
 平成29年5月 　　※厳正公平な審査に努めてまいりますので､係員の指示・マイク放送に従い､スム

 〒530-0044 大阪市北区東天満2-8-1 　　　ーズな運営と､マナーを守りモラルの高い審査会になるようご協力下さい｡

　 　　　　 若杉ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ別館 5階 502号 (5) 受審資格　初段 ･･･ １級取得者で､平成１６年７月１日以前に生まれた者｡

　　　　　　　　　　　 ( 審査日当日に､１３才以上になる者 ）

　　　　　　　二段 ･･･ 平成２８年７月３１日以前に初段を合格した者｡

 TEL 06-6351-3345　FAX 06-6351-3346 　　　　　　　三段 ･･･ 平成２７年７月３１日以前に二段を合格した者｡

 執務時間 月･火･木･金･土 9時～17時30分 　　 　　※ 昇段審査の受審資格は取得日ではなく､取得月で計算します｡ご注意下さい｡
　　　　　 水曜･日曜･祝日は休業 (6) そ の 他　詳細は次号に掲載いたします｡

　　　http://www.osa-kendo.or.jp/

◎西日本剣道高段者稽古会

(1) 開催日時　6月4日(日)　午後2時開始

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

(3) 参加資格　剣道六段以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　detail.php?id=15 )

(4) 申込方法　当日会場にて受付け(参加料は無料)

１．剣道女子稽古会

(1) 開催日時　6月17日(土)　開始 午後1時30分　(受付 午後12時30分より) ●第9回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会大阪府予選会　結果

(2) 開催場所　大阪市立修道館　( http://syudoukan.info/ ) 　4月16日(日)に大阪市立修道館で行われた結果を報告いたします｡

(3) 資　　格　剣道有段者で18歳以上の女性(高校生は不可)の者｡他都道府県会員は不可｡ 　監督：石田真理子　(大阪剣道協会)

(4) 携 行 品　剣道具､剣道着､竹刀､筆記用具 　次鋒：玉置万優　　(近畿大学)

(5) 受 講 料　会員 1,150円　非会員 1,500円 　中堅：山本真理子　(大阪剣道協会)

(6) 申込期間　5月8日(月) ～ 6月10日(土) 　副将：川内綾　　　(大阪剣道協会)

(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 　大将：西野智恵子　(大阪剣道協会)

　　　　　　　上､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出来 ※ 先鋒の選考は､高体連に一任しております｡決定後､ホームページでお知らせいたします｡

　　　　　　　ません｡FAX･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｡ 　　本大会は､7月15日(土)に日本武道館で行われます｡

２．第50回大阪府少年剣道大会 兼 ◎第15回全日本選抜剣道八段優勝大会　結果

　  第12回全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会大阪府予選会 　大阪府からは､船津晋治先生･神﨑浩先生の２名の先生が出場されました｡

(1) 開催日時　6月25日(日)　午前9時 開館､午前9時30分 開会式 　２名の先生は､２回戦敗退でした｡優勝は、宮崎正裕先生(神奈川県)で

(2) 開催場所　府民共済SUPERアリーナ　 ( http://hp.athuman.com/arena/ ) した｡詳細は､全剣連ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご覧ください｡

(3) そ の 他　別紙参照 　( http://www.kendo.or.jp/competition/senbatsu-8dan/15th/ )

３．剣道審査会

(1) 開催日時　7月1日(土)　午前9時 開館､午前9時30分 点呼､午前10時 審査開始

(2) 開催場所　豊泉家千里体育館 ( 豊中市立千里体育館 )

　　　　　　　( http://www.spotoyo.com/senri/ ) ◎2017年 全国高校総体 ( はばたけ世界へ南東北総体 )　大阪府予選会 ≪ 後援 ≫

(3) 申込期間　5月18日(木) ～ 5月30日(火) (1) 開催日時　① 6月 3日(土) 男女個人戦　

　　　　　　　※ ５月２０日(土)は国体予選会運営のため､通常の事務局業務を休業 　　　　　　　② 6月10日(土) 男子団体戦

 　　　　　　　　いたします｡ご注意下さい｡ 　　　　　　　③ 6月11日(日) 女子団体戦

(4) 注意事項　受審者が多数になることが予想されます｡下記の注意事項に､ご理解､ご協力 (2) 開催場所　岸和田市総合体育館　( http://www.city.kishiwada.osaka.jp/

　　 　　　　 をお願いいたします｡ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　soshiki/68/sougoutaiikukanshisetuannai.html )

　　　　　　　①会場の駐車スペースは狭小のため､公共交通機関のご利用をお願いします｡ 　※本大会は､8月9日(水)～12日(土)に宮城県仙台市のカメイアリーナ仙台(仙台市体育館)

　　　　　　　　車でお越しの際は､千里中央駅付近に駐車のうえ､ご来場をお願いいたし 　　で開催されます｡

　　　　　　　　ます｡(千里中央駅から千里体育館まで､徒歩15分程度です｡)車・駐車場に 　※後援行事につき､問合わせは高体連までお願いします｡

　　　　　　　　関するトラブルについて､主催者は一切責任を負いかねます｡また､車・駐

　　　　　　　　車場を理由にした遅刻は一切認めません｡ ◎第48回大阪学生剣道新人大会及び第8回大阪女子学生剣道新人大会  ≪ 後援 ≫

　　　　　　　②男子の更衣は体育館所定の更衣室をご利用下さい｡女子の更衣については､ (1) 開催日時　6月11日(日)　

　　　　　　　　体育館所定の更衣室に加えて､多目的室(学習室)と第１会議室を女子更衣 (2) 開催場所　堺市立金岡公園体育館　( http://www.city.sakai.lg.jp/yoyakuanai/

　　　　　　　　室といたしますので､ご利用下さい｡所定の更衣室に荷物を置いたままに 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 bunrui/sports/taikukan/kanaoka.html )

　　　　　　　　することは禁止します｡     ※後援行事につき､問合わせは大学連までお願いします｡

　　　　　　　③ゴミは､各自でお持ち帰り下さい｡ 　　　連絡先:大阪学生剣道連盟　幹事長　携帯　090-9984-5317

　公益社団法人 大阪府剣道連盟

The Osaka Kendo Federation

剣道行事 平成29年0１月までの証書ができています(初段から五段)

関連団体行事　 詳細は、各団体へご連絡して下さい｡



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) 開催日時　6月11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) 開催場所　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) 講　　師　範士八段　４名・教士八段　５名 (4) 問 合 せ　担当：杖道部　近藤　TEL:072-949-8957

(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。

(5) 参 加 料　一般 200円 ２．杖道月例研修会 【 伝達講習会 】

(6) そ の 他　問い合わせは下記までご連絡下さい。 (1) 開催日時　6月11日(日)　午後1時 開講

　　　　　　　居合道部　中野部長　携帯:090-1029-0357 (2) 開催場所　川西市総合体育館

(3) 問 合 せ　担当：杖道部　近藤　TEL:072-949-8957

２．第4回居合道審判講習会

(1) 開催日時　6月10日(土)　午前10時開始(受付 午前9時30分より) ３．第54回大阪杖道大会

(2) 開催場所　大阪市立千島体育館 (1) 開催日時　6月18日(日)　午前10時 開会

　　　　　　　　　　　　( http://www.ssksports.com/shisetsu/chishima/about ) (2) 開催場所　大阪市立修道館

(3) 講　　師　範士 池田 晃雄 先生　　範士 中野 八郎 先生 (3) 問 合 せ　担当：杖道部　近藤　TEL:072-949-8957

(4) 参加資格　居合道 五段～教士八段とする｡大阪府剣道連盟会員及び受講を希望する者｡

(4) 携 行 品　稽古着､袴､刀､審判規則､筆記用具

(5) 受 講 料　会員　2,150円　非会員　2,800円

(6) 申込期間　5月20日(土) まで

(7) そ の 他　審判セミナー終了後に稽古会を実施します｡ ◎平成２９年度　個人会費納入について

　　　　　　　問い合わせは下記までご連絡下さい｡ 　平成２９年度の個人会費の納入に関する書類を４月初旬に、各登録団体へ送付させ

　　　　　　　居合道部長　中野部長　携帯:090-1029-0357 　ていただきました。

　平成２９年度個人会費納入は、６月３０日までにお願いいたします。

◎ 第5回全日本剣道連盟後援　大阪府居合道講習会 【 開催報告 】 　

　4月1日(土)･2日(日)の二日間にわたり､大阪市立修道館で行われた｢平成29年・第5回全日 ◎事務所の休業日

本剣道連盟後援　大阪府居合道講習会｣は､全剣連居合道委員会委員長　河口俊彦範士をお迎  　4月28日(金)　　　　　　　　　 都道府県大会　前日準備　

えし､盛大に開催されました｡２日間の受講者の延べ人数は､２２４名となりました｡  　4月29日(祝)　　　　　　　　　 都道府県大会

　遠方よりご多忙の折り柄にもかかわらず､講師 河口俊彦範士には､懇切丁寧な講義をして  　4月30日(日) ～ 5月 ７日(日) 　休業　※ 5月8日(月)より通常業務となります｡
頂き誠に有難う御座いました｡地元助講師の先生方をはじめ受講生皆様には大変お疲れ様で  　5月20日(土)　　 　　　　　　　国体予選会

御座いました｡ 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府剣道連盟居合道部委員会  　6月13日(火) 午後3時から 　　　総会準備

　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長・部長　中野　八郎 　ご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いいたします。

 　　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

全剣連主催行事を大阪府剣道連盟が主管いたします｡  　　るとともにメルマガ配信を行って参りました。

(1) 開催日時　6月30日(金)　高段者審査会　( 六段・七段 )  　　今年から､大学連のご協力により､大剣連に所属されている大学へのお知らせの郵

　　　　　　　7月 1日(土)　地区講習会 1日目  　　送を取り止めて､メルマガ配信とホームページの閲覧のみとさせていただきます。

　　　　　　　7月 2日(日)　地区講習会 2日目  　　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おり､

(2) 開催場所　大阪市中央体育館  　　全て郵送をメルマガに移行することを考えております。

　　　　　　　( http://www.yahataya-park.jp/osaka_arena/index.html )  　　他の団体様もご理解いただき､メルマガ会員にご登録をお願いいたします。

 　　　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｡

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

居合道行事 平成2８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

事務所連絡事項

全剣連行事 居合道　審査会及び地区講習会


