
 平成30年9月 　　　　　　　　三段　｢有効打突｣について説明しなさい｡

 〒530-0044 大阪市北区東天満2-8-1 　　　　　　　2)各段とも2問中1問を出題

　 　　　　 若杉ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ別館 5階 502号 　　　　　　　　初段　①｢基本打突や技の練習｣で気をつけることを述べなさい｡

　　　　　　　　　　　②｢足さばき｣について説明しなさい｡

　　　　　　　　二段　①｢切り返しで気をつけること｣を５項目書きなさい｡

 TEL 06-6351-3345　FAX 06-6351-3346 　　　　　　　　　　　②｢打突の好機｣について説明しなさい｡

 執務時間 月･火･木･金･土 9時～17時30分 　　　　　　　　三段　①｢試合稽古で気をつけること｣を述べなさい｡

　　　　　 水曜･日曜･祝日は休業 　　　　　　　　　　　②｢三殺法｣について説明しなさい｡

　　　http://www.osa-kendo.or.jp/ (7) そ の 他　①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

　　　　　　　　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｡

　　　　　　　　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｡

　　　　　　　②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｡

　　　　　　　③黒い面金も使用禁止とします｡
１．第15回大阪府女子剣道優勝大会 　　　　　　　④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

(1) 開催日時　11月4日(日)　午前10時開始(受付 午前9時30分より) 　　　　　　　　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｡

(2) 開催場所　臨海スポーツセンター 　( http://www.mizuno.jp/facility/osaka/rinkai/ ) 　　　　　　　　詳細は事務局までお問合せ下さい｡

(3) 締 切 日　10月2日(火)まで 　　　　　　　⑤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します｡

(4) そ の 他　詳細は先月にお送りいたしました､大会要項を参照して下さい｡

　　　　　　　台風の影響により予定していた､高石市立図書館の敷地を利用することが出来

　　　　　　　ません｡車での来場は､ご遠慮下さい｡

２．剣道指導法講習会

(1) 開催日時　11月10日(土)　開講 午前10時　(受付 午前9時30分より) ◎大阪高等学校総合体育大会

(2) 開催場所　エディオンアリーナ大阪 剣道場　( http://www.furitutaiikukaikan.jp/ ) (1) 主　　催　大阪高等学校体育連盟

(3) 資　　格　剣道五段以上 (2) 後　　援　(公社)大阪府剣道連盟

(4) 携 行 品　剣道具､剣道着､竹刀､筆記用具 (3) 日　　付　11月10日(土)　男子団体

(5) 受 講 料　会員　2,150円　非会員　2,800円　< 料金設定にご注意下さい > 　　　　　　　11月11日(日)　女子団体

(6) 申込期間　10月1日(月) ～ 11月2日(金) (4) 開催場所　岸和田市総合体育館

(7) 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

　　　　　　　間中に受講料を添えて事務局へ申込むこと｡当日の参加申込みはできません｡ ◎小学生後期昇級審査会

　　　　　　　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｡定員は80名です｡ (1) 主　　催　大阪市立修道館　(公財)大阪武道振興協会

(8) そ の 他　今年度の剣道指導法講習会は､１日の講習会となります｡ご注意下さい｡ (2) 後　　援　(公社)大阪府剣道連盟

　　　　　　　また､講習会ﾎﾟｲﾝﾄも１ﾎﾟｲﾝﾄとなります｡ (3) 日　　時　11月23日(祝)　午後12時30分 集合　午後1時 開始

(4) 開催場所　大阪市立修道館

３．地区審査会 (5) 審査級位　小学生１級 ～ ８級

(1) 開催日時　11月23日(祝)　開館 午前9時　点呼 9時30分　審査開始 10時 (6) 審 査 料　1,500円(保険料込み)

　　　　　　　※ 入館は､２階の入口からお願いいたします｡ (7) 申込期間　10月9日(火) ～ 10月23日(火)

(2) 開催場所　岸和田市総合体育館 ( http://www2f.biglobe.ne.jp/~akio/kyudo/ (8) 申込方法　修道館までお問い合わせ下さい｡

　　   　　　　 　           　　　　　　　　　　contents/nishiitai/taiikukan.htm )              問い合せ先　担当：修道館　事務局　藤井　TEL　06-6941-1523

　　　　　　　岸和田市西之内町45-1　TEL:0724-41-9200

　　　　　　　交通機関:南海本線｢春木駅｣下車し､東へ徒歩約15分 ●第66回全日本剣道選手権大会　大阪府予選会　結果

　　　　　　　　　　　 ＪＲ阪和線｢久米田駅｣下車し､西へ徒歩18分 　9月1日(土)にパナソニックエコソリューションズ社松武館で行われた､第66回全日本剣道

　　　　　　　※ 駐車スペースの都合から公共交通機関を利用して下さい｡ 選手権大会大阪府予選会の結果をご報告いたします｡

(3) 申込方法　従来どおり 　岩切 崇聡　　(大阪剣道協会)

(4) 申込期間　10月22日(月) ～ 11月2日(金) 　村上 雷多　　(大阪教職員クラブ)

(5) 審 査 料　従来通り｡大剣連ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞもご確認下さい｡　 　前田 康喜　　(大阪剣道協会)

(6) 学科問題　1)必須問題 　本大会は､11月3日(祝)に日本武道館で行われます｡

　　　　　　　　初段　｢稽古の心構え｣について述べなさい｡

　　　　　　　　二段　剣道で｢礼儀を大切にする理由｣について述べなさい｡

　公益社団法人 大阪府剣道連盟

The Osaka Kendo Federation

剣道行事 平成３０年7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。



●第13回全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会　結果報告

　　9月16日(日)におおきにアリーナ舞洲(旧名:舞洲アリーナ)で行われた､｢第13回全日本都

　道府県対抗少年剣道優勝大会｣の報告をいたします｡ ３．杖道秋季審査会

　　小学生の部は､大阪府Ａﾁｰﾑは決勝で佐賀県ﾁｰﾑと対戦し２－３で敗れ２位でした｡大阪府 (1) 開催日時　11月4日(日)　午前9時20分 受付　午前9時50分 開始

　Ｂﾁｰﾑは､予選ﾘｰｸﾞで敗退しました｡ (2) 開催場所　大阪市立修道館

　　中学生の部は､大阪府Ａﾁｰﾑと大阪府Ｂﾁｰﾑ共にリーグ戦で敗退しました｡ (3) 問 合 せ　担当：杖道部　近藤　TEL:072-949-8957

　　優勝は､小学生の部は佐賀県ﾁｰﾑ､中学生の部は福岡県ﾁｰﾑが優勝しました｡

　　当日は､たくさんの応援をいただきありがとうございました｡ ◎第41回関西杖道優勝大会　結果報告

　9月17日(祝)に川西市総合体育館で行われた､第41回関西杖道優勝大会の結果を報告します｡

団体戦

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。

(5) 参 加 料　一般 200円

(6) そ の 他　問い合わせは下記までご連絡下さい。 個人演武　優秀賞

　　　　　　　居合道部　中野部長　携帯:090-1029-0357

２．第48回大阪居合道段別大会

(1) 開催日時　11月17日(土)　開会 午前9時30分

(2) 開催場所　大阪市立千島体育館

　　　　　　　( http://www.ssksports.com/shisetsu/chishima/about )

(3) 資　　格　会員及び非会員　(組合せの為必ず申込み下さい)

(4) 申込締切　10月19日(金)　※ 締め切り後は受付ません｡

(5) 参 加 料　会員 3,000円　非会員 4,000円

　　　　　　　大学･高校 3,000円　中学生以下 1,500円

　　　　　　　「 当日 弁当及びプログラムを支給し､各種賞品を贈呈します 」

(6) 問 合 せ　担当：居合道部　中野部長　TEL:090-1029-0357 「行事のおしらせ」の郵送廃止について

 今月号より､『行事のお知らせ』は郵送廃止にご協力いただける団体には､郵送を廃止

 いたしました。引き続き、メルマガ会員への加入をお願いいたします。

 尚、同一の所属団体で複数のメルマガ登録が可能です。多くの方の登録をお願いいた

 たします。

 　ｱﾄﾞﾚｽ:info@m.osa-kendo.or.jp

１．杖道高段者研修会     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　11月4日(日)　午前10時 開講  　｢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　川西市総合体育館　( http://www.city.kawanishi.hyogo.jp/shisetsu/  　詳細は､http://osa-kendo.or.jp/news/magをご覧下さい｡

(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 】

(1) 開催日時　11月4日(日)　午後1時 開講

(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

追加行事 【 郵送した行事のお知らせには記載されていない行事です 】

居合道行事 平成３０年３月までの証書ができています(初段から五段) 団体 先鋒 中堅 大将

優　勝 奈良Ａ 重冨 良介 中橋 孝 上村 崇幸

準優勝 玄武館Ａ 辰巳 聰 篠原 邦彦 宮田 遼平

３　位 和杖会 武田 有功 西村 浩平 上村 秀之

敢闘賞 紀州有信会Ａ 天田 昌吾 小西 薫 植田 登志朗

事務所連絡事項

杖道行事

段外の部  深野 創太､深野 匡希

初段の部  安藤 紘基､サザノフ マキシム､山口 雅史､山田 純郎

二段の部  佐埜 好英､曽根 晃江､髙橋 雅子､中西 龍一


