
 平成31年2月 ３．剣道中央審査会

 〒530-0044 大阪市北区東天満2-8-1 (1) 開催日時　3月21日(祝)　開館 午前9時､点呼 午前9時30分､審査開始 午前10時

　 　　　　 若杉ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ別館 5階 502号 (2) 開催場所　丸善インテックアリーナ大阪 メインアリーナ ( 旧名：大阪市中央体育館 )

(3) 申込方法　従来どおり

(4) 申込期間　2月12日(火) ～ 2月23日(土)

 TEL 06-6351-3345　FAX 06-6351-3346 (5) 学科問題　1)必須問題

 執務時間 月･火･木･金･土 9時～17時30分 　　　　　　　　初段　｢稽古の心構え｣について述べなさい。

　　　　　 水曜･日曜･祝日は休業 　　　　　　　　二段　剣道で｢礼儀を大切にする理由｣について述べなさい。

　　　http://www.osa-kendo.or.jp/ 　　　　　　　　三段　日本剣道形で使われている｢五つの構え｣について書きなさい｡

　　　　　　　　四段　｢剣道が上達するための要件｣を述べなさい｡

　　　　　　　　五段　｢指導者としての心構え｣について述べなさい。

　　　　　　　2)選択問題
　　　　　　　　初段　①｢掛け声｣の効用(ききめ)について述べなさい。
　　　　　　　　　　　②｢基本打突や技の練習｣で気をつけることを述べなさい｡

１．全剣連後援剣道講習会　< 日本剣道形講習会 > 　　　　　　　　二段　①｢打突の好機｣について説明しなさい。
　【 前号でお知らせした内容と同じです｡ 】 　　　　　　　　　　　②｢互格稽古で注意すること｣を３項目書きなさい。
(1) 開催日時　3月2日(土)　午前9時30分 ～ 午後4時頃(受付 午前9時より) 　　　　　　　　三段　①｢試合稽古で気をつけること｣を述べなさい。
(2) 開催場所　丸善インテックアリーナ大阪 サブアリーナ ( 旧名：大阪市中央体育館 ) 　　　　　　　　　　　②｢打ち込み稽古で元立ちが気をつけること｣を述べなさい。
　　　　　　　( http://www.ssksports.com/shisetsu/chishima/about ) 　　　　　　　　四段　①｢一眼二足三胆四力｣について説明しなさい。
(3) 受講対象　剣道六段以上で指導的立場にある者､当連盟の公認審判員･審査員の選考対象 　　　　　　　　　　　②｢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｡
　　　　　　　者､及び現審判員･現審査員の先生方が対象です｡定員は約80名です｡ 　　　　　　　　五段　①｢四戒｣について説明しなさい｡
(4) 申　　込　対象となる先生方に直接ご通知していますので､期日までにお申込みをお願 　　　　　　　　　　　②｢審判員の心得｣について述べなさい。
　　　　　　　いたします｡( 受講料 \3,000-　弁当代を含む ) (6) 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
(5) 講 師 名　全剣連講師､加藤 浩二範士八段(東京都)によるご指導です｡ 　　　　　　　　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．オール大阪剣道Womanフェスタ　< 剣道女子稽古会 > 　　　　　　　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
(1) 開催日時　3月16日(土)　午前10時 ～ 午後4時頃(受付 午前9時30分より) 　　　　　　　　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｡
(2) 開催場所　大阪市立修道館 　　　　　　　③黒い面金も使用禁止とします｡
(3) 参加資格　①大阪府下で剣道を学ぶ小・中・高女子生徒 　　　　　　　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
　　　　　　　②一般（含む大学生）社会人の剣道愛好女性 　　　　　　　　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｡
(4) 携 行 品  剣道具､剣道着､竹刀､筆記用具 　　　　　　　　詳細は事務局までお問合せ下さい｡
(5) 実施内容  ①模範稽古の見学(大阪府警･実業団) 　　　　　　　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｡
　　　　　　　②親善試合(小･中･高･大･一般で構成する10名を１チームとするﾘｰｸﾞ戦)
　　　　　　　　～参加者の中から､試合者･審判員･会場係をお願いして試合を実施～
　　　　　　　③合同稽古(参加者全員)
(6) 参 加 料　無料　定員 150名
(7) 申込期間　2月1日(金)～3月2日(土)　但し､定員になり次第締め切ります｡
(8) 申込方法　Womanフェスタ専用の申込者(大剣連ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞよりﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可)に必要事項を ◎中学生昇級審査会 (第４回)
　　　　　　　記入の上､大剣連事務局に申込むこと｡当日の参加申込みは､受け付けません｡ (1) 主　　催　大阪市立修道館　(公財)大阪武道振興協会
　　　　　　　尚､小学生･中学生の申込みについては､必ず学年も記入して下さい｡ (2) 後　　援　(公社)大阪府剣道連盟
　　　　　　　受講料が無料につき､ＦＡＸによる受付も致します｡ (3) 開催日時　3月9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１級 ～ ３級
(6) 審 査 料　1,500円(保険料込み)
(7) 申込締切　2月9日(土)まで
(8) 申込方法　修道館までお問い合わせ下さい｡
問い合せ先　修道館担当：藤井　　　TEL　06-6941-1523

　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１１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。
主催団体へお問合せ下さい｡　　　　　 　 .



１．居合道 定例合同稽古会 　  【 大阪府剣道連盟・居合道部主催 】 ◎　京都大会および高段者審査会(剣道・居合道・杖道)
(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 　　申込みは大剣連事務局まで｡京都大会の申込用紙は大剣連事務局にあります｡
　　　　　　　※ 但し､祝日や他の行事により休講になる事もある｡  　 申込期間は､京都大会と審査会共に､2月1日(金)～2月16日(土)です｡
(2) 開催場所　大阪市立修道館 　 キャンセルや審査地変更等の詳細は､要項にてご確認下さい｡
(3) 講　　師　範士八段　２名・教士八段　４名 １．第115回京都大会
(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。 (1) 開催日時　5月2日(木) ～ 5月5日(祝)
(5) 参 加 料　一般 200円 (2) 開催場所　京都市武道センター内・武徳殿
(6) そ の 他　問い合わせは下記までご連絡下さい。 (3) 参 加 費　3,000円
　　　　　　　居合道部　中野部長　携帯:090-1029-0357 　　注1 京都大会のキャンセルによる返金は､３月７日(木)までです｡

２．高段者審査会
２．居合道春季審査会 　　①剣道審査会
(1) 開催日時　3月3日(日)　午後1時30分 開始 (受付 午後12時30分～12時40分) 　　　六段 4月29日(祝)　　　 　　京都市立体育館
(2) 開催場所　大阪市立修道館 　　　七段 4月30日(日)　 　　　　京都市立体育館
(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1日(金)必着のこと｡ 　　　八段 5月 1日(水)･2日(木) 　京都市立体育館

(4) 審 査 料　従来どおり < 料金設定にご注意 > 　　　七段 5月11日(土)　　　 　　名古屋市枇杷島ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
(5) そ の 他　問い合わせは下記までご連絡下さい。 　　　六段 5月12日(日)　　　 　　名古屋市枇杷島ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
　　　　　　　居合道部　中野部長　携帯:090-1029-0357 　　②居合道審査会

　　　八段 5月 3日(祝)　　　 　　京都市武道ｾﾝﾀｰ補助道場
　　③杖道審査会
　　　八段 5月 3日(祝)　　　 　　京都市武道ｾﾝﾀｰ補助道場

　　 注 審査地変更やキャンセルを希望される方は､大剣連ホームページに専用の用紙
　　　　があります｡必要事項を記入の上､ＦＡＸでお知らせ下さい｡ＦＡＸ後に必ず確

１．杖道高段者稽古会 　　　　認のために､電話での連絡をお願いいたします｡
(1) 開催日時　3月10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 ◎事務局休業日にご注意下さい｡
(1) 開催日時　3月10日(日)　午後1時 開講 ①２月システムメンテナンス
(2) 開催場所　川西市総合体育館 　2月26日(火)・28日(木)
(3) 問 合 せ　担当：杖道部　近藤　TEL:072-949-8957  ※ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします｡

３．第7回杖道体験講習会
(1) 開催日時　3月17日(日)　午後1時 開講　受付 12時30分より
(2) 開催場所　森ノ宮医療学園専門学校　アネックス校舎柔道場
　　　　　　　( http://www.morinomiya.ac.jp/schoolguide/access )
(3) 締 切 日　3月10日(日)必着
(4) そ の 他　杖道未経験者が対象の講習会です｡参加料と保険料は無料です｡
(5) 問 合 せ　担当：杖道部　近藤　TEL:072-949-8957
　　　　　　　同封した資料参照下さい｡また､大剣連ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでもご確認頂けます｡

居合道行事 平成３０年８月までの証書ができています(初段から五段) 三道共通行事

杖道行事

事務局連絡事項


