平成31年3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３１年１月までの証書ができています(初段から五段)

１．日本剣道形講習会
(1) 開催日時 4月13日(土) 午前10時開始(受付 午前9時30分より)
(2) 開催場所 大阪市立修道館 ( http://syudoukan.info/ )
(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 3月1日(金) ～ 4月6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｡

２．第11回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会 大阪府予選会
｢先鋒の部｣以外の計四部門について予選会を実施いたします｡
(1) 開催日時 4月20日(土) 午前10時開始(受付･竹刀検量 午前9時30分頃より)
(2) 開催場所 エディオンアリーナ大阪 剣道場 ( 旧名：大阪府立体育会館 )
( http://www.furitutaiikukaikan.jp/ )
(3) 参加資格 先鋒:高校生 (大阪府高体連専門部に選手選考を全面的に委任）
次鋒:大学生 大阪学生剣道連盟が推薦した者､一般団体に所属する大学生会
員｡及び､ふるさと選手｡
中堅:年齢 18歳以上､35歳未満の者 高校生､大学生を除く
副将:年齢 35歳以上､45歳未満の者
大将:年齢 45歳以上の者
注1 各ﾎﾟｼﾞｼｮﾝともに予選会出場は､大剣連の登録会員､あるいは､他都道府県
に所属せず府下で剣道活動をしている者｡違反した者は､出場を取り消す｡
注2 年齢基準は本大会の前日(7月12日)とする｡
(4) 参 加 料 会員 650円 非会員 800円
(5) 申込方法 別紙により参加料を添え､事務局に申込むこと｡
尚､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｡
(6) 申込期間 3月1日(金) ～ 4月6日(土)
(7) そ の 他 ① 選手は､申込団体名称と自己の姓を表示した名札(垂ﾈｰﾑ)を着用すること｡
② 選手は紅白の目印(ﾀｽｷ)を持参のこと｡
③ ふるさと選手の申込については､事務局へ問合せのこと｡
④ 予選会の当日は受付を兼ねて､竹刀検量を実施する｡特に先皮太さ(女子:
25㍉以上)に注意のこと｡

３．第67回全日本都道府県対抗剣道優勝大会
(1) 開催日時 4月29日(祝) 午前9時30分開会式
(2) 開催場所 エディオンアリーナ大阪 ( 旧名：大阪府立体育会館 )
入場無料 観戦歓迎
開会式までに入場された大阪の会員の方に限り
先着200名様にﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑと記念品を差し上げます｡
※必ず､登録カードの提示をお願い致します｡
(3) そ の 他 大阪府の代表選手は､当連盟ホームページと次号でご紹介します｡

４．第32回全国健康福祉祭(ねんりんピック)和歌山大会
大阪府･大阪市･堺市 剣道代表選手選考会
(1) 開催日時 5月11日(土) 午後1時開始(受付 午後12時30分より)
(2) 開催場所 エディオンアリーナ大阪 剣道場 ( 旧名：大阪府立体育会館 )
(3) 参加資格 性別は問わない｡年令60才以上(昭和35年4月1日以前生まれの人)で剣道七段
以下の者｡尚､昨年の富山大会に剣道選手として参加した者は参加出来ない｡
(4) 携 行 品 剣道具､稽古着､竹刀
(5) 参 加 料 500円
(6) 申込方法 講習会申込書に参加料を添え､申込期間内に大剣連まで申込むこと｡当日の申
込み受付けいたしません｡
(7) 申込期間 4月2日(火) ～ 4月23日(火)
(8) 選考内容 参加者相互に試合を行い､勝敗成績にかかわらず､代表選手としてふさわしい
者を選考委員会が選考する｡
(9) 費用負担 代表選手として選抜された者は､所要費用(交通費､宿泊費､昼食費､ユニホー
ム代､その他の合計金額)の一部を個人で負担しなければならない｡
(10) ﾁｰﾑ構成 大阪府､大阪市および堺市の3ﾁｰﾑを編成する｡
①大阪府ﾁｰﾑ:大阪市､堺市を除く大阪府下の市町村に在住する者に限る｡
②大阪市ﾁｰﾑ:大阪市に在住する者に限る｡
③堺市ﾁｰﾑ:堺市に在住する者に限る｡
各ﾁｰﾑは監督､選手を含め8名以内とする｡年令編制は､65才以上１名以上､70才
以上1名以上を含んで編成する｡
(11)そ の 他 本大会は11月9日(土)～11日(月)に和歌山県白浜町で開催されます｡

◎西日本剣道高段者稽古会
(1) 開催日時 4月6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)

剣道後援行事
◎第58回大阪学生剣道選手権大会および第69回大阪学生剣道女子選手権大会
(1) 主
催 大阪学生剣道連盟
(2) 後
援 (公社)大阪府剣道連盟
(3) 開催日時 4月21日(日)
(4) 開催場所 桃山学院大学 体育館
( http://www.andrew.ac.jp/campuslife/healthcare/gym.html )
※後援行事につき問合わせは大学連までお願いします｡
連絡先:大阪学生剣道連盟 幹事長 携帯 090-9984-5317

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)

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

２．平成31年度 居合道 第７回全剣連派遣後援講習会
(1) 開催日時 4月6日(土) ～ 7日(日) 開会 午前9時30分 終了 午後4時30分
但し､やむを得ない場合は１日の参加も可とする｡
(2) 開催場所 大阪市立修道館
(3) 派遣講師 全日本剣道連盟 居合道委員会・委員長
範士 小倉 昇 先生
(4) 助 講 師 大阪府剣道連盟 居合道委員会
範士 中野 八郎 先生
教士 山内 福三郎 先生
教士 光行 良一 先生
教士 伏見 仁史 先生
教士 無津呂 弘之 先生
(5) 参加資格 居合道 二段～七段とする。大阪府剣道連盟会員及び受講を希望する者｡
(6) 携 行 品 稽古着､刀､教本､審判規則､筆記用具
(7) 受 講 料 会員 2,150円/一日あたり 非会員 2,800円/一日あたり
(8) 申込締切 3月6日(水)必着
(9) 申込方法 別紙に必要事項を記入の上､受講料･夕食代を添えて下記に申込み下さい｡
振込先
振込口座
00990-5-271503
大阪府剣道連盟 居合道部 事務局 宮本實 方
電話・FAX
072-428-5223
(10)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

杖道行事
１．杖道春季講習会
(1) 開催日時 4月14日(日) 午前10時 開講
(2) 開催場所 大阪市立修道館
(3) そ の 他 体験や見学の参加も受付け致します｡詳細は担当まで｡
(4) 問 合 せ 担当：杖道部 近藤 TEL:072-949-8957

２．杖道春季審査会
(1) 開催日時 4月28日(日) 午前9時30分 開始
(2) 開催場所 大阪市立修道館
(3) 受審段位 初段 ～ 五段
(4) 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｡
①システムメンテナンス
3月29日(金)～ 4月1日(月)
②ゴールデンウイーク期間の休業日
4月28日(日) 全日本都道府県対抗剣道優勝大会 前日準備
4月29日(祝) 全日本都道府県対抗剣道優勝大会
4月30日(祝) 休業
～
5月 6日(祝) 休業
5月 7日(火) 通常業務
※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｡

