平成30年7月
〒530-0044 大阪市北区東天満2-8-1
若杉ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ別館 5階 502号
公益社団法人 大阪府剣道連盟
The Osaka Kendo Federation
TEL 06-6351-3345 FAX 06-6351-3346
執務時間 月･火･木･金･土 9時～17時30分
水曜･日曜･祝日は休業
http://www.osa-kendo.or.jp/

剣道行事

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．剣道 称号予備審査会
(1) 開催日時 8月18日(土) 午前10時開始(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：大阪市中央体育館 )
(3) 資
格 錬士受審者
( http://www.yahataya-park.jp/osaka_arena/index.html )
①平成29年11月30日以前に剣道六段を取得した者｡
②全剣連称号段位規則９条２項(特例事項 下記３項目)の該当者で大剣連会長が
許可した者｡尚､剣道六段受有者は､適用外です｡
1) 剣道五段受有後１０年以上を経過し､かつ､年齢が６０歳以上の者｡
2) 剣道斯道・発展に功績があった者｡
3) 登録団体の会長が推薦書を提出した者｡
③①もしくは②の条件を満たし､かつ平成29年8月から平成30年8月までの間に､
大剣連主催もしくは大剣連の後援する講習会(剣道形･審判･指導法)を2回以
上受講している者｡
④社会体育中級の合格者については､大剣連の称号予備審査を免除いたします｡
必ず事務局にお申し出下さい｡本審査受審については､全剣連の規程に従い､
お申込みいただきます｡
教士受審者
①剣道錬士七段受有者で、七段を平成28年11月30日以前に取得した者｡
②①の条件を満たし､かつ平成28年8月から平成30年8月までの間に､大剣連主催
もしくは大剣連の後援する講習会(剣道形・審判・指導法)を原則各年2回以
上、合計4回以上受講している者｡
③社会体育上級の優良合格者については､大剣連の称号予備審査を免除いたし
ます｡必ず事務局にお申し出下さい｡本審査受審については､全剣連の規程に
従い､お申込みいただきます｡
注意点(錬士･教士共に)
※注1 全剣連の主催(大剣連主管)する講習会や社会体育指導員講習も含む｡
※注2 大剣連の主催する指導法講習会(半日講習会)は1回の受講で､0.5回と計
算する｡ (当連盟 称号･段位審査細則第8条)
(4) 申込方法 称号予備審査申込用紙(専用用紙)に記入の上､受審料を添えて事務局あてに
申込むこと｡用紙は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｡(FAXは不可)
(5) 受 審 料 会員 5,300円 非会員 6,900円 < 料金設定にご注意 >
(6) 申込期間 7月2日(月) ～ 8月4日(土)
(7) 審査内容 日本剣道形・審判・実技
(8) 携 行 品 剣道具一式､竹刀､木刀(大・小)､筆記用具
(9) そ の 他 講習会受講履歴を必ずご記入下さい｡受講履歴が確認出来ない場合は､受審
出来ません｡

◎西日本剣道高段者稽古会
(1) 開催日時 8月4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)
◎国民体育大会 近畿ブロック大会
(1) 開催日時 8月19日(日) 午前9時開会
(2) 開催場所 和歌山県ビッグウェーブ ( http://www.wakayamasposhin.or.jp/big-wave/ )

高段者審査会

※要項は、事前にお送りしています。ご確認下さい。
尚、要項は、大学・高校にはお送りしていません。

◎剣道高段者審査会
①青森審査会
七段 8月18日(土)
新青森県総合運動公園｢マエダアリーナ｣
六段 8月19日(日)
新青森県総合運動公園｢マエダアリーナ｣
③福岡審査会
七段 8月25日(土)
福岡市民体育館
六段 8月26日(日)
福岡市民体育館
注1 審査会キャンセルによる審査料の返金は､キャンセル時期により金額が異なり
ます｡
注2 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
認のために､電話での連絡をお願いいたします｡

修道館行事

※後援行事につきお問合せにはお答え出来ません｡

◎中学生前期昇級審査会
(1) 開催日時 8月5日(日) 午後1時 開始 (午後12時30分 集合)
(2) 主
催 大阪市立修道館 (公財)大阪武道振興協会
(3) 後
援 (公社)大阪府剣道連盟
(4) 開催場所 大阪市立修道館 ( http://syudoukan.info/ )
(5) 審査級位 中学生 １級 ～ ３級
(6) 審 査 料 1,500円
(7) 申込期限 6月21日(木) ～ 7月5日(木)
(8) 申込方法 修道館までお問い合わせ下さい｡
TEL：06-6941-1523 担当：藤井

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 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
２．居合道夏季講習会
(1) 開催日時 8月11日(祝) 午前9時30分開始(受付 午前8時30分より)
(2) 開催場所 大阪市立東淀川体育館 ( http://www.fitness21.or.jp/shitei
(3) 資
格 段位及び流派の指定なし
_higashiyodogawa.html )
(4) 申込締切 7月20日(金)まで
(5) 受 講 料 会員 2,150円 非会員 2,800円
(6) そ の 他 高校生以下は受講料免除｡(但し､ｽﾎﾟｰﾂ保険 \110が必要)
(7) 問 合 せ 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
３．居合道 称号予備審査会・夏季審査会
(1) 開催日時 8月25日(土) 予備審査会 午前11時開始
段位審査会 午前13時30分開始(受付 午前12時30分より)
(2) 開催場所 大阪市立修道館
(3) 申込方法 従来どおり
(4) 予備審査料 会員 5,300円 非会員 6,900円 < 料金設定にご注意 >
(5) 申込締切 7月20日(金)まで
(6) 審査内容 実技審査
２級 ～ ３級 全剣連居合 ３本 ( 自由技とする )
１級
全剣連居合 ５本 ( 自由技とする )
初段 ～ 三段 全剣連居合 ５本 ( 当日発表 )
四段 ～ 五段 全剣連居合 ５本 及び 古流 １本 ( 当日発表 )
錬士 ～ 教士 全剣連居合 １２本
※ 尚､平成29年度より､称号錬士受審者は､1年間に講習会を２回以上受講した者と
する｡称号教士受審者は､2年間に講習会を４回以上受講した者とする｡
学科試験
初段 ～ 五段 (級位審査については学科試験は有りません)
(7) 問 合 せ 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

杖道行事
１．杖道高段者研修会
(1) 開催日時 8月5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 8月5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
●第55回大阪杖道大会 結果報告
6月17日(日)に大阪市立修道館で行われた大阪杖道大会の結果を報告いたします｡
・初段以下の部
・四段の部
優 勝：竹村遼平(神戸大学)
優 勝：篠原邦彦(玄武館)
準優勝：安藤紘基(京都隻杖会)
準優勝：小西薫(紀州有信会)
３ 位：小崎大地(神戸大学)
３ 位：西村浩平(和杖会)
敢闘賞：加茂要(河内長野)
敢闘賞：宮田遼平(玄武館)
・二段の部
・五段の部
優 勝：日下乃里子(養峻館)
優 勝：山口久(紀州有信会)
準優勝：曽根晃江(泉北はつが野)
準優勝：髙田美恵(京都隻杖会)
３ 位：友永哲弘(玄武館)
３ 位：上村崇幸(奈良杖道会)
敢闘賞：林達也(京都隻杖会)
敢闘賞：鎌田真之(京都隻杖会)
・三段の部
・六段の部
優 勝：金丸紀美(紀州有信会)
優 勝：渡辺ロマン(住吉武道館)
準優勝：岩﨑絵里(京都隻杖会)
準優勝：木根義徳(三重県)
３ 位：石本一平(守口杖道教室)
３ 位：中田環(島之内)
敢闘賞：森本嘉彦(垂水睦会)
敢闘賞：奥本敏郎(穹盈館)

全剣連行事

杖道

審査会及び地区講習会

全剣連主催行事を大阪府剣道連盟が主管いたします｡
(1) 開催日時 8月24日(金) 高段者審査会 ( 六段・七段 )
8月25日(土) 地区講習会 1日目
8月26日(日) 地区講習会 2日目
(2) 開催場所 丸善インテックアリーナ大阪 ( 旧名:大阪市中央体育館 )

事務所連絡事項
◎平成３０年度 個人会費納入について
平成３０年度の個人会費の納入に関する書類を４月初旬に、各登録団体へ送付させ
ていただきました。
平成３０年度個人会費納入期限を過ぎています。納入がまだの方は、至急お願いい
たします。
◎事務所の休業日
8月1０日(金) ～ 1５日(水) 夏季休業日
ご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いいたします。
◎スポーツ安全保険加入について
先月開催された「平成30年度定時社員総会」において､大剣連会長が交代しました。
ここれから加入手続きをされる方については､今年度のスポーツ安全保険加入依頼書に､
旧会長名が印字されていますので､新しい会長名を手書きで修正していただく必要があ
ります｡
旧会長名を二重線で訂正し､余白部に「 会長 長榮 周作 」と書き込んで下さい｡
尚､既に提出されたものについては､大剣連から変更届を提出し対応済みです｡
お手数を掛けますが､よろしくお願いいたします。

