
 平成28年1月 ２．剣道高段位受審者対象講座

 〒530-0044 大阪市北区東天満2-8-1 (1) 開催日時　2月11日(祝)　午後12時30分開始(受付 午後12時より)

　 　　　　 若杉ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ別館 5階 502号 (2) 開催場所　府民共済SUPERアリーナ サブアリーナ ( 旧名：舞洲アリーナ )

　　　　　　　( http://hp.athuman.com/arena/ )

(3) 資　　格　4月及び5月の剣道高段位審査会を受審予定の者｡

 TEL 06-6351-3345　FAX 06-6351-3346 (4) 携 行 品　剣道具一式 (木刀不要)

 執務時間 月･火･木･金･土 9時～17時30分 (5) 受 講 料　会員　1,150円　非会員　1,500円
　　　　　 水曜･日曜･祝日は休業 (6) 申込期間　1月4日(月) ～ 1月30日(土)

　　　http://www.osa-kendo.or.jp/ (7) 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

　　　　　　　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

　　　　　　　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｡

 　　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 　　　　　　　各段それぞれ60名までとし､定員になり次第打ち切ります｡

 　　るとともにメルマガ配信を行って参りました｡

 　　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 ３．第64回全日本都道府県対抗剣道優勝大会大阪府予選会

 　　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｡ (1) 日　　時　2月21日(日)　午前10時開始(受付 午前9時30分頃より)

 　　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おりま (2) 場　　所　大阪市立修道館　( http://syudoukan.info/ )

　　 す｡会員の皆様のご理解､ご協力をお願い致します。　　 (3) 参 加 料　会員 650円　非会員 800円

 　　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) (4) 申込期間　1月4日(月)～2月6日(土)

 　　して頂くか､ＱＲコードからお願いします｡ (4) 申込方法　別紙(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)に参加料を添え､事務局まで

 　　　ｱﾄﾞﾚｽ:info@m.osa-kendo.or.jp 　　　　　　　申込むこと｡FAXやｲﾝﾀｰﾈｯﾄからの受付けはいたしません｡締切以降は､申込み

 　　迷惑メール対策をされている方は、当メール受信のため 　　　　　　　を受付けいたしません｡

 　　｢m.osa-kendo.or.jp｣ドメインを受信できるよう設定して下さい｡ (5) そ の 他　参加資格､申込み等は別紙要項参照のこと

 　　詳細は､http://osa-kendo.or.jp/news/magをご覧下さい｡

◎西日本剣道高段者稽古会

(1) 日　　時　2月13日(土)　午後2時開始

　　新年あけましておめでとうございます。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。 (2) 場　　所　京都市武道センター　( http://www.kyoto-sports.or.jp/shisetsu/

　　さて、２月の行事予定を下記のとおりお知らせします。会員の皆様方に多数ご参加 (3) 参加資格　剣道六段以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　detail/budo.html )

　　下さるよう、周知方よろしくお願いします。 (4) 申込方法　当日会場にて受付け(参加料は無料)

１．平成27年度スポーツ安全講習会 (文化講演会)　開催のお知らせ

　今年度のスポーツ安全講習会は､文化講演会を兼ね下記のとおり開催することとなりました｡ １．居合道定例合同稽古会 　  【 大阪府剣道連盟・居合道部主催 】

　平素の稽古の充実と健康問題のご参考になればとの視点から､西国33番礼所､四国88箇所など (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

15年間で6000キロを踏破した巡礼の達人で､呼吸と歩行の極意を体得されている松尾老師にお 　　　　　　　※ 但し､祝日や他の行事により休講になる事もある｡

願いしました｡皆様の平素の生き方､稽古のあり方にご参考になるものと思いますので多数ご参 (2) 開催場所　大阪市立修道館

加下さい｡ (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。

(1) 日　　時　2月6日(土)　受付 午後1時30分　講演 午後2時～3時30分 (4) 参 加 料　一般 200円

(2) 場　　所　大阪市中央体育館　大会議室 (5) そ の 他　問い合わせは下記までご連絡下さい。

　　　　　　　( http://www.yahataya-park.jp/osaka_arena/index.html ) 　　　　　　　居合道部長　中野部長　携帯:090-1029-0357

(3) 講　　師　西国29番礼所「松尾寺」名誉住職

　　　　　　　松尾心空老師 ２．居合道第3回特錬会・称号予備審査会

(4) 演　　題　歩行禅　～ 臍下丹田に意識を集め足の裏から呼吸する ～ (1) 日　　時　2月7日(日)　午前10時 ～ 午後4時

(4) 申込期間　1月4日(月) ～ 1月30日(土) (2) 場　　所　大阪市立千島体育館　( http://osaka-sp.jp/chishima/index.php )

(5) 受 講 料　無料 (3) 参加資格　大阪府剣道連盟会員及び特錬会会員並びに大阪居合道同志会会員であること｡

(6) 携 行 品　筆記用具 　　　　　　　｢無段～八段｣ 未加入者は当日受付を行います｡

(7) そ の 他　定員は､先着順150名｡また､称号予備審査の受審者に対しては1ﾎﾟｲﾝﾄとして加 (4) 申込期間　1月14日(木)まで

　　　　　　　算します｡申込み方法は､講習会申込書に必要事項を記入し､事務局へお送り下 (5) そ の 他　問い合わせは下記までご連絡下さい。

　　　　　　　さい｡(この講習会の申込みはFAXでも可能です｡)末尾資料をご覧下さい｡ 　　　　　　　居合道部長　中野部長　携帯:090-1029-0357

　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10月までの証書ができています(初段から五段)

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)



３．居合道高段者特別錬成会

(1) 日　　時　2月11日(祝)　午前10時 ～ 午後4時

(2) 場　　所　大阪市立修道館

(3) 資　　格　①居合道七段以上の者｡ ◎第20回大阪武道祭

　　　　　　　②流派は｢無双直伝英信流｣に限る｡ (1) 日　　時　2月14日(日)　午後12時30分開会

(5) そ の 他　問い合わせは下記までご連絡下さい。 (2) 場　　所　大阪市中央体育館　サブアリーナ

　　　　　　　居合道部長　中野部長　携帯:090-1029-0357 (3) 主　　催　大阪武道協議会

(4) そ の 他　大阪府の武道団体( 弓道･柔道･日本拳法･空手･銃剣道･少林寺拳法･なぎなた

４．居合道春季講習会 　　　　　　　･剣道 )による演武が披露されます｡当連盟は剣道､居合道､杖道の演武を行い

(1) 日　　時　2月20日(土)　午前9時30分～午後4時 　　　　　　　ます｡多数のご観覧をお待ちしています｡入場料は無料です｡

(2) 場　　所　大阪市立千島体育館

(3) 資　　格　大阪府剣道連盟の会員であること｡

　　　　　　　段位及び流派の指定なし

(4) 申込期間　1月10日(日) ～ 1月25日(月) 当日参加の受付します｡

(5) 受 講 料　会員 2,150円　非会員 2,800円　< 料金設定にご注意 >

(5) そ の 他　問い合わせは下記までご連絡下さい。 事務局休業日にご注意下さい｡

　　　　　　　居合道部長　中野部長　携帯:090-1029-0357 ①年末年始の休業日

　平成27年12月29日(火) ～ 平成28年1月3日(日)

◎第57回大阪居合道大会　結果報告 ②新年互礼会の準備による休業

　12月6日(日)府民共済ＳＵＰＥＲアリーナ(旧名:舞洲アリーナ)で開催されました､第57回 　1月12日(火)は､新年互礼会の準備につき､午後3時に業務を終了いたします｡

大阪居合道大会の結果をお知らせいたします｡ ③システムメンテナンスによる休業

　11月8日(日)の予選会で決勝に進んだ､無外流振興会ﾁｰﾑと水月会ﾁｰﾑが対戦し､水月会ﾁｰﾑが､ 　システムメンテナンスのために､下記期間は事務局を休業いたします｡

５－０で勝ち優勝しました｡ 　平成28年3月31日(木) ～ 4月4日(月)　

　また､全国から総勢1,440名も集まった選手により､段外･七段の個人演武と男子･女子の初 　ご理解とご協力をお願いいたします｡

段から六段によるﾄｰﾅﾒﾝﾄ方式での試合が実施されました｡個人演武の情報は大剣連のホーム

ページをご覧下さい｡　( URL http://osa-kendo.or.jp/iaido/archives/cupres/1929 )

　　ご受賞された方は､１月１２日(火)の新年互礼会でご披露いたします｡

１．杖道高段者研修会 １.平成27年度　剣道功労賞

(1) 日　　時　2月7日(日)　午前10時 開講 　11月3日(祝)､(財)全日本剣道連盟から平成27年度剣道功労賞の発表がありました｡

(2) 場　　所　川西市総合体育館　　( http://www.city.kawanishi.hyogo.jp/shisetsu/ この賞は､人格徳操高潔にて､永年にわたり､自ら剣道の研鑽に努め他､剣道の普及発展に大

(3) 参加資格　杖道　五段以上　　　　　　　　　　　　　　 14886/sogotaiiku.html ) きな功績をあげられた方｡また､全日本剣道連盟役職を歴任され､全国的指導者の立場にあり､

(4) 問 合 せ　担当：杖道部　近藤　TEL:072-949-8957 現在においても盡力しておられる方に贈られる名誉ある賞です｡

　　　◆ 小久保　昇治　先生 ( 公益社団法人大阪府剣道連盟 参与 )

２．杖道月例研修会

(1) 日　　時　2月7日(日)　午後1時 開講 ２．平成27年度　剣道有功賞

(2) 場　　所　川西市総合体育館 　11月3日(祝)､(財)全日本剣道連盟から平成27年度剣道有功賞の発表がありました｡

(3) 問 合 せ　担当：杖道部　近藤　TEL:072-949-8957 この賞は､｢地域における剣道の普及発展のため､長年にわたり功績があり､人格徳操高潔な

る方｣に贈られる名誉ある賞です｡

　　　◆ 松田 茂春　先生

　　　◆ 斎藤 辰行　先生

　　　◆ 渡邉 宏　先生

その他

事務局連絡事項

顕 彰 ご受賞おめでとうございます。

杖道行事



３．平成27年度　生涯現役スポーツ賞

　11月3日(祝)､大阪府から次の方に贈呈されました｡

本賞は､長年にわたりスポーツ・レクリェーション活動に親しむとともに､その普及振興を

図り､健康で豊かな生涯スポーツ社会づくりに功績のある個人､団体に贈呈されます｡

　　　◆ 金　賞 ･･･ 小林 清　先生

　　　◆ 銀　賞 ･･･ 西嵜 照隆　先生

　　　◆ 銀　賞 ･･･ 眞鍋 浩敏　先生

　　　◆ 銀　賞 ･･･ 鳥濵 義邦　先生

　　　◆ 団体賞 ･･･ 日曜会 (活動歴 40年)　[ 堺地区 ]

４．平成27年度　全日本剣道連盟　少年剣道教育奨励賞

　小･中学生剣道の指導を通じ､青少年の健全育成と剣道の普及振興に尽力され､地域に貢献

している団体に贈られます｡

　　　◆ 豊能地区　　　豊南剣修館

　　　◆ 三島地区　　　松が丘剣友会　　　正念剣成会　　　　純正館

　　　◆ 大阪南地区　　築港剣心会　　　　瓜破剣道会

　　　◆ 北河内地区　　大阪無刀塾　　　　枚方少年剣道推進会

　　　　　　　　　　　 寝屋川警察少年剣道推進会

　　　◆ 中河内地区　　八尾剣清会　　　　剣心館道場　　　　　指宿優輝会

　　　　　　　　　 　　楠公剣友会

　　　◆ 堺地区　　　　威徳会　　　　　　泉北桃山台剣友会

　　　◆ 泉州地区　　　三劔会　　　　　　和泉少年剣道推進会

　　　　　　　　　　　 泉南警察少年剣道推進会

５．八段ご昇段

　11月の東京剣道八段審査会で､大阪府の先生が剣道八段にご昇段されました｡

　おめでとうござます｡

　　11月27日(金)　愛甲 和彦　先生( 大阪剣道協会 )

６．平成27年度全国警察大会

　　　◆ 第１部 優勝　大阪府警察

７．平成27年度全国警察剣道選手権大会

　　　◆ 男子の部 優勝　土谷 有輝　選手(大阪剣道協会）

　　　◆ 女子の部 優勝　山本 真理子　選手(大阪剣道協会）

歩行禅 松尾心空(著書)


