
 平成27年10月 　　　　　　　2)各段とも2問中1問を出題

 〒530-0044 大阪市北区東天満2-8-1 　　　　　　　　初段　①｢足さばき｣について説明しなさい。

　 　　　　 若杉ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ別館 5階 502号 　　　　　　　　　　　②｢三つの間合｣を書きなさい。

　　　　　　　　二段　①｢切り返しで気をつけること｣を５項目書きなさい。

　　　　　　　　　　　②｢三殺法｣について説明しなさい。

 TEL 06-6351-3345　FAX 06-6351-3346 　　　　　　　　三段　①｢切り返しの受け方で注意すること｣を３項目書きなさい。

 執務時間 月･火･木･金･土 9時～17時30分 　　　　　　　　　　　②｢間合｣について説明しなさい。

　　　　　 水曜･日曜･祝日は休業 (7) そ の 他　①昇段審査において､身体的理由や言葉の問題(外国人の方等)がある場合は

　　　http://www.osa-kendo.or.jp/ 　　　　　　　　登録団体の責任者を通じて､事前に事務局までお申出下さい｡

　　　　　　　　審査委員会に報告の上、適正な審査が行えるように配慮いたします｡

　　　　　　　②公平な審査を行うため､所属団体名(学校名･校章などのマークも含む)が

 　　大剣連では会員サービスの一環として､メルマガの配信を行なっています｡ 　　　　　　　　刺繍などの方法により入れられた剣道着･袴･剣道具を禁止とします｡

 　　毎月の行事のご案内や大剣連が主催・主管する行事情報を配信します｡ 　　　　　　　③黒い面金も使用禁止とします｡

 　　また、緊急連絡の配信・ペーパーレス化に向け、メルマガを活用してまいりたい 　　　　　　　④審査キャンセルによる審査料の返金については､キャンセル時期により返

 　　と思いますので、会員の皆様のご協力、ご理解をお願いいたします。 　　　　　　　　金額が異なります｡審査日の２週間以内では返金できません｡

 　　メルマガの登録は､下記のメールアドレスに空メール(本文に何も入力せずに送信) 　　　　　　　　詳細は事務局までお問合せ下さい｡

 　　して頂くか､ＱＲコードからお願いします｡ 　　　　　　　⑤郵送での申込みの場合､領収証は団体の連絡責任者に郵送します｡

 　　　ｱﾄﾞﾚｽ:info@m.osa-kendo.or.jp

 　　迷惑メール対策をされている方は、当メール受信のため

 　　｢m.osa-kendo.or.jp｣ドメインを受信できるよう設定して下さい｡ ３．女子講習会

(1) 開催日時　11月28日(土)　受付 午前9時30分　開始 午前10時　終了 午後 4時(予定)

(2) 開催場所　大阪市中央体育館 サブアリーナ ( http://www.yahataya-park.jp/

                                                         osaka_arena/index.html )

(3) 資　　格　剣道有段者で18歳以上の女性｡高校生および､他府県会員は不可｡

(4) 携 行 品　剣道具､剣道着､竹刀､木刀､筆記用具

(5) 受講内容　日本剣道形の講習を中心に指導稽古等を行います｡

１．第12回大阪府女子剣道優勝大会 (6) 受 講 料　会員 2,150円　非会員 2,800円

(1) 開催日時　11月1日(日)　午前10時 開会式 (7) 申込期間　10月1日(木) ～ 11月21日(土)

(2) 開催場所　なみはやドーム サブアリーナ ( http://www.namihayadome.gr.jp/ ) (8) 申込方法　所定の申込書(大剣連ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより､ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞできます)に必要事項を記入の

(3) そ の 他　詳細は別紙大会要項参照 　　　　　　　上､受講料を添えて事務局あてに申込むこと｡当日の申込みは受付出来ません｡

　　　　　　　また､FAXやｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる申込みは受付けいたしません｡定員は50名です｡

２．地区審査会

(1) 開催日時　11月23日(祝)　開館 午前8時45分　点呼 9時30分　審査開始 10時 ●第63回全日本剣道選手権大会　大阪府予選会　結果

　　　　　　　※ 準備完了まで２階観覧席でお待ち下さい｡ 　8月29日(土)に舞洲アリーナで行われました､第63回全日本剣道選手権大会大阪府予選会の

(2) 開催場所　岸和田市総合体育館 ( http://www2f.biglobe.ne.jp/~akio/kyudo/ 結果をご報告いたします｡

　　   　　　　 　           　　　　　　　　　　contents/nishiitai/taiikukan.htm ) 　萩原 寿矢　　(大阪剣道協会)

　　　　　　　岸和田市西之内町45-1　TEL:0724-41-9200 　辻󠄀 英幸　　　(大阪剣道協会)

　　　　　　　交通機関:南海本線｢春木駅｣下車し､東へ徒歩約15分 　升田 良　　　(大阪剣道協会)

　　　　　　　　　　　 ＪＲ阪和線｢久米田駅｣下車し､西へ徒歩18分 　本大会は､11月3日(祝)に日本武道館で行われます｡

(3) 申込方法　従来どおり

(4) 申込期間　10月20日(火) ～ 11月5日(木)

(5) 審 査 料　従来通り｡大剣連ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞもご確認下さい｡　 ●第54回全日本女子剣道選手権大会　結果報告

(6) 学科問題　1)必須問題 　　9月13日(日)に兵庫県立武道館で行われた､｢第54回全日女子剣道選手権大会｣の結果を報

　　　　　　　　初段　｢基本の大切さ｣について述べなさい。 　告をいたします｡

　　　　　　　　二段　剣道で｢礼儀を大切にする理由｣について述べなさい。 　　大阪府を代表して出場した田山秋恵選手(大剣協)が準優勝､山本真理子選手が３位､大石

　　　　　　　　三段　｢稽古で心がけなければならないこと｣とはどのようなことか述べな 　弓絵選手は２回戦で惜敗しました｡優勝者は､準決勝戦で山本選手に､決勝戦では田山選手に

　　　　　　　　　　　さい。 　勝利した松本弥月選手(神奈川県)でした｡

　公益社団法人 大阪府剣道連盟

The Osaka Kendo Federation

剣道行事 平成2７年７月までの証書ができています(初段から五段)



●第10回全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会　結果報告

　　9月20日(日)に舞洲アリーナで行われた､｢第10回全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会｣

　の報告をいたします｡

　　小学生の部は､大阪府Ａﾁｰﾑはリーグ戦で敗退しました｡大阪府Ｂﾁｰﾑは､決勝リーグに勝 １．杖道秋季審査会

　ち上がりましたが､滋賀県ﾁｰﾑに惜敗し､ベスト８でした｡ (1) 開催日時　11月23日(祝)　午前10時 審査開始

　　中学生の部は､大阪府Ａﾁｰﾑは決勝戦で福岡県ﾁｰﾑと対戦し､1-2で負け準優勝でした｡大阪 (2) 開催場所　大阪市立修道館

　大阪府Ｂﾁｰﾑは､予選リーグで敗退しました｡ (3) 申込締切　10月12日(祝) 必着

　　優勝は､小学生と中学生共に福岡県ﾁｰﾑが優勝しました｡ (4) 問 合 せ　担当：杖道部　近藤委員　TEL:072-949-8957

　　試合当日は､たくさんの応援をありがとうございました｡

◎第38回関西杖道優勝大会　結果報告

　9月21日(祝)に川西市総合体育館で行われた､第38回関西杖道優勝大会の結果を報告します｡

団体戦

１．居合道定例合同稽古会 　  【 大阪府剣道連盟・居合道部主催 】

(1) 開催日時　毎週 火曜日・木曜日　開始 午後7時45分　終了 午後8時30分

　　　　　　　※ 但し､祝日や他の行事により休講になる事もある｡

(2) 開催場所　大阪市立修道館　( http://syudoukan.info/ )

(3) 参加資格　居合道 段外～七段　大阪府剣道連盟会員及び参加を希望する者。

(4) 参 加 料　一般 200円

(5) そ の 他　問い合わせは下記までご連絡下さい。

　　　　　　　居合道部　中野部長　TEL:0725-41-7852

個人演武　優秀賞

２．第45回居合道段別優勝大会

(1) 開催日時　11月1日(日)　開会 午前9時30分

(2) 開催場所　大阪市立千島体育館　( http://osaka-sp.jp/chishima/index.php )

(3) 資　　格　会員及び非会員　(組合せの為必ず申込み下さい)

(4) 申込締切　10月1日(木)　※ 締め切り後は受けません｡

(5) 参 加 料　会員 3,000円　非会員 4,000円

　　　　　　　大学･高校 3,000円　中学生以下 1,500円

　　　　　　　「 当日 弁当及びプログラムを支給し､各種賞品を贈呈します 」

(6) 問 合 せ　担当：居合道部　中野部長　TEL:0725-41-7852

３．第57回大阪居合道大会団体対抗予選会 ●訂正とお詫び

(1) 開催日時　11月8日(日)　開会 午前9時30分 　　先月にお送りした｢10月行事予定｣の第10回全日本都道府県少年対抗剣道優勝大会で､小

(2) 開催場所　大阪市立修道館 　学生 大阪府Ａチーム　監督の氏名が誤っていました｡

(3) 参加資格　会員及び非会員 ( 組合せの為必ず申込み下さい ) 　 　 　　誤　　　　　 　　　正

(5) 参 加 料　会員 3,000円　非会員 4,000円　中学生以下 1,500円 　　　三宅 一仁　　→　　三浦 秀人

　　　　　　　「 当日 弁当及びプログラムを支給します 」 　　ご本人及び関係者の方には､大変ご迷惑をお掛けしました｡訂正しお詫びいたします｡

(5) 締 切 日　10月8日(木)　プログラム編集の都合上､締切後の受付は出来ません。

(4) 問 合 せ　担当：居合道部　中野部長　TEL:0725-41-7852

初段の部  天田 昌吾､竹澤 葵

二段の部  石戸 克利､大西 昌尚､金丸 紀美

事務局連絡事項

敢闘賞 養峻館Ｂ 和田 安司 今井 敏郎 阪本 正美

段外の部  福井 沙耶､小山 苑佳､山田 実､三浦 伊織､三木 菊和

準優勝 紀州有信会 小西 薫 山口 久 植田 登志朗

３　位 小野睦会Ａ 今仲 春菜 安藤 光春 荻野 伸祐

団体 先鋒 中堅 大将

優　勝 玄武館Ａ 飴 和寿子 老松 克博 老松 美由紀

杖道行事

居合道行事 平成2７年８月までの証書ができています(初段から五段)



※ 後援行事につきお問合せにお答え出来ません。

    主催団体へお問合せ下さい｡

◎大阪高等学校総合体育大会

(1) 主　　催　大阪高等学校体育連盟 　猛暑が続いた今年の夏もようやく涼しくなってきましたが、この時季、夏に溜まった疲れが顔を

(2) 後　　援　(公社)大阪府剣道連盟 出す頃です。特に子供の場合、体調管理を心掛け、運動前には体調をチェック（睡眠不足など）し

(3) 日　　付　11月14日(土)　男子団体 て下さい。また、指導者は、練習生の様子に気を配って、無理な「根性論を振りかざさず」、適切

　　　　　　　11月15日(日)　女子団体 な指導を心掛けて下さい。

(4) 開催場所　岸和田市総合体育館

　以下、重要事項につき、再掲載

　「大剣連は、剣道指導上の体罰は容認しない」との強い意思を理事会で確認いたしますとともに、

◎小学生後期昇級審査会 指導に当たって御留意いただきたいガイドラインを下記のように策定いたしました。

(1) 主　　催　大阪市立修道館　(公財)大阪武道振興協会 　日本体育協会、大阪体育協会及び大阪市体育協会からも、スポーツ指導者の指導対応について注

(2) 後　　援　(公社)大阪府剣道連盟 意を促す依頼文が、さらに全日本剣道連盟からも、「指導に当たっての暴力行為の根絶に向けた取

(3) 日　　時　11月21日(土)　午後12時30分 集合　午後1時 開始 り組みの推進」との依頼文が送付されておりますので剣道指導者特に少年剣道の指導に当たってお

(4) 開催場所　大阪市立修道館 られる皆様方にはくれぐれもご注意いただきますようお願いいたします。

(5) 審査級位　小学生１級 ～ ８級

(6) 審 査 料　1,500円(保険料込み)

(7) 申込期間　10月11日(日) ～ 10月22日(木)

(8) 申込方法　修道館までお問い合わせ下さい｡ 　全日本剣道連盟は、「剣道の理念」「剣道修錬の心構え」「剣道指導の心構え」の三本柱を定め

             問い合せ先　担当：修道館　事務局　田原　TEL　06-6941-1523 ています。「剣道は、剣の理法の修錬による人間形成の道」であり、「それを正しく真剣に学び、

心身を錬磨し、旺盛な気力を養い、礼節を尊び、信義を重んじ、誠を尽くして自己の修養に努め」、

「竹刀は最大の尊重をもって扱い、生涯をかけて人間形成の道を見出す指導に努める」と明言して

います。

　指導者は、弟子と共にこの道を究める師弟同行が基本であります。以下のようなことを常にチェ

ックしながら指導に当たっていただきますようお願いいたします。

１.「試合に負けた。」あるいは「集中しない。」などといっては、罰として常識を超えた長時間の

　 正座、過度な素振りや掛かり稽古など、必要以上の課題を科したり、暴力をふるったり、暴言を

　 吐いたりしてはいないか。

２.進学や就職などで優位を保つため、あるいは保護者の意向を重視するあまり、勝利至上主義にな

　 っていないか。

３.竹刀は、日本刀であるとの意識のもとに大切に扱い、体罰の用具としてはいないか。

４.感謝や尊敬の念を涵養すると共に、真に子供達の成長、発展を願った指導になっているか。

５.挨拶、返事、下足を揃える等日常のマナー向上を目指した指導ができているか。

　以上の諸点にご留意の上、斯道発展のため引き続きご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

記

剣道後援行事 剣道指導に当たっておられる皆様へ
公益社団法人大阪府剣道連盟

　　　会　長　　鏡山　博行


