
 平成29年9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　10月14日(土)　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　エディオンアリーナ大阪　( http://www.furitutaiikukaikan.jp/ )

(3) 資　　格　11月の剣道高段位審査会受審申込者および平成30年5月開催の剣道高段位審

　　　　　　　審査会の受審予定者｡

 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　9月1日(金) ～ 10月7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｡

　　　　　　　各段それぞれ25名までとし､定員になり次第打ち切ります｡

３．女子稽古会

１．中央審査会 (1) 開催日時　10月28日(土)　午前10時開始(受付 午前9時30分より)

(1) 開催日時　10月8日(日)　開館 午前9時､点呼 午前9時30分､審査開始 午前10時 (2) 開催場所　岸和田市立中央体育館

(2) 開催場所　府民共済SUPERアリーナ　 ( http://hp.athuman.com/arena/ ) 　　　　　　　( http://namihaya-sports.net/data/shisetsu.php?id=644 )

(3) 申込方法　従来どおり (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｡

(4) 申込期間　8月28日(月) ～ 9月9日(土) (4) 携 行 品　剣道具､剣道着､竹刀､筆記用具

(5) 学科問題　1)必須問題 (5) 受 講 料　会員 2,150円　非会員 2,800円

　　　　　　　　初段　｢稽古の心構え｣について述べなさい。 (6) 申込期間　9月1日(金) ～ 10月21日(土)

　　　　　　　　二段　｢竹刀を点検するときの要点｣を書きなさい。 (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

　　　　　　　　三段　日本剣道形を実施するときの｢足さばき｣で気をつけることを書きな 　　　　　　　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

　　　　　　　　　　　さい。 　　　　　　　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｡

　　　　　　　　四段　｢剣道が上達するための要件｣を述べなさい｡

　　　　　　　　五段　｢審判員の心得｣について述べなさい。 ４．第14回大阪府女子剣道優勝大会

　　　　　　　2)選択問題 (1) 開催日時　11月5日(日)　午前10時開始(受付 午前9時30分より)

　　　　　　　　初段　①｢足さばき｣について説明しなさい。 (2) 開催場所　大阪府立臨海スポーツセンター ( http://www.mizuno.jp/facility/

　　　　　　　　　　　②｢基本打突や技の練習｣で気をつけることを述べなさい｡ (3) 申込期間　9月1日(金) ～ 10月7日(土)　　　　　　　　　　　　　osaka/rinkai/ )

　　　　　　　　二段　①｢正しい鍔ぜり合いと注意点｣を説明しなさい｡ (4) そ の 他　詳細は別紙の大会要項を参照して下さい｡

　　　　　　　　　　　②｢打突の好機｣について説明しなさい。

　　　　　　　　三段　①｢互格稽古で注意すること｣を３項目書きなさい。 ◎西日本剣道高段者稽古会

　　　　　　　　　　　②｢三殺法｣について説明しなさい。 (1) 開催日時　10月7日(土)　午後2時開始

　　　　　　　　四段　①｢四戒｣について説明しなさい。 (2) 開催場所　京都市武道センター　( http://www.kyoto-sports.or.jp/facilities/

　　　　　　　　　　　②｢攻め、崩し｣について説明しなさい。 (3) 参加資格　剣道六段以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　detail.php?id=15 )

　　　　　　　　五段　①｢日本剣道形を実施するときの留意点｣について述べなさい。 (4) 申込方法　当日会場にて受付け(参加料は無料)

　　　　　　　　　　　②｢有効打突｣について説明しなさい。

(6) そ の 他　①会場内の使用に関しては､掲示物をご確認下さい｡また､共有スペース(通路 ●第64回大阪府剣道優勝大会　結果

　　　　　　　　や玄関等)での練習は一切禁止します｡ 　7月22日(土)に岸和田市総合体育館で行われた､第64回大阪府剣道優勝大会の結果をご報告

　　　　　　　②審査会実施について､案内･連絡事項を追加する場合があります｡大剣連の いたします｡

　　　　　　　　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご覧下さい｡ 　男子一般の部 女子の部

　　　　　　　③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 　優　勝　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｺｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ社門真 優　勝　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｺｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ社門真

　　　　　　　　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｡ 　二　位　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｺｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ社本社 二　位　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｺｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ社本社

　　　　　　　　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｡ 　三　位　大阪剣道協会　八尾 三　位　大阪剣道協会

　　　　　　　④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)が刺 　三　位　ﾄｰﾙｴｸｽﾌﾟﾚｽｼﾞｬﾊﾟﾝ大阪 三　位　大阪拘置所

　　　　　　　　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｡ 　敢闘賞　ﾄｰﾙｴｸｽﾌﾟﾚｽｼﾞｬﾊﾟﾝ本社 男子高校の部

　　　　　　　⑤黒い面金も使用禁止とします｡ 　敢闘賞　アルカットワン 優　勝　清風高等学校

　　　　　　　⑥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 　敢闘賞　小曽根剣友会 二　位　履正社高等学校

　　　　　　　　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｡ 　敢闘賞　清剣会 三　位　大阪国際大和田高等学校

　　　　　　　⑧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いたします｡ 三　位　桜宮高等学校

　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07月までの証書ができています(初段から五段)



●第72回国民体育大会　近畿ﾌﾞﾛｯｸ大会　結果 ３．第59回 大阪居合道大会団体対抗予選会

 8月20日(日)､赤穂市に於いて開催され､近畿2府4県の代表選手が集い､本国体への出場権獲 (1) 開催日時　10月14日(土)　開会 午前9時30分

得のため、緊迫した試合が展開されました｡ (2) 開催場所　大阪市立千島体育館

　少年男子の部：３位　（ 1位 奈良　2位 兵庫 ） 　　　　　　　( http://www.ssksports.com/shisetsu/chishima/about )

　少年女子の部：５位　（ 1位 京都　2位 兵庫 ） (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 )

　成年女子の部：１位　（ 1位 大阪　2位 兵庫 ） (4) 参 加 料　会員 3,000円　非会員 4,000円　中学生以下 1,500円

　という結果で､｢成年女子の部｣が本国体への出場を得ることができました｡ 　　　　　　　「 当日 弁当及びプログラムを支給します 」

　本国体には､｢成年男子の部｣を加えて､２部門が出場いたします｡ (5) 締 切 日　9月21日(木)

なお､第72回国民体育大会剣道競技は､10月1日(日)～10月3日(火)に愛媛県松山市の愛媛県武 (6) 問 合 せ　担当：居合道部　中野部長　携帯:090-1029-0357

道館で開催されます。

１．近畿ブロック講習会

◎中学生昇級審査会 (第２回) (1) 開催日時　9月30(土)～10月1日(日)

(1) 主　　催　大阪市立修道館　(公財)大阪武道振興協会 (2) 開催場所　兵庫県立武道館　　( http://www.hyogokenritsu-budokan.jp/ )

(2) 後　　援　(公社)大阪府剣道連盟 (3) 参加資格　杖道部の会員であること

(3) 日　　時　10月1日(日)　午後12時30分 集合　午後1時 開始 (4) 問 合 せ　担当：杖道部　近藤　TEL:072-949-8957

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

(5) 審査級位　中学生１級 ～ ３級 ２．杖道秋季講習会

(6) 審 査 料　1,500円(保険料込み) (1) 開催日時　10月28日(土)　午後10時 開講

(7) そ の 他　申込は終了しています｡ (2) 開催場所　大阪市立修道館

問い合せ先　担当：修道館　藤井　　　TEL　06-6941-1523 (3) そ の 他　体験や見学の参加も受付け致します｡詳細は担当まで｡

(4) 問 合 せ　担当：杖道部　近藤　TEL:072-949-8957

◎大阪中学校秋季総合体育大会

(1) 主　　催　大阪中体連剣道部

(2) 後　　援　(公社)大阪府剣道連盟

(3) 日　　時　10月9日(祝)

(4) 開催場所　岸和田市総合体育館 ◎事務所の休業日

 　9月１6日(土)　　 全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会前日準備

　　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｡

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

(3) 講　　師　範士八段　４名・教士八段　５名

(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。  　　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

(5) 参 加 料　一般 200円  　　るとともにメルマガ配信を行って参りました。

(6) そ の 他　問い合わせは下記までご連絡下さい。  　　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

　　　　　　　居合道部　中野部長　携帯:090-1029-0357  　　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。

 　　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．第6回 居合道四流派合同研修会  　　全て郵送をメルマガに移行することを考えております。

(1) 開催日時　10月8日(日)　受付 12時30分　開会 午前13時  　　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。

(2) 開催場所　和泉市立幸小学校  　　　ｱﾄﾞﾚｽ:info@m.osa-kendo.or.jp

(3) 参加資格　無外流・重信流・田宮流・伯耆流に所属する会員､その他  　　迷惑メール対策をされている方は、当メール受信のため

(4) 参 加 料　入会金 2,000円　年会費 1,000円　当日参加費 1,000円  　　｢m.osa-kendo.or.jp｣ドメインを受信できるよう設定して下さい｡

　　　　　　　( 各会派に詳細､ご案内を送付いたします｡奮って参加下さい｡ )  　　詳細は､http://osa-kendo.or.jp/news/magをご覧下さい｡

(5) 問 合 せ　担当：四流派会長　中野八郎　携帯:090-1029-0357

事務局連絡事項

居合道行事 平成2９年３月までの証書ができています(初段から五段)

杖道行事
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。

主催団体へお問合せ下さい｡　　　　　 　 .






