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水曜･日曜･祝日は休業
http://www.osa-kendo.or.jp/

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)

３．冬季審査会
(1) 日
時 平成31年1月14日(祝) 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 おおきにアリーナ舞洲 ( https://human-arena.com/ )
(3) 申込方法 従来どおり
(4) 申込期間 12月1日(土) ～ 12月15日(土)
(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｡
(7) そ の 他 詳細は､次号に掲載いたします｡
◎西日本剣道高段者稽古会
(1) 開催日時 12月1日(土) 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)
●第73回国民体育大会ふくい国体 剣道競技 結果報告
9月30日(日)～10月2日(火)に福井県立武道館において､｢第73回国民体育大会剣道競技｣が
開催されました｡結果をご報告いたします｡
大阪府代表として｢成年男子の部｣と｢少年男子の部｣の二部門が出場し､気迫ある試合が展
開されました｡成年男子は､２回戦で福井県チームと対戦し､１－４で惜敗､少年男子は､２回
戦で福岡県チームと対戦し､１－４で惜敗しました｡少年男子はベスト８でした｡

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。

◎第三回中学生昇級審査会
(1) 主
催 大阪市立修道館 (公財)大阪武道振興協会
(2) 後
援 (公社)大阪府剣道連盟
(3) 日
時 平成31年1月19日(土) 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
(5) 審査級位 中学生３級 ～ １級
(6) 審 査 料 1,500円(保険料込み)
(7) 申込期間 12月5日(水) ～ 12月19日(水)
(8) 申込方法 修道館までお問い合わせ下さい｡
問い合せ先 担当：修道館 事務局 藤井 TEL 06-6941-1523

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)

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 ２名・教士八段 ４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。
居合道部 中野部長 携帯:090-1029-0357
◎第60回大阪居合道大会予選会 結果報告
10月13日(土)大阪市立千島体育館で開催された､｢第60回大阪居合道大会予選会｣の結果
をお知らせいたします｡
大阪府下の12ﾁｰﾑ参加､ﾄｰﾅﾒﾝﾄにより､水月会ﾁｰﾑと八重垣会ﾁｰﾑが決勝に進出しました｡この
2ﾁｰﾑは､本大会に於いて決勝戦を行います｡3位には､春風会ﾁｰﾑと無外流一法会ﾁｰﾑが入賞しま
した｡
本大会は､平成31年1月13日(日)午前9時よりエディオンアリーナ大阪で行われます｡全国各
地から総勢1,430名の選手が集い大会が開催されます｡入場料は無料です｡多くの応援･観戦を
お待ちしています｡
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杖道行事
１．杖道高段者研修会
(1) 開催日時 12月9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
(1) 開催日時 12月9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

事務局連絡事項
◎平成31年 新年互礼会の予定
(1) 開催日時 平成31年1月20日(日) 午後7時より
(2) 開催場所 ホテル阪神 10階 ザ・ボールルーム
( http://www.hankyu-hotel.com/hotel/hanshin/index.html )
最寄駅 ＪＲ｢福島駅｣ 阪神｢福島駅｣西出口②
ＪＲ東西線｢新福島駅｣出口①
各１分
(3) 申 込 み 詳細は､次号にて掲載いたします｡尚､申込期限は､12月25日(火)を予定してい
ます｡
◎事務局休業日にご注意下さい｡
①年末年始の休業日
平成30年12月28日(金) ～ 平成31年1月3日(木)
※12月26日は水曜日ですが､通常業務です｡ご注意下さい｡
◎「行事のおしらせ」の郵送廃止について
先月号より､『行事のお知らせ』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
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｡

