
 平成27年11月 ３．冬季審査会

 〒530-0044 大阪市北区東天満2-8-1 (1) 日　　時　平成28年1月17日(日)　午前9時 開館､午前9時30分 点呼､午前10時 審査開始

　 　　　　 若杉ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ別館 5階 502号 (2) 開催場所　臨海スポーツセンター　( http://www.rinspo.com/ )

(3) 申込期間　12月3日(木) ～ 12月15日(火)

(4) そ の 他　詳細は次号に掲載いたします｡

 TEL 06-6351-3345　FAX 06-6351-3346

 執務時間 月･火･木･金･土 9時～17時30分 ◎西日本剣道高段者稽古会

　　　　　 水曜･日曜･祝日は休業 (1) 日　　時　12月5日(土)　午後2時開始

　　　http://www.osa-kendo.or.jp/ (2) 開催場所　京都市武道センター ( http://www.kyoto-sports.or.jp/shisetsu/

(3) 参加資格　剣道六段以上                                    detail/budo.html )

(4) 申込方法　当日会場にて受付け(参加料は無料)

 　　大剣連では､会員サービスの一環として､これまで毎月の行事のお知らせを郵送す

 　　るとともにメルマガ配信を行って参りました｡ ●ねんりんピック山口大会　結果報告

 　　現在､大剣連では業務の効率化､コスト低減のためにペーパーレス化を推し進めて 　10月17日(土)から10月19日(月)に山口県防府市で行われた大会結果を報告します｡

 　　おり､毎月の行事のお知らせはいずれ廃刊することを考えております｡ 　大阪府ﾁｰﾑは､ﾘｰｸﾞ戦を勝ち上がり決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄに進出しましたが､1回戦で愛知ﾁｰﾑと対戦し､

 　　そしてこれに伴い､｢行事のご案内｣はメルマガ配信を活用していきたいと考えて 1-3で敗れました｡大阪市ﾁｰﾑと堺ﾁｰﾑはﾘｰｸﾞ戦で敗退しました｡

　　 おります｡会員の皆様のご理解､ご協力をお願い致します。　　

 　　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) ◎　社会体育指導員養成講習会(中級)

 　　して頂くか､ＱＲコードからお願いします｡ (1) 日　　時　12月4日(金) ～ 6日(日)

 　　　ｱﾄﾞﾚｽ:info@m.osa-kendo.or.jp (2) 場　　所　ホテルコスモスクエア国際交流センター

 　　迷惑メール対策をされている方は、当メール受信のため 　　　　　　　( http://www.hotel-cosmosquare.jp/index_top.html )

 　　｢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) そ の 他　対象者には､全日本剣道連盟から直接通知が届きます｡詳細については全日

 　　詳細は､http://osa-kendo.or.jp/news/magをご覧下さい｡ 　　　　　　　本剣道連盟へお問い合わせ下さい｡

(1) 日　　時　平成28年1月4日(月) ～ 6日(水) 午前9時15分 ～ 午前11時(三日間共)

１．全剣連後援剣道講習会　< 日本剣道形講習会 > (2) 場　　所　大阪市中央体育館　メインアリーナ

(1) 開催日時　12月12日(土)　午前9時30分 ～ 午後4時頃(受付 午前9時より) (3) 主　　催　大阪市立修道館､(公財)大阪武道振興協会､(公社)大阪府剣道連盟

(2) 開催場所　大阪市中央体育館　サブアリーナ (4) 後　　援　大阪府教育委員会､大阪市･大阪市教育委員会

　　　　　　　( http://www.yahataya-park.jp/osaka_arena/index.html ) (5) 参加資格　小学生以上(一人で防具を着用出来る者)

(3) 受講対象者 平成26年度･27年度の大剣連公認段位審査員 (6) 費　　用　1日　100円(保険料のみ　但し､各道場･学校での保険加入者は除く)

(4) 申込方法　対象となる先生方に直接ご通知いたしますので､期日までにお申込みをお願 (7) そ の 他　申込み不要｡剣道防具は各自で準備のこと｡万一負傷の場合は応急処置

　　　　　　　いたします｡ 　　　　　　　のみを行う｡詳細は修道館にお問い合わせ下さい｡

(5) 講 師 名　全剣連講師､田口榮治範士(東京都)によるご指導です｡ (8) 問合せ先　修道館担当：田原　TEL:06-6941-1523

２．日本剣道形講習会

(1) 開催日時　12月13日(日)　午前10時開始(受付 午前9時30分より)

(2) 開催場所　大阪市中央体育館　剣道場

(3) 資　　格　剣道四段以上 ◎中学生昇級審査会 (第３回)

(4) 講習内容　日本剣道形講習会の終了後に､講師による指導稽古を行ないます｡ (1) 主　　催　大阪市立修道館　(公財)大阪武道振興協会

　　　　　　　※ 指導稽古のみの参加はできません｡ (2) 後　　援　(公社)大阪府剣道連盟

(5) 携 行 品　剣道具一式､木刀(大･小)､剣道着､竹刀､筆記用具 (3) 日　　時　平成28年1月16日(土)　午後12時30分 集合　午後1時 開始

(6) 受 講 料　会員　2,150円　非会員　2,800円　< 料金設定にご注意 > (4) 場　　所　大阪市立修道館　( http://syudoukan.info/ )

(7) 申込期間　11月2日(火) ～ 12月5日(土) (5) 審査級位　中学生１級 ～ ３級

(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 (6) 審 査 料　1,500円(保険料込み)

　　　　　　　上､申込期間内に受講料を添えて事務局あてに申込むこと｡当日の参加申込み (7) 申込期間　12月7日(月) ～ 12月17日(木)

　　　　　　　やFAX・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる申込みは受付けいたしません｡ (6) 申込方法　修道館までお問い合わせ下さい｡

問い合せ先　担当：修道館　田原　　　TEL　06-6941-1523

※ 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｡　　　　　 　 .

　公益社団法人 大阪府剣道連盟

The Osaka Kendo Federation

平成27年度　剣道寒稽古
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)

剣道後援行事



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．杖道高段者研修会

(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 (1) 日　　時　12月13日(日)　午前10時 開講

　　　　　　　※ 但し､祝日や他の行事により休講になる事もある｡ (2) 場　　所　川西市総合体育館　　( http://www.city.kawanishi.hyogo.jp/shisetsu/

(2) 開催場所　大阪市立修道館 (3) 参加資格　杖道　五段以上　　　　　　　　　　　　　　 14886/sogotaiiku.html )

(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) 問 合 せ　担当：杖道部　近藤　TEL:072-949-8957

(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。 ２．杖道月例研修会

　　　　　　　居合道部長　中野部長　携帯:090-1029-0357 (1) 日　　時　12月13日(日)　午後1時 開講

(2) 場　　所　川西市総合体育館

２．第57回大阪居合道大会 (3) 問 合 せ　担当：杖道部　近藤　TEL:072-949-8957

(1) 日　　時　12月6日(日)　午前9時 開会(午前8時20分 開館､午後4時 閉会予定)

(2) 場　　所　府民共済SUPERアリーナ　( 旧名：舞洲アリーナ ) ●第42回全日本杖道大会　結果報告

　　　　　　　( http://hp.athuman.com/arena/ ) 　10月11日(日)に兵庫県の神戸市立中央体育館で行われた｢第42回全日本杖道大会｣の結果

(3) 大会次第　①開会式 を報告します｡

　　　　　　　②公開演武 　大阪府ﾁｰﾑは､６名の代表選手がそれぞれの段位の部に出場し､五段の部に出場の藤田潤三

　　　　　　　③個人演武　段外･･･自由技5本 郎選手(養峻館)がベスト４に入りました｡

　　        　　　　　　　七段･･･古流(自流)2本と全剣連居合3本(指定技 3本目､7本目､ 　また､一般参加出場の､馬場威夫選手･渡邉ロマン選手の組が､五段の部で準優勝しました｡

　　        　　　　　　　　　　 10本目) 　大阪府の選手皆さんは健闘されました｡

　　　　　　　④段別試合　初段 ～ 六段　(男子の部･女子の部)は3人制ﾄｰﾅﾒﾝﾄ方式

 　        　　　　　　　 古流(自流)2本と全剣連居合3本(指定技 2本目､5本目､8本目)

　　　　　　　⑤団体対抗試合　大剣連加盟団体の予選会選出2ﾁｰﾑの優勝決定戦

　　        　　　　　　　11月8日(日)大阪市立修道館において開催予定の第57回大阪居

　　        　　　　　　　合道大会予選会にて決定いたします｡

　　　　　　　⑥段別試合　決勝戦 初段 ～ 六段 (男女別) ◎平成27年　新年互礼会の予定

　　        　　　　　　　古流2本と全剣連居合3本(指定技は当日発表) (1) 日　　時　平成28年1月12日(火)　午後7時より

　　　　　　　⑦段外・七段　最優秀演武者選考 (2) 場　　所　ホテル大阪ベイタワー　４階　ベイタワーホール

　        　　　　　　　　七段の部　福田一男杯･大阪居合道同志会会長杯･ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　( http://www.osaka-baytower.com/ )

　        　　　　　　　　　　　　　最優秀演武者選考 　　　　　　　最寄駅　ＪＲ｢弁天町｣　地下鉄｢弁天町｣　　共に徒歩2分

　        　　　　　　　　古流2本と全剣連居合3本(指定技は当日発表) (3) そ の 他　詳細は､次号で報告いたします｡会員の皆様の多数の参加をお持ちしています｡

　　　　　　　⑧模範演武　八段･範士

　　　　　　　⑨成績発表･閉会式 ◎年末年始　事務局　業務日程

(4) 審　　判　全日本剣道連盟居合道試合・審判規則・同細則に準じて行う｡ 　　12月28日(月)　通常通り営業

(5) そ の 他　①六段以下の出場者は稽古着､名札を着用のこと｡個人演武､模範演武の先生 　　12月29日(火)　冬休み ( 初日 )

　　　　　　　　方は自由とします｡ ～

　　　　　　　②参加の申込みは､終了しております｡申込みは出来ません｡ 　　 1月 3日(日)　冬休み ( 最終日 )

　　　　　　　③入場料は無料です｡多数の応援をお待ちしています｡ 　　 1月 4日(月)　通常通り営業

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) 杖道行事

事務局連絡事項


