山 内美空
小 川千尋

松野未佳
住 吉海飛

北村彩
８級

明浦日香

両科 ではまっ たく異なる ために分離 し

平井望彩

伊 藤優生

の各 部屋での 様子、みん なでの足あ げ
ど、 まるで、 そばで合宿 を見ている か

兼松咲菜
松 野未佳
高鍬碧

眞井夏希
森 本倫才

白川香乃

北森彩月

平 井望彩 森本倫才
沼 田賢志郎 塚本旬

そ ろばんで の練習中、 答えを書き な
がら 次の問題 をそろばん におくなど の
金本 先生から の的確なア ドバイスな ど

文沢一花
眞 井夏希

谷侑樹

住 吉海飛
古 川愛佳

のよ うな、様 子がわかる ものでした 。

平井望彩
山 口匠史
北森彩月
今 井翔太

村垣夏南
10級 平井望彩 今井翔太 森遥香
－ －－－ －－－－－ －－－－－ －－－

は、 普段の練 習でもこの ようなご指 示
を頂 いている お陰で上達 しているの だ
な、 と思いま した。ピリ ッとした空 気
のそ ろばん練 習がある一 方で、ゲー ム
や花 火などの 遊びが取り 入れられて い
て、 「＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊
＊＊ ＊＊」と 感心した次 第です。（ 誉
めすぎのようですが、これは一緒にDV
Dを 見 て い た 主 人 の 感 想 で す 。 も ち ろ
ん、 私もその ように思っ ております ）

☆ 先月号 から、書道 科と珠算科 の塾報

因 みに、う ちの息子は 今回初めて 合

を 分けて います。お 知らせする 情報が

宿に 参加させ て頂きまし た。実は合 宿

参 加の締 切日を過ぎ ていたので すが、

ち溢れ 、と言 いたいとこ ろですが、残

Ａ １グラ ンプリでト ロフィーを 頂いた

念ながら、 ８月だけでした。月20時間

こ とに気 をよくし、 初めて、親 の私が

を超え るのは 、また来年 の合宿のある

待 ちに待 ったやる気 を見せたの です。

８月になりそうです。

「他の 大会にも出 てみたい」 「合宿

長々 と言い たいことを 書いてしまい

に 行って みたいけど まだいける かな」

失礼致 しまし た。金本先 生をはじめ、

と 言い出 したのです 。そして、 私はこ

宿舎の 方々、 一緒に合宿 に参加された

の 数少な いわが子の やる気をそ いでは

子どもたちにお礼を申し上げます。

も ったい ないと、ダ メもとで「 合宿申

「ほんとにありがとうございまし

込 、締め 切りました よね～。行 きたい

た。」

と 言い出 したんです が…」と図 々しく

言い 忘れま したが、注 文していた産

聞 いてみ たのです。 すると「い いです

地直送 のお刺 身、とって もおいしかっ

よ 」と金 本先生が快 く了承して 下さっ

たです 。息子 はお刺身を 独り占めし、

たのです。

ご満悦 でした 。是非来年 は私も、心置

申し込 みできて嬉 しかったも のの、

きなく食べてみたいです。

親 として は様々な不 安が心をよ ぎるの

魅力 満載の そろばん合 宿、皆様も是

で した。 なんといっ ても超～長 時間練

非ご参 加下さ い。「そろ ばん合宿バン

習。 息子は月に 20時間の練習時間を越

ザイ！」

えたことはなく、せいぜい月に10～12

－－－ －－－ －－－－－ －－－－－－

時間の練習しかしていません。しか

文中 の「お 刺身」。宿 舎近くの魚屋

も 、いつ も夜８時台 に就寝して いると

さんに 、あら かじめ参加 者やご家庭の

い うのに 、合宿では まだ練習し ている

皆様から伺っていた注文を入れてお

時 間なの です。果た して大丈夫 だろう

き、帰 りにバ スに積み込 んで持ち帰っ

か、ちゃんと服は着替えるのだろう

てきま す。今 年はお店の 方が数箱乗せ

か、などと不安に思っていたのです

忘れ、 数十分 後に軽トラ ックでバスを

が 、いざ 行ってみる と見事に（ ？）や

追っか けてく るというハ プニングもあ

っ てのけ たようです 。失敗とい えば、

りました。

お味噌汁を二回もこぼしたぐらいで

毎年 恒例に なっていて 、中には、こ

… 。ほん と申し訳あ りませんで した。

の刺身 をつま みながらグ イッと一杯、

素晴ら しい環境の 中、金本先 生のご

という ために お子様を合 宿に参加させ

指 導と他 の子どもた ちのやる気 に充ち

ている 保護者 がいらっし ゃるというま

溢れた雰囲気に、わが息子も洗脳さ

ことし やかな 噂を聞いた こともありま

れ 、成長 して帰って きてくれま した。

す。そ ういえ ば、やけに 帰りの時間を

とても嬉しかったです。

気にな される 保護者の方 、とくに年に

お陰様 で、８月は なんと練習 時間が
見事 20時 間を初めて超えたのでありま
す。
８月を 過ぎ、息子 のやる気は 更に充

一度、 このと きだけお顔 を拝見するお
父様もいらっしゃるような…。
帰っ てきて からもしば らく余韻に浸
れる恒例行事が合宿です。

