
 平成31年5月 ５．第66回大阪府剣道優勝大会

 〒530-0044 大阪市北区東天満2-8-1 (1) 開催日時　7月20日(土)　午前9時 開館

　 　　　　 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　( 旧名称：大阪市中央体育館 )

(3) 申込期間　5月27日(月) ～ 6月11日(火)

(4) そ の 他　詳細は､次号にて掲載いたします｡

 TEL 06-6351-3345　FAX 06-6351-3346

 執務時間 月･火･木･金･土 9時～17時30分 ６．剣道暑中稽古

　　　　　 水曜･日曜･祝日は休業 (1) 開 催 日　7月27日(土)

　　　http://www.osa-kendo.or.jp/ (2) 開催場所　おおきにアリーナ舞洲 ( https://human-arena.com/ )

(3) そ の 他　詳細は､次号にて掲載いたします｡

７．剣道夏季審査会　【 初段から五段までの審査となります 】
(1) 開催日時　7月28日(日)　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

１．剣道女子稽古会 (3) 申込方法　従来通り
(1) 開催日時　6月1日(土)　開始 午後1時30分　(受付 午後12時30分より) (4) 申込期間　6月17日(月) ～ 6月29日(土)
(2) 開催場所　丸善インテックアリーナ大阪　剣道場　( 旧名称：大阪市中央体育館 ) (5) そ の 他　詳細は､次号にて掲載いたします｡
　　　　　　　( http://www.yahataya-park.jp/osaka_arena/index.html )
(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｡ ◎全剣連剣道合同稽古会(近畿)
(4) 携 行 品　剣道具､剣道着､竹刀､筆記用具 (1) 開催日時　6月29日(土)　午後2時開始
(5) 受 講 料　会員 1,150円　非会員 1,500円 (2) 開催場所　京都市武道センター
(6) 申込期間　5月7日(火) ～ 5月21日(火) 　　　　　　　( http://www.kyoto-sports.or.jp/facilities/detail.php?id=15 )
(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 (3) 参加資格　剣道六段以上　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　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 (4) 申込方法　当日会場にて受付け(参加料は無料)
　　　　　　　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｡

２．剣道指導法講習会　【 １日講習会 】
(1) 開催日時　6月8日(土)　開講 午前10時　(受付 午前9時30分より)
(2) 開催場所　丸善インテックアリーナ大阪　剣道場　( 旧名称：大阪市中央体育館 )
(3) 資　　格　剣道五段以上 ◎2019年 全国高校総体 ( 感動は無限大 南部九州総体 )　大阪府予選会
(4) 携 行 品　剣道具､剣道着､竹刀､筆記用具 (1) 開催日時　① 6月 1日(土) 男女個人戦　

(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 > 　　　　　　　② 6月 8日(土) 男子団体戦
(6) 申込期間　5月7日(火) ～ 5月28日(火) 　　　　　　　③ 6月 9日(日) 女子団体戦
(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 (2) 開催場所　岸和田市総合体育館　( http://www.city.kishiwada.osaka.jp/
　　　　　　　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｡ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　soshiki/68/sougoutaiikukanshisetuannai.html )
　　　　　　　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｡ 　本大会は､8月4日(日)～6日(火)に熊本県の熊本県立総合体育館で開催されます｡

　※後援行事につき､問合わせは高体連までお願いします｡
３．第52回大阪府少年剣道大会 兼 
　  第14回全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会大阪府予選会 ◎第50回大阪学生剣道新人大会及び第10回大阪女子学生剣道新人大会
(1) 開催日時　6月15日(土)　午前9時 開館､午前9時30分 開会式 (1) 開催日時　6月9日(日)　
(2) 開催場所　はびきのコロセアム　( https://hc-colosseum.jp/ ) (2) 開催場所　堺市立金岡公園体育館　( http://www.city.sakai.lg.jp/yoyakuanai/
(3) そ の 他　別紙参照 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 bunrui/sports/taikukan/kanaoka.html )

    ※後援行事につき､問合わせは大学連までお願いします｡
４．第2回大阪剣道マスターズ大会 　　　連絡先:大阪学生剣道連盟　幹事長　携帯　090-9984-5317
(1) 開催日時　6月30日(日)　午前10時開始(受付 午前9時30分より)
(2) 開催場所　住吉スポーツセンター　( http://sumispo.jp/ )
(3) そ の 他　別紙参照　

　公益社団法人 大阪府剣道連盟

The Osaka Kendo Federation

剣道行事 平成３１年３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。



１．居合道 定例合同稽古会 　  【 大阪府剣道連盟・居合道部主催 】 ◎平成３１年度　個人会費納入について
(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 　平成３１年度の個人会費の納入に関する書類を４月初旬に、各登録団体へ送付いた
　　　　　　　※ 但し､祝日や他の行事により休講になる事もある｡ 　しまた｡手続きの程、よろしくお願いいたします。
(2) 開催場所　大阪市立修道館　( https://www.osaka-sp.jp/syudoukan/ ) 　尚、平成３１年度個人会費納入は、６月29日までにお願いいたします。
(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。 ◎事務局休業日
(5) 参 加 料　一般 200円 　5月１８日　剣道審査員審判員研修・昇級審査会
(6) そ の 他　問い合わせは下記までご連絡下さい。 　6月１５日　第52回大阪府少年剣道優勝大会及び
　　　　　　　居合道部　中野部長　携帯:090-1029-0357 　　　　　　　第14回全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会予選会

　※ ご理解・ご協力の程、よろしくお願いいたします。
２．第6回居合道審判講習会
(1) 開催日時　6月8日(土)　午前10時開始(受付 午前9時30分より)
(2) 開催場所　大阪市立千島体育館
　　　　　　　( http://www.ssksports.com/shisetsu/chishima/about )
(3) 講　　師　範士 池田 晃雄 先生　　範士 中野 八郎 先生
(4) 参加資格　居合道 五段～教士七段とする｡大阪府剣道連盟会員及び受講を希望する者｡
(5) 携 行 品　稽古着､袴､刀､審判規則､筆記用具

(6) 受 講 料　会員　2,150円　非会員　2,800円
(7) 申込期間　5月13日(月) まで
(8) そ の 他　審判セミナー終了後に稽古会を実施します｡
　　　　　　　問い合わせは下記までご連絡下さい｡
　　　　　　　居合道部長　中野部長　携帯:090-1029-0357

１．杖道高段者講習会・審判講習会
(1) 開催日時　6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．第56回大阪杖道大会
(1) 開催日時　6月22日(土)　午前10時 開会
(2) 開催場所　大阪市立東淀川体育館
　　　　　　　( http://www.fitness21.or.jp/shitei_higashiyodogawa.html )
(3) 問 合 せ　担当：杖道部　近藤　TEL:072-949-8957

居合道行事 平成３１年３月までの証書ができています(初段から五段) 事務局連絡事項

杖道行事


