
 平成28年6月 　　　　　　　注意点(錬士･教士共に)
 〒530-0044 大阪市北区東天満2-8-1 　　　　　　　※注1 全剣連の主催(大剣連主管)する講習会や社会体育指導員講習も含む｡

　 　　　　 若杉ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ別館 5階 502号 　　　　　　　※注2 大剣連の主催する指導法講習会(半日講習会)は1回の受講で､0.5回と

　　　　　　　　　　計算する｡　(当連盟 称号･段位審査細則第8条)

(4) 申込方法　称号予備審査申込用紙(専用用紙)に記入の上、受審料を添えて事務局あて

 TEL 06-6351-3345　FAX 06-6351-3346 　　　　　　　に申込むこと｡用紙は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｡　　　　　　　

 執務時間 月･火･木･金･土 9時～17時30分 (5) 受 審 料　会員　5,300円　非会員　6,900円　< 料金設定にご注意 >
　　　　　 水曜･日曜･祝日は休業 (6) 申込期間　7月1日(金) ～ 8月6日(土)

　　　http://www.osa-kendo.or.jp/ (7) 審査内容　日本剣道形・審判・実技

(8) 携 行 品　剣道具一式､竹刀､木刀(大・小)､筆記用具

(9) そ の 他　講習会受講履歴を必ずご記入下さい｡受講履歴が確認出来ない場合は､受審

　　　　　　　出来ません｡

３．第64回全日本選手権大会　大阪府予選会

１．剣道審判講習会 (1) 開催日時　8月21日(日)　午前10時開始(受付 午前9時30分頃より)

(1) 開催日時　8月6日(土)　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　サブアリーナ

(2) 開催場所　大阪市中央体育館　剣道場 (3) 出場資格　①予選会出場者は､平成28年4月30日以前から本大会(11月3日)参加時まで､引

　　　　　　　( http://www.yahataya-park.jp/osaka_arena/index.html ) 　　　　　　　　続き(公社)大阪府剣道連盟の登録会員であること｡

(3) 参加資格　剣道五段以上 　　　　　　　②年齢は満20才以上とし､段位の制限はしない｡

(4) 講習内容　審判法講習会の後に､講師による指導稽古を行ないます｡ 　　　　　　　　※年齢計算の基準は､大会前日(平成28年11月2日)とする｡

(5) 携 行 品　剣道具､剣道着､竹刀､審判規則､筆記用具 　　　　　　　③予選会出場は一都道府県からのみとする｡違反した者は出場を取り消す｡

(6) 受 講 料　会員　2,150円　非会員　2,800円　< 料金設定にご注意 > (4) 申込方法　所定の申込書(講習会等申込書)に予選会名､氏名､年令､生年月日､段位､所属

(7) 申込期間　7月1日(金) ～ 7月30日(土) 　　　　　　　団体を記入の上､申込期間内に参加料を添えて事務局あてに申込むこと｡当日

(8) 申込方法　講習会申込書(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)に記入の上､申込期間 　　　　　　　の参加申込みは出来ません｡

　　　　　　　中に受講料を添えて事務局あてに申込むこと｡当日の参加申込みは受付け出来 (5) 参 加 料　会員　650円　非会員　800円　< 料金設定にご注意 >

　　　　　　　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｡ (6) 申込期間　7月1日(金)～8月9日(火)

(7) そ の 他　開会式前に､受付けを兼ねて検量を行います｡規格外竹刀は､個人の予選が終

２．称号（剣道）予備審査会 　　　　　　　了するまで本部で預かります｡

(1) 開催日時　8月20日(土)　午前10時開始(受付 午前9時30分頃より)

(2) 開催場所　大阪市中央体育館　剣道場 ◎西日本剣道高段者稽古会

(3) 資　　格　錬士受審者 (1) 開催日時　8月6日(土)　午後2時開始

　　　　　　　①平成27年11月30日以前に剣道六段を取得した者｡ (2) 開催場所　京都市武道センター　( http://www.kyoto-sports.or.jp/facilities/

　　　　　　　②平成18年11月30日以前に剣道五段を取得し､かつ年齢が60才以上の者｡ (3) 参加資格　剣道六段以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　detail.php?id=15 )

　　　　　　　　※但し､登録団体の会長からの推薦書を提出の事｡六段受有者は適応外｡ (4) 申込方法　当日会場にて受付け(参加料は無料)

　　　　　　　③①もしくは②の条件を満たし､かつ平成27年8月から平成28年8月までの間

　　　　　　　　に､大剣連主催もしくは大剣連の後援する講習会(剣道形･審判･指導法)を ◎国民体育大会　近畿ブロック大会

　　　　　　　　2回以上受講している者｡ (1) 開催日時　8月21日(日)　午前9時開会

　　　　　　　④社会体育中級の合格者については､大剣連の称号予備審査を免除いたしま (2) 開催場所　京都府　京都武道センター

　　　　　　　　す｡必ず事務局にお申し出下さい｡本審査受審については､全剣連の通達に

　　　　　　　　従い､お申込みいただきます｡

　　　　　　　教士受審者

　　　　　　　①剣道錬士七段受有者で、七段を平成26年11月30日以前に取得した者｡

　　　　　　　②①の条件を満たし､かつ平成26年8月から平成28年8月までの間に､大剣連 ◎第55回大阪学生剣道選手権大会及び第45回大阪学生女子優勝大会 【 府学連主催 】

　　　　　　　　主催もしくは大剣連の後援する講習会(剣道形・審判・指導法)を原則各 (1) 開 催 日　8月28日(日)　

　　　　　　　　年2回以上、合計4回以上受講している者｡ (2) 開催場所　近畿大学記念会館

　　　　　　　③社会体育上級の優良合格者については､大剣連の称号予備審査を免除いた        　( http://www.kindai.ac.jp/about-kindai/campus-guide/higashi-osaka.html )

　　　　　　　　します｡必ず事務局にお申し出下さい｡本審査受審については､全剣連の通

　　　　　　　　達に従い､お申込みいただきます｡

　公益社団法人 大阪府剣道連盟

The Osaka Kendo Federation

剣道行事 平成2８年３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 　※後援行事につきお問合せにお答え出来ません｡



◎中学生前期昇級審査会 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　8月14日(日)　午後1時 開始 (午後12時30分 集合) (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

(2) 主　　催　大阪市立修道館　(公財)大阪武道振興協会 　　　　　　　※ 但し､祝日や他の行事により休講になる事もある｡

(3) 後　　援　(公社)大阪府剣道連盟 (2) 開催場所　大阪市立修道館

(4) 開催場所　大阪市立修道館　( http://syudoukan.info/ ) (3) 講　　師　範士八段　５名・教士八段　５名

(5) 審査級位　中学生 １級 ～ ３級 (4) 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。

(6) 審 査 料　1,500円 (5) 参 加 料　一般 200円

(7) 申込方法　修道館までお問い合わせ下さい｡ (6) そ の 他　問い合わせは下記までご連絡下さい。

　　　　　　　TEL：06-6941-1523　担当：田原 　　　　　　　居合道部　中野部長　携帯:090-1029-0357

(8) 申込期限　7月4日(月) ～ 7月13日(水)

２．居合道夏季講習会

(1) 開催日時　8月6日(土)　午前9時30分開始(受付 午前8時30分より)

(2) 開催場所　大阪市立東淀川体育館　( http://www.fitness21.or.jp/shitei

(3) 資　　格　段位及び流派の指定なし　　　　　　　　　　　_higashiyodogawa.html )

　主催：(公社)大阪府剣道連盟　大阪市立修道館　(公社)大阪武道振興協会 (4) 申込締切　7月20日(水)まで

　共催：大阪市　大阪市教育委員会　大阪府教育委員会 (5) 受 講 料　会員 2,150円　非会員 2,800円

(1) 開 催 日　7月30日(土) (6) そ の 他　高校生以下は受講料は免除｡(但し､ｽﾎﾟｰﾂ保険 \110が必要)

　　　　　　　7月31日(日) (7) 問 合 せ　問い合わせは下記までご連絡下さい。

(2) 開催場所　府民共済ＳＵＰＥＲアリーナ　( http://hp.athuman.com/arena/ ) 　　　　　　　居合道部　中野部長　携帯:090-1029-0357

(3) そ の 他　詳細は､別紙を参照して下さい｡

３．居合道 称号予備審査会・夏季審査会

(1) 開催日時　8月28日(日)　予備審査 午前11時開始

　　　　　　　　　　　　　 審査会　午前13時30分開始(受付 午前12時30分より)

(2) 開催場所　大阪市立修道館

◎剣道高段者審査会 (3) 申込方法　従来どおり

　　①富山審査会 (4) 予備審査料　会員　5,300円　非会員　6,900円　< 料金設定にご注意 >

　　　七段 8月20日(土)　　富山市総合体育館 (5) 申込締切　8月1日(月)まで

　　　六段 8月21日(日)　　富山市総合体育館 (6) 審査内容　実技審査

　　②北海道審査会 　　　　　　　２級 ～ ３級　全剣連居合 ３本 ( 自由技とする )

　　　六段 8月21日(日)　　北海道立総合体育センター 　　　　　　　１級　　　　　全剣連居合 ５本 ( 自由技とする )

　　③山口審査会 　　　　　　　初段 ～ 三段　全剣連居合 ５本 ( 当日発表 )

　　　七段 8月27日(土)　　維新百年記念公園スポーツ文化センター 　　　　　　　四段 ～ 五段　全剣連居合 ５本 及び 古流 １本 ( 当日発表 )

　　　六段 8月28日(日)　　維新百年記念公園スポーツ文化センター 　　　　　　　錬士 ～ 教士　全剣連居合 １２本

　　注1 審査会キャンセルによる審査料の返金は､キャンセル時期により金額が異なり 　　　　※ 尚､平成26年度より､称号錬士受審者は､1年間に講習会を２回以上受講した者と

　　　　ます｡ 　　　　　 する｡称号教士受審者は､2年間に講習会を４回以上受講した者とする｡

　　注2 審査地変更やキャンセルを希望される方は､大剣連ホームページに専用の用紙 　　　　　　　学科試験

　　　　があります｡必要事項を記入の上､ＦＡＸでお知らせ下さい｡ＦＡＸ後に必ず確 　　　　　　　初段 ～ 五段　(級位審査については学科試験は有りません)

　　　　認のために､電話での連絡をお願いいたします｡ (7) 問 合 せ　問い合わせは下記までご連絡下さい。

　　　　　　　居合道部　中野部長　携帯:090-1029-0357

１．杖道月例研修会

(1) 開催日時　8月21日(日)　午前10時 開講

(2) 開催場所　川西市総合体育館　　( http://www.city.kawanishi.hyogo.jp/shisetsu/

(3) 問 合 せ　担当：杖道部　近藤　TEL:072-949-8957　　　 14886/sogotaiiku.html )

杖道行事

修道館行事 　※後援行事につきお問合せにお答え出来ません｡ 居合道行事 平成2８年３月までの証書ができています(初段から五段)

大剣連・修道館　共催行事　暑中稽古

高段者審査会 　※要項は、事前にお送りしています。ご確認下さい。
尚、要項は、大学・高校にはお送りしていません。



　　7月17日(日)に大阪市中央体育館で開催されます､｢第63回大阪府剣道優勝大会｣で開会式 　　◎　暑い日が続き、稽古には厳しい季節です｡

　直後に行われる､各演武に出場される先生方とその演武についてご紹介いたします｡ 　　　　「熱中症」にはくれぐれもご注意ください。

　　各武道の素晴らしい演武をご覧いただけます｡入場料は､無料です｡多数のご観覧をお待 　　　　指導者の方には、「安全配慮義務」が課せられております。判例を

　ちしています｡ 　　　　見ますと、「指導者が練習生を指導する際、生命身体の安全を確保

　　　　すべき配慮に落ち度があったか否か」が問われております。

1.日本剣道形 　　◎　熱中症についての安全配慮義務

　打太刀　教士八段　西川　 潔 　　　　①温度・湿度などによっては、稽古を休みにしたり、中断する。

　仕太刀　教士八段　玉井 寛孝 　　　　②練習生の体調等に留意して稽古に参加させない。

　　　　③過酷な稽古を長時間継続させることは避け、適宜休憩をとらせ、

2.居合道 (夢想神伝重信流) 　　　　　水分補給も行わせる。

　打太刀　教士八段　光行 良一 　　　　もし、熱中症が発症した場合

　仕太刀　教士七段　本郷 雅昭 　　　　④直ちに稽古参加を中止させ、涼しい場所へ運ぶ。

　　　　⑤直ちに救急車を呼ぶ・医師の判断を仰ぐ等の処置を行う。

3.杖道 (全日本剣道連盟 杖道) 　　　　⑥救急車が到着するまでの間、身体を冷やし、水分補給させるなど　

　打　教士七段　下谷 光生 　　　　　の応急措置を行う。

　仕　教士八段　坂上 　亨 　　◎　熱中症に関しての情報を提供するものは、多数あります。

　　　　環境省

4.内田流　短杖術 　　　　「熱中症予防情報サイト」

　打　杖道教士七段　古谷 重勝 　　　　　　　　　（　http://www.wbgt.env.go.jp/　）

　仕　杖道教士七段　佐藤 政子 　　　　(公財)日本体育協会

　　　　「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」

5.宝蔵院流　槍術 　　　　　　　　　（　http://www.japan-sports.or.jp/medicine/tabid/523default.aspx　）

　素槍　免許皆伝　前田 繁則 　　 　　全日本剣道連盟

　鎌槍　免許皆伝　尾野 好司 　　　　「熱中症」 (　http://www.kendo.or.jp/kendo/medicine/heatstroke.html　)

6.なぎなた (全日なぎなたの形) 　　　などをご参考ください。

　打　　　田中ひかる

　仕　　　佐野志保

7.一心流　鎖鎌術

　打　　杖道教士七段　中野 伊織

　仕　　杖道教士七段　帆谷 増幸 ◎事務所の休業日

 　7月16日(土)　　　　　 　　 大阪府剣道優勝大会 前日準備

8.小野派一刀流　組太刀  　8月1２日(金)～16日(火)　　 夏季休暇

　打　方　　井上 勝由  　8月17日(水)　　　　　 　　 通常業務(水曜日ですが振替て業務を行っています。)

　仕　方　　野村 光輝 　　ご迷惑をお掛けしますが､ご理解とご協力をお願いします｡

9.一角流　十手術

　打　杖道教士七段　石河 和彦

　仕　杖道錬士七段　鹿島 　晃

 　平成27年度賛助会費を納入頂きました方への封書を同封しておりますので、

 　お渡し下さい。

一角流捕手術、一達流捕縄術等と一体となって継承されてきた武術
で、その捕手術の一部である手棒の変化に十手や鉄扇の使用法があり
ます。現在は、表技12本、裏技12本が一角流十手術として今日に伝えら
れています。 賛助会員について

幕末の黒田藩士で神道夢想流杖術の歴代師範の一人である内田良五
郎が､明治時代に入りステッキ(短杖)を使った応用技として考案しまし
た。神道夢想流杖術の捌きを元に１２本の形からなっています。打つ、突
く、受け身、当て身、逆技等理にかなった多彩な技が凝縮されていま
す｡

奈良の興福寺の僧宝蔵院覚禅房胤栄が創始した十文字槍を使った槍
術です。薙刀術も伝承していました。

刃部と柄部からなるなぎなたは日本の伝統的な武器の一つです。もと
もとは曲線のある刃を長い柄にとりつけたなぎなたは騎乗の戦士を
なぎ払う歩兵に用いられていました。

事務局連絡事項
両刃の鎌と分銅を鎖で結んだ「鎖鎌」を用い、斬り込んでくる太刀に対
して､分銅を投げたり､鎖を巻き付け鎌で斬ったりして応じる表技12本、
裏技12本が伝えられています。遠祖は念流の始祖・慈恩とも言われて
います。

一刀流の極意は切り落としにあり、一刀のもとに敵を倒す。その一撃は
高度な術理に基づいた日本武道の精華でもあります。

大阪府剣道優勝大会

古来、各流においてその流祖の人々が実地の上より研究に研究を重ね
て、いずれもその理に適合した形で、太刀の形7本、小太刀の形3本の
計10本で構成されています｡

夢想直伝流は、居合の流派。大正時代に無双神伝英信流と無双直伝英
信流を学んだ中山博道が、独自の工夫を加えて伝えた流派である。無
双直伝英信流と並び現代居合道の母体となった。

江戸時代初期の武術家・夢想権之助が創始した神道夢想流杖術をベー
スに昭和43年、全日本剣道連盟において12本の形が制定されました。
使用する武器は長さ128cmの樫の丸棒(杖)で、太刀・槍・薙刀等の技を
取り入れた総合武道です。権之助は宮本武蔵に剣で立会い敗れた後、
杖術の研究を重ね武蔵と立合い勝利したと伝えられています。

「熱中症」注意！




