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剣道行事

◎西日本剣道高段者稽古会
(1) 開催日時 12月9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)

●ねんりんピック秋田大会 結果報告
9月9日(土)～12日(火)に秋田県由利本荘市で行われた大会結果を報告します｡
大阪代表で出場した３チームですが、残念ながら決勝トーナメントに進出することができ
ませんでした｡優勝は､秋田県Ａチームでした｡

平成29年07月までの証書ができています(初段から五段)

１．剣道審判講習会
(1) 開催日時 12月2日(土) 午前10時開始(受付 午前9時30分より)
(2) 開催場所 大阪市中央体育館 剣道場 ( http://www.yahataya-park.jp/
(3) 参加資格 剣道五段以上
osaka_arena/index.html )
(4) 講習内容 審判講習会の後に､講師による指導稽古を行ないます｡
(5) 携 行 品 剣道具､剣道着､竹刀､審判規則､筆記用具
(6) 受 講 料 会員 2,150円 非会員 2,800円 < 料金設定にご注意 >
(7) 申込期間 11月2日(木) ～ 11月25日(土)
(8) 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あてに申込むこと｡当日の参加申込みは受付け出来
ません｡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｡

２．日本剣道形講習会
(1) 開催日時 12月3日(日) 午前10時開始(受付 午前9時30分より)
(2) 開催場所 エディオンアリーナ大阪 剣道場 ( http://www.furitutaiikukaikan.jp/ )
(3) 資
格 剣道四段以上
(4) 講習内容 日本剣道形講習会の終了後に､講師による指導稽古を行ないます｡
(5) 携 行 品 剣道具一式､木刀(大･小)､剣道着､竹刀､筆記用具
(6) 受 講 料 会員 2,150円 非会員 2,800円 < 料金設定にご注意 >
(7) 申込期間 11月2日(木) ～ 11月25日(土)
(8) 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
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｡

３．冬季審査会
(1) 日
時 平成30年1月14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 府民共済SUPERアリーナ ( http://hp.athuman.com/arena/ )
(3) 申込方法 従来どおり
(4) 申込期間 12月7日(木) ～ 12月19日(火)
(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｡

●第72回国民体育大会えひめ国体 剣道競技 結果報告
10月1日(日)～3日(火)に愛媛県 愛媛県武道館において､｢第72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｢成年女子の部｣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､４回戦で愛知県チームと対戦し､１－４で惜敗､成年女子は､２回
戦で長崎県チームとして対戦し､１－２で惜敗しました｡男女共にベスト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。

◎小学生後期昇級審査会
(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 12月3日(日) 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 小学生１級 ～ ８級
(6) 審 査 料 1,500円(保険料込み)
(7) 申込期間 11月3日(金)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 担当：修道館 事務局 藤井 TEL 06-6941-1523

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)

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。
居合道部 中野部長 携帯:090-1029-0357

◎第59回大阪居合道大会予選会 結果報告
10月14日(土)大阪市立千島体育館で開催された､｢第59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11ﾁｰﾑ参加､ﾄｰﾅﾒﾝﾄにより､八重垣会ﾁｰﾑと無外流交通局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､大阪剣道協会ﾁｰﾑと近畿大学ﾁｰﾑ
が入賞しました｡
本大会は､平成30年1月7日(日)の午前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 【 強化錬成会 】
(1) 開催日時 12月10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
・事務局休業日にご注意下さい｡
年末年始の休業日
平成29年12月28日(木) ～ 平成30年1月3日(水)
※ 12月27日は水曜日ですが､通常業務(仕事納め)です｡ご注意下さい｡

大剣連では､会員サービスの一環として､これまで毎月の行事のお知らせを郵送す
るとともにメルマガ配信を行って参りました。
今年から､大学連のご協力により､大剣連に所属されている大学へのお知らせの郵
送を取り止めて､メルマガ配信とホームページの閲覧のみとさせていただきます。
大剣連では業務の効率化､コスト低減のためにペーパーレス化を推し進めており､
全て郵送をメルマガに移行することを考えております。
他の団体様もご理解いただき､メルマガ会員にご登録をお願いいたします。
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｡
また､個人情報の取り扱いに関して､登録団体でのお取りまとめ､いつもご協力､
誠にありがとうございます｡今後もご理解の上､ご協力をお願いいたします｡

