
 平成30年1月 ◎西日本剣道高段者稽古会

 〒530-0044 大阪市北区東天満2-8-1 (1) 開催日時　2月10日(土)　午後2時開始

　 　　　　 若杉ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ別館 5階 502号 (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)

 TEL 06-6351-3345　FAX 06-6351-3346

 執務時間 月･火･木･金･土 9時～17時30分

　　　　　 水曜･日曜･祝日は休業

　　　http://www.osa-kendo.or.jp/

　　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。 １．居合道 定例合同稽古会 　  【 大阪府剣道連盟・居合道部主催 】

　　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 (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

　　下さるよう、周知方よろしくお願いします。 　　　　　　　※ 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

　 　大阪府剣道連盟の会員サービスとして、月々「行事のお知らせ」を郵送にてお (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。

 　　送りしていますが、平成30年３月を持って、メルマガ配信のみとさせていただ (5) 参 加 料　一般 200円

 　　く予定です。同封しています「メルマガによる行事のお知らせ配信について」 (6) そ の 他　問い合わせは下記までご連絡下さい。

 　　をご覧いただき、ご理解とご協力をお願いいたします。用紙のアンケートでメ 　　　　　　　居合道部　中野部長　携帯:090-1029-0357

 　　ルマガ配信についてのご意見をお願いいたします。

 　　　ｱﾄﾞﾚｽ:info@m.osa-kendo.or.jp ２．居合道高段者特別錬成会

 　　迷惑メール対策をされている方は、当メール受信のため (1) 開催日時　2月12日(祝)　午前10時 ～ 午後4時

 　　｢m.osa-kendo.or.jp｣ドメインを受信できるよう設定して下さい｡ (2) 開催場所　大阪市立修道館

 　　詳細は､http://osa-kendo.or.jp/news/magをご覧下さい｡ (3) 資　　格　①居合道七段以上の者｡

　　　　　　　②流派は｢無双直伝英信流｣に限る｡

(4) そ の 他　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

３．居合道春季講習会

１．剣道高段位受審者対象講座 (1) 開催日時　2月25日(日)　午前9時30分～午後4時

(1) 開催日時　2月12日(祝)　午後12時30分開始(受付 午後12時より) (2) 開催場所　大阪市立千島体育館

(2) 開催場所　府民共済SUPERアリーナ　サブアリーナ　( https://hp.athuman.com/arena/ ) 　　　　　　　( http://www.ssksports.com/shisetsu/chishima/about )

(3) 資　　格　平成30年5月の剣道高段位(六段以上)審査会の受審予定の者 (3) 資　　格　大阪府剣道連盟の登録者であること｡　段位及び流派の指定なし

(4) 携 行 品　剣道具一式 (木刀不要) (4) 申込期間　2月2日(金) 当日参加も受付します｡

(5) 受 講 料　会員　1,150円　非会員　1,500円 (5) 受 講 料　会員 2,150円　非会員 2,800円　< 料金設定にご注意 >

(6) 申込期間　1月4日(木) ～ 2月3日(土) (6) そ の 他　問い合わせは下記までご連絡下さい。

(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 　　　　　　　居合道部　中野部長　携帯:090-1029-0357

　　　　　　　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｡ ４．居合道春季審査会

　　　　　　　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｡ (1) 開催日時　3月4日(日)　午後1時30分 開始 (受付 午後12時30分～12時40分)

(2) 開催場所　大阪市立修道館

２．第66回全日本都道府県対抗剣道優勝大会大阪府予選会 (3) 申込方法　居合道各団体に通達しています｡申込期限 2月2日(金)必着のこと｡

(1) 開催日時　2月25日(日)　午前10時開始(受付 午前9時30分より) (4) 審 査 料　従来どおり < 料金設定にご注意 >

(2) 開催場所　大阪市立修道館　( http://syudoukan.info/ ) (5) そ の 他　問い合わせは下記までご連絡下さい。

(3) 参 加 料　会員 650円　非会員 800円 　　　　　　　居合道部　中野部長　携帯:090-1029-0357

(4) 申込期間　1月4日(木)～2月3日(土)

(5) 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

　　　　　　　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

　　　　　　　を受付けいたしません｡

(6) そ の 他　参加資格､申込み等は別紙要項参照のこと

　公益社団法人 大阪府剣道連盟

The Osaka Kendo Federation

居合道行事 平成2９年８月までの証書ができています(初段から五段)

剣道行事 平成29年10月までの証書ができています(初段から五段)



【 重要 】級位審査員選任規定の改定

　12月に開催された理事会において､平成30年度から級位審査員の資格が改定され

ます｡詳細は､添付の「級位審査員選任規定」をご確認下さい｡

１．杖道高段者研修会 　新規定により､登録団体からの推薦､当連盟からの委嘱の業務は､ございません｡

(1) 開催日時　2月4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) 参加資格　杖道　五段以上　　　　　　　　　　　　　　 14886/sogotaiiku.html )

(4) 問 合 せ　担当：杖道部　近藤　TEL:072-949-8957

２．杖道月例研修会 【 強化錬成会 】 ◎事務局休業日にご注意下さい｡

(1) 開催日時　2月4日(日)　午後1時 開講 ①新年互礼会

(2) 開催場所　川西市総合体育館 　1月15日(月) 午後3時より新年互礼会準備の為に休業いたします。

(3) 問 合 せ　担当：杖道部　近藤　TEL:072-949-8957 ②システムメンテ

　2月26日(月)～27日(火)

◎平成30年　新年互礼会の予定　〈 申込みは終了しています 〉

(1) 開催日時　平成30年1月15日(月)　午後7時より ◎第22回大阪武道祭

(2) 開催場所　ホテル阪神　10階　ザ・ボールルーム (1) 開催日時　2月12日(祝)　午後12時30分開会

　　　　　　　( http://www.hankyu-hotel.com/hotel/hanshin/index.html ) (2) 開催場所　大阪市中央体育館　サブアリーナ

　　　　　　　最寄駅　ＪＲ｢福島駅｣　阪神｢福島駅｣西出口② (3) 主　　催　大阪武道協議会 ( 大阪なぎなた連盟 主管 )

　　　　　　　　　　　ＪＲ東西線｢新福島駅｣出口①　　　各徒歩１分 (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

(3) 顕　　彰　新年互礼会において顕彰いたします｡ご受称・ご昇段の方々は別紙の通りで 　　　　　　　･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

　　　　　　　す｡ 　　　　　　　ます｡入場料は無料です｡多数のご観覧をお待ちしています｡

　　大阪府剣道連盟では､剣道・居合道・杖道それぞれの演武を行います｡各道の演武につい

◎平成29年度スポーツ安全講習会 (文化講演会)　開催のお知らせ 　　て､演武･指揮される先生方や各形等についてご説明させて頂きます｡

　　【 平成30年1月号に添付した資料の内容と同じです 】 　　剣道連盟の演武は､午後1時40分頃の予定です｡

　日本の伝統文化である剣道を通してどのような精神性を身につけていけばよいか､平素の稽 1.剣道

古の充実につながる物の見方考え方についてご参考になればとの思いからテーマを設定いた 　演武者　大阪市立茨田中学校

しました｡ 　　　　　剣道部員　15名

　講師は､NHK「その時歴史は動いた」等でもおなじみの笠谷和比古先生にお願いしました｡従 　指導者　岡野慶一教諭

来の武士道観・忠義観を大きく変革する武士道の精神史を研究された先生の切り口から､現代 2.居合道

に生きる多くの示唆を得るお話を聞くことが出来ると思います｡ 　無双直伝英信流 太刀打之位

(1) 開催日時　2月3日(土)　受付 午後1時30分　講演会 午後2時～4時 　打太刀　教士七段　綿谷 尚久

(2) 開催場所　大阪市府労働センター「エル・おおさか」 本館 ６階 大会議室 　仕太刀　錬士六段　𠮷田 　潤

　　　　　　　( http://www.l-osaka.or.jp/pages/guide.html ) 3.居合道

　　　　　　　大阪市中央区北浜東3-14　TEL:06-6942-0001　 　片山流応変八極

　　　　　　　「天満橋駅」より西へ300m　｢北浜駅｣より東へ500m 　相　手　錬士六段　和田 雄治

(3) 申込期限　1月19日(金) 申込期間を延長いたします｡多数のご参加をお願いいたします｡ 　仕　手　　　二段　脇本 幸夫

(4) 講　　師　作家　笠谷　和比古　先生 4.神道夢想流杖道

(5) 演　　題　『 現代に生きる武士道 』 　全日本剣道連盟杖道

(6) 携 行 品　筆記用具 　打太刀　教士七段　鹿島 　晃

(7) そ の 他　講習会のポイントとして､現審査員･審判員および称号予備審査受審者に対して 　仕　杖　教士七段　下谷 光生

　　　　　　　０．５ポイント加算します｡ 5.一心流　鎖鎌術

　打　杖道教士七段　帆谷 増幸

　仕　杖道教士七段　古谷 重勝

「応変八極」は、刀を抜いて構えるところから始まる已発（剣術）の形であり
九本の技から構成されています。 「応」（おう）という漢字は「応じる、承知
する」の意味、「変」（へん）は「変化、事件・事故」の意味、「八極」（はっきょく）
は「中国の古い思想による八方の方位」を表しています。つまり「応変八極」
（おうへんはっきょく）とは「変化に応じること八方に及ぶ」ことを意味しま
す。

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、研究を重ね杖術を編み出し武蔵
との立合いに勝利したと伝えられています。

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，
鎖を巻き付けたり，鎌で斬ったり，分銅を投げ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。

杖道行事

事務局連絡事項

三道共通行事
大阪武道祭

古武道の剣術のうち江戸時代後期に防具着用の竹刀稽古（撃剣）を直接の
起源とする。江戸時代末期には流派を超えて広く試合が行われ､明治時代
以降は大日本武徳会が試合規則を定め競技として成立した。太平洋戦争以
後は全日本剣道連盟が事業を継承している。現代の剣道は事実上スポーツ
にも分類されるが、全日本剣道連盟は､稽古により心身を鍛錬し人間形成を
目指す「武道」としている｡
江戸時代に長谷川英信が開いた武術の流派である。土佐および信州で継承
された。長谷川英信流ともいわれる。さまざまな流派名が名乗られていた
が､1668年に発行した伝書に無双直伝英信流の名が見られることから、すで
に古くからこの流名であったことが確認されている。幾つもの分派があった
と思われるが、明治以降残った二派を大江正路の門人達は谷村派、下村派
と呼んだ。








