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平成平成平成平成２２２２６６６６年度年度年度年度 

第第第第６６６６回回回回    神奈川県剣道連盟理事会神奈川県剣道連盟理事会神奈川県剣道連盟理事会神奈川県剣道連盟理事会 

                                                            平成平成平成平成２２２２６６６６年年年年１０１０１０１０月月月月９９９９日日日日（（（（木木木木）））） 

於於於於：：：：県立武道館会議室県立武道館会議室県立武道館会議室県立武道館会議室 

     

理理理理    事事事事    数数数数            ７７７７１１１１名名名名 

出席理事数出席理事数出席理事数出席理事数                    名名名名     

監事監事監事監事出席数出席数出席数出席数                    名名名名                                議事録署名人議事録署名人議事録署名人議事録署名人 

                                                                                磯子磯子磯子磯子区区区区支部支部支部支部                                                印印印印 

 

                                                                                鎌鎌鎌鎌    倉倉倉倉支支支支部部部部                                                印印印印 

 

１１１１．．．．開開開開                    会会会会 

 

２２２２．．．．会会会会    長長長長    挨挨挨挨    拶拶拶拶 

     

３３３３．．．．議議議議                    題題題題                                             

    （（（（１１１１））））剣道研究会剣道研究会剣道研究会剣道研究会（（（（講話講話講話講話））））についてについてについてについて                                                                     

            期期期期    日日日日：：：：    １０１０１０１０月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（土土土土））））９９９９時受付時受付時受付時受付    ９９９９時時時時３０３０３０３０分開会分開会分開会分開会 

            場場場場    所所所所：：：：    県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館 

            講講講講    師師師師：：：：    範士範士範士範士    中里中里中里中里        誠誠誠誠    先生先生先生先生 

                                古宇田古宇田古宇田古宇田    和夫和夫和夫和夫    様様様様    記念艦記念艦記念艦記念艦    戦艦戦艦戦艦戦艦「「「「三笠三笠三笠三笠」」」」 

        受講資格受講資格受講資格受講資格：：：：剣道五段以上剣道五段以上剣道五段以上剣道五段以上 

            受講者受講者受講者受講者：：：：    １２４１２４１２４１２４名名名名 

 

（（（（２２２２））））平成平成平成平成２２２２６６６６年度神奈川県年度神奈川県年度神奈川県年度神奈川県スポーツスポーツスポーツスポーツ優秀選手表彰優秀選手表彰優秀選手表彰優秀選手表彰のののの候補者推薦候補者推薦候補者推薦候補者推薦についてについてについてについて 

            提出期限提出期限提出期限提出期限：：：：平成平成平成平成２２２２６６６６年年年年１０１０１０１０月月月月６６６６日日日日（（（（月月月月））））必着必着必着必着 

            提出先提出先提出先提出先：：：：県教育委員会教育局生涯学習部県教育委員会教育局生涯学習部県教育委員会教育局生涯学習部県教育委員会教育局生涯学習部スポーツスポーツスポーツスポーツ課課課課 

            今年度該当大会今年度該当大会今年度該当大会今年度該当大会：：：：第第第第４４４４４４４４回全回全回全回全国中学校国中学校国中学校国中学校剣道大会剣道大会剣道大会剣道大会 

                                            団体団体団体団体優勝優勝優勝優勝    横浜市立潮田中学校横浜市立潮田中学校横浜市立潮田中学校横浜市立潮田中学校 

※１１※１１※１１※１１月月月月３３３３日日日日（（（（月月月月・・・・祝祝祝祝））））のののの全日本剣道選手権大会全日本剣道選手権大会全日本剣道選手権大会全日本剣道選手権大会はははは結果結果結果結果によりによりによりにより推薦推薦推薦推薦するするするする。。。。 

 

（（（（３３３３））））平成平成平成平成２２２２７７７７年度年度年度年度    全剣連後援全剣連後援全剣連後援全剣連後援    剣道講習会剣道講習会剣道講習会剣道講習会のののの申込申込申込申込についてについてについてについて（（（（案案案案）））） 

                開催期日開催期日開催期日開催期日：：：：第第第第１１１１希望希望希望希望    平成平成平成平成２２２２７７７７年年年年６６６６月月月月１１１１３３３３日日日日（（（（土土土土）））） 

                講習科目講習科目講習科目講習科目：：：：審判法審判法審判法審判法のののの１１１１科目科目科目科目 

                予定会場予定会場予定会場予定会場：：：：県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館 

                対 象対 象対 象対 象 者者者者：：：：剣道剣道剣道剣道６６６６段以上段以上段以上段以上 



2 

 

（（（（４４４４））））第第第第６６６６２２２２回全日本剣道選手権大会出場選手回全日本剣道選手権大会出場選手回全日本剣道選手権大会出場選手回全日本剣道選手権大会出場選手についてについてについてについて     

                    期期期期    日日日日：：：：    １１１１１１１１月月月月３３３３日日日日（（（（月月月月・・・・祝祝祝祝）））） 

                    会会会会    場場場場：：：：    日本武道館日本武道館日本武道館日本武道館 

                    代代代代    表表表表：：：：    北条北条北条北条    忠臣忠臣忠臣忠臣（（（（警警警警    察察察察））））    松本松本松本松本    勝範勝範勝範勝範（（（（警警警警    察察察察）））） 

 

（（（（５５５５））））第第第第６６６６３３３３回全国青年大会回全国青年大会回全国青年大会回全国青年大会「「「「剣道男子剣道男子剣道男子剣道男子」」」」のののの出場選手出場選手出場選手出場選手についてについてについてについて 

                    期期期期    日日日日：：：：    １１１１１１１１月月月月８８８８日日日日（（（（土土土土）～）～）～）～１１１１１１１１月月月月９９９９日日日日（（（（日日日日）））） 

                    場場場場    所所所所：：：：    東京武道館東京武道館東京武道館東京武道館 

                    監監監監    督督督督：：：：    宮崎宮崎宮崎宮崎    史裕史裕史裕史裕（（（（県県県県    警警警警）））） 

                    選選選選    手手手手：：：：    大大大大    将将将将：：：：    平山平山平山平山    航大航大航大航大（（（（県県県県    警警警警））））     

副副副副    将将将将：：：：    村山村山村山村山        仁仁仁仁（（（（    〃〃〃〃    ））））         

中中中中    堅堅堅堅：：：：    霜越霜越霜越霜越      輝輝輝輝（（（（    〃〃〃〃    ））））     

次次次次    鋒鋒鋒鋒：：：：    杉山杉山杉山杉山    颯太颯太颯太颯太（（（（    〃〃〃〃    ）））） 

先先先先    鋒鋒鋒鋒：：：：    土居土居土居土居    健太健太健太健太（（（（    〃〃〃〃    ）））） 

 

    （（（（６６６６））））文部科学省委託事業文部科学省委託事業文部科学省委託事業文部科学省委託事業 平成平成平成平成２６２６２６２６年度年度年度年度 武道等指導推進事業武道等指導推進事業武道等指導推進事業武道等指導推進事業 

                                                                授業協力者養成講習会授業協力者養成講習会授業協力者養成講習会授業協力者養成講習会についてについてについてについて          資料資料資料資料    １１１１ 

 

                期期期期    日日日日：：：：    １１１１１１１１月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（月月月月））））９９９９時受付時受付時受付時受付    ９９９９時時時時３０３０３０３０分開会分開会分開会分開会 

                場場場場    所所所所：：：：    横浜市立港中学校横浜市立港中学校横浜市立港中学校横浜市立港中学校 

                講講講講    師師師師：：：：    毛利毛利毛利毛利    純也純也純也純也    （（（（横浜市立港中学校横浜市立港中学校横浜市立港中学校横浜市立港中学校    主管教諭主管教諭主管教諭主管教諭）））） 

                                    中島中島中島中島    一憲一憲一憲一憲    （（（（横浜市立保土横浜市立保土横浜市立保土横浜市立保土ケケケケ谷中学校谷中学校谷中学校谷中学校    教諭教諭教諭教諭）））） 

            受講資格受講資格受講資格受講資格：：：：神奈川県剣道連盟神奈川県剣道連盟神奈川県剣道連盟神奈川県剣道連盟のののの登録会員登録会員登録会員登録会員でででで剣道四段以上剣道四段以上剣道四段以上剣道四段以上のののの社会人社会人社会人社会人でででで 

                                年齢年齢年齢年齢７０７０７０７０歳以下歳以下歳以下歳以下のののの者者者者 

                                （（（（※※※※年齢基準年齢基準年齢基準年齢基準はははは平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年１１１１月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在とするとするとするとする）））） 

                                        各各各各支部支部支部支部よりよりよりより推薦推薦推薦推薦されたされたされたされた者者者者２２２２名以名以名以名以内内内内 

                                        （（（（平成平成平成平成２５２５２５２５年度受講者年度受講者年度受講者年度受講者もももも可可可可とするとするとするとする）））） 

 

（（（（７７７７））））第第第第６３６３６３６３回全日本回全日本回全日本回全日本都都都都道道道道府府府府県対県対県対県対抗抗抗抗剣道優勝大会剣道優勝大会剣道優勝大会剣道優勝大会（（（（男子大学生男子大学生男子大学生男子大学生のののの部部部部）））） 

            予選会予選会予選会予選会についてについてについてについて                                                                                        資料資料資料資料    ２２２２ 

                期期期期    日日日日：：：：平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年１２１２１２１２月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（日日日日））））午前午前午前午前９９９９時開場時開場時開場時開場    １０１０１０１０時開会時開会時開会時開会式式式式 

                場場場場    所所所所：：：：横浜国立大学横浜国立大学横浜国立大学横浜国立大学    体育館体育館体育館体育館１１１１階階階階アリアリアリアリーーーーナナナナ 

            参加参加参加参加資格資格資格資格：：：：神奈川県剣道連盟神奈川県剣道連盟神奈川県剣道連盟神奈川県剣道連盟にににに登録登録登録登録ししししているているているている男子大学生男子大学生男子大学生男子大学生でででで、、、、神奈川県学生剣道連神奈川県学生剣道連神奈川県学生剣道連神奈川県学生剣道連

盟盟盟盟にににに所所所所属属属属ししししているているているている大学以大学以大学以大学以外外外外のののの大学大学大学大学にににに通通通通学学学学ししししているているているている者者者者。。。。 

                参加参加参加参加料料料料：：：：一人一人一人一人    １１１１，，，，００００００００００００円円円円 

        申込申込申込申込締切締切締切締切日日日日：：：：１１１１１１１１月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（木木木木））））理事会理事会理事会理事会のののの日日日日 
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（（（（８８８８）「）「）「）「剣道大会剣道大会剣道大会剣道大会」」」」のののの結果結果結果結果についてについてについてについて                 

                                                         

①①①①     第第第第６０６０６０６０回回回回 全日本東全日本東全日本東全日本東西西西西対対対対抗抗抗抗剣道大会剣道大会剣道大会剣道大会 

                        期期期期    日日日日：：：：    ９９９９月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（日日日日））））     

場場場場    所所所所：：：：    島島島島根根根根県出県出県出県出雲雲雲雲市市市市    県立浜山体育館県立浜山体育館県立浜山体育館県立浜山体育館 

                        ＜＜＜＜男子男子男子男子のののの部部部部＞＞＞＞    東東東東    軍軍軍軍    １９１９１９１９－－－－１６１６１６１６    西西西西    軍軍軍軍         

                            ３１３１３１３１    将将将将：：：：髙鍋髙鍋髙鍋髙鍋        進進進進    メメメメ    メメメメ－－－－            佐々佐々佐々佐々木健太木健太木健太木健太郎郎郎郎（（（（岡岡岡岡山山山山）））） 

                            １６１６１６１６    将将将将：：：：織口織口織口織口    剛剛剛剛次次次次                －－－－    ドドドド    蓮尾蓮尾蓮尾蓮尾    孝幸孝幸孝幸孝幸（（（（福岡福岡福岡福岡）））） 

                            １４１４１４１４    将将将将：：：：有馬有馬有馬有馬    裕史裕史裕史裕史    メメメメ        －－－－            馬馬馬馬場場場場        功功功功（（（（長崎長崎長崎長崎）））） 

                                 

                        ＜＜＜＜女女女女子子子子のののの部部部部＞＞＞＞    東東東東    軍軍軍軍        １１１１－－－－    ４４４４    西西西西    軍軍軍軍 

 

②②②②     第第第第９９９９回回回回 全日本全日本全日本全日本都都都都道道道道府府府府県対県対県対県対抗少抗少抗少抗少年剣道優勝大会年剣道優勝大会年剣道優勝大会年剣道優勝大会 

                            期期期期    日日日日：：：：９９９９月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（日日日日））））     

場場場場    所所所所：：：：大大大大阪阪阪阪市市市市舞洲舞洲舞洲舞洲アリアリアリアリーーーーナナナナ 

                            ＜＜＜＜小小小小学生学生学生学生のののの部部部部＞＞＞＞        ベベベベスススストトトト８８８８     

                                予選予選予選予選リリリリーーーーググググ        １１１１試合試合試合試合目目目目    神奈川神奈川神奈川神奈川    ３３３３            －－－－００００                沖沖沖沖    縄縄縄縄 

                                                            ２２２２試合試合試合試合目目目目    神奈川神奈川神奈川神奈川    １１１１（（（（２２２２））））－－－－１１１１（（（（１１１１））））    大大大大阪阪阪阪 B 

                                決決決決勝勝勝勝トトトトーーーーナメントナメントナメントナメント１１１１回戦回戦回戦回戦    神奈川神奈川神奈川神奈川    ４４４４            －－－－００００                愛愛愛愛    媛媛媛媛 

                                準準準準々決々決々決々決勝勝勝勝                                神奈川神奈川神奈川神奈川    ００００            －－－－１１１１                京京京京    都都都都 

                                優勝優勝優勝優勝    大大大大阪阪阪阪 A        準優勝準優勝準優勝準優勝    山山山山梨梨梨梨        三三三三位位位位    京京京京都都都都・・・・兵庫兵庫兵庫兵庫 

 

                            ＜＜＜＜中学生中学生中学生中学生のののの部部部部＞＞＞＞        準優勝準優勝準優勝準優勝     

                                予選予選予選予選リリリリーーーーググググ        １１１１試合試合試合試合目目目目    神奈川神奈川神奈川神奈川    １１１１－－－－００００    佐佐佐佐    賀賀賀賀 

                                                            ２２２２試合試合試合試合目目目目    神奈川神奈川神奈川神奈川    ３３３３－－－－２２２２    岡岡岡岡    山山山山 

                                決決決決勝勝勝勝トトトトーーーーナメントナメントナメントナメント１１１１回戦回戦回戦回戦    神奈川神奈川神奈川神奈川    ３３３３－－－－２２２２    静静静静    岡岡岡岡 

準準準準々決々決々決々決勝勝勝勝    神奈川神奈川神奈川神奈川    ２２２２－－－－１１１１    新新新新    潟潟潟潟 

                                                                準準準準決決決決勝勝勝勝    神奈川神奈川神奈川神奈川    ２２２２－－－－００００    熊熊熊熊    本本本本 

                                                                決決決決    勝勝勝勝    神奈川神奈川神奈川神奈川    １１１１－－－－２２２２    大大大大阪阪阪阪 A 

 

                  ③③③③    第第第第１３１３１３１３回宮本武回宮本武回宮本武回宮本武蔵顕蔵顕蔵顕蔵顕彰彰彰彰【【【【おおおお通杯通杯通杯通杯】】】】女女女女子剣道大会子剣道大会子剣道大会子剣道大会 

                            期期期期    日日日日：：：：１０１０１０１０月月月月５５５５日日日日（（（（日日日日）））） 

                            会会会会    場場場場：：：：宮本武宮本武宮本武宮本武蔵顕蔵顕蔵顕蔵顕彰武彰武彰武彰武蔵蔵蔵蔵武道館武道館武道館武道館 

                            ＜＜＜＜個個個個人戦人戦人戦人戦＞＞＞＞ 

                                    １８１８１８１８歳歳歳歳～～～～２９２９２９２９歳歳歳歳のののの部部部部    優勝優勝優勝優勝    山山山山口口口口    美紀美紀美紀美紀（（（（神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県）））） 

                                    ６０６０６０６０歳以上歳以上歳以上歳以上のののの部部部部            優勝優勝優勝優勝    星野星野星野星野    敬敬敬敬子子子子（（（（神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県）））） 
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    ＜＜＜＜団体戦団体戦団体戦団体戦＞＞＞＞ 

                                    １０１歳以上の部１０１歳以上の部１０１歳以上の部１０１歳以上の部        三三三三位位位位    神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県     

                                                監監監監    督督督督                        塘地塘地塘地塘地    まままま代代代代 

                                                選選選選    手手手手        大将大将大将大将        山山山山口口口口    明明明明子子子子    （（（（綾綾綾綾    瀬瀬瀬瀬）））） 

                                                                    中堅中堅中堅中堅        千葉千葉千葉千葉    三三三三千千千千子（鎌子（鎌子（鎌子（鎌    倉）倉）倉）倉） 

                                                                    先鋒先鋒先鋒先鋒        早津早津早津早津    理理理理恵恵恵恵    （港（港（港（港    北）北）北）北） 

 

④④④④     第２７回全国健第２７回全国健第２７回全国健第２７回全国健康福祉祭ねん康福祉祭ねん康福祉祭ねん康福祉祭ねんりりりりんピック栃んピック栃んピック栃んピック栃木２０木２０木２０木２０１４１４１４１４ 

                                期期期期    日：１０月５日（日）６日（月）日：１０月５日（日）６日（月）日：１０月５日（日）６日（月）日：１０月５日（日）６日（月） 

                                会会会会    場：場：場：場：栃栃栃栃木県立県木県立県木県立県木県立県南南南南体育館体育館体育館体育館 

                                ＜＜＜＜予選予選予選予選リリリリーーーーグ＞グ＞グ＞グ＞ 

                                    神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県    ２勝２勝２勝２勝        横浜市横浜市横浜市横浜市    １勝１分１勝１分１勝１分１勝１分        川崎市川崎市川崎市川崎市    １勝１分１勝１分１勝１分１勝１分 

                                    相模原相模原相模原相模原市市市市    ２２２２敗敗敗敗        横浜市横浜市横浜市横浜市が決が決が決が決勝勝勝勝リリリリーーーーググググ進出進出進出進出 

                                ＜決＜決＜決＜決勝勝勝勝リリリリーーーーグ＞グ＞グ＞グ＞     

                                    横浜市横浜市横浜市横浜市    １１１１－－－－２２２２    茨城茨城茨城茨城県県県県 

                                    優勝優勝優勝優勝    栃栃栃栃木県木県木県木県 A        準優勝準優勝準優勝準優勝    栃栃栃栃木県木県木県木県 C        三三三三位位位位    栃栃栃栃木県木県木県木県 B    茨城茨城茨城茨城県県県県 

         

⑤⑤⑤⑤     第４１回全日本第４１回全日本第４１回全日本第４１回全日本杖杖杖杖道大会道大会道大会道大会 

  期期期期    日：日：日：日：１０月１０月１０月１０月５５５５日（日（日（日（日日日日）））） 

                                会会会会    場：場：場：場：巣鴨巣鴨巣鴨巣鴨学学学学園園園園体育館体育館体育館体育館 

                                ＜二＜二＜二＜二段の部段の部段の部段の部＞＞＞＞    ベベベベスススストトトト８８８８ 

                                        石森石森石森石森        誠（誠（誠（誠（鶴鶴鶴鶴    見見見見））））    佐々佐々佐々佐々木木木木    隆隆隆隆    （（（（相模原相模原相模原相模原）））） 

＜＜＜＜三段の部三段の部三段の部三段の部＞＞＞＞    優秀優秀優秀優秀賞賞賞賞 

                                        森森森森島島島島    康康康康文（文（文（文（鶴鶴鶴鶴    見見見見））））    久久久久田田田田    真介真介真介真介    （（（（相模原相模原相模原相模原）））） 

＜＜＜＜四段の部四段の部四段の部四段の部＞＞＞＞    ベベベベスススストトトト８８８８ 

                                        田中田中田中田中    寿香寿香寿香寿香（川（川（川（川    崎）崎）崎）崎）    原原原原田田田田早津紀早津紀早津紀早津紀    （（（（鶴鶴鶴鶴    見見見見）））） 

                                                            ベベベベスススストトトト４４４４ 

                                        清水清水清水清水    裕子裕子裕子裕子（（（（鶴鶴鶴鶴    見見見見））））    ルルルルーーーーシシシシー・ー・ー・ー・アアアアーーーーリリリリーーーー （川（川（川（川    崎）崎）崎）崎） 

＜六＜六＜六＜六段の部段の部段の部段の部＞＞＞＞    優優優優    勝勝勝勝 

                                        佐野佐野佐野佐野    弘弘弘弘和和和和（（（（相模原相模原相模原相模原））））    石石石石田田田田    ゆきゆきゆきゆき子子子子（（（（鶴鶴鶴鶴    見見見見）））） 

                                                            ベベベベスススストトトト８８８８ 

                                        川川川川越越越越        津津津津（（（（相模原相模原相模原相模原））））    川川川川越越越越    和子和子和子和子    （（（（相模原相模原相模原相模原）））） 

＜七＜七＜七＜七段の部段の部段の部段の部＞＞＞＞    ベベベベスススストトトト４４４４ 

                                        岩岩岩岩田田田田    善信善信善信善信（（（（鶴鶴鶴鶴    見見見見））））    中川中川中川中川    靖浩靖浩靖浩靖浩    （（（（鶴鶴鶴鶴    見見見見）））） 

                                                            ベベベベスススストトトト８８８８ 

                                        小林小林小林小林    光雄光雄光雄光雄（（（（相模原相模原相模原相模原））））    安安安安田田田田    嘉嘉嘉嘉一一一一    （横（横（横（横須賀須賀須賀須賀）））） 
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⑥⑥⑥⑥     第第第第６９６９６９６９回回回回 国国国国民民民民体育大会体育大会体育大会体育大会「「「「剣道剣道剣道剣道競技競技競技競技」」」」についてについてについてについて                                 

                            期期期期    日日日日：：：：１０１０１０１０月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（日日日日）～）～）～）～１０１０１０１０月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（水水水水）））） 

                            会会会会    場場場場：：：：    長崎県五島市長崎県五島市長崎県五島市長崎県五島市 

                                                                                                             

                ＜＜＜＜成年男子成年男子成年男子成年男子＞＞＞＞    １１１１回戦回戦回戦回戦    神奈川神奈川神奈川神奈川        ――――        佐賀佐賀佐賀佐賀・・・・福井福井福井福井のののの勝者勝者勝者勝者 

                                                                                                 

                            ＜＜＜＜少少少少年年年年女女女女子子子子＞＞＞＞    １１１１回戦回戦回戦回戦    神奈川神奈川神奈川神奈川        ――――        佐佐佐佐    賀賀賀賀 

                                         

４４４４．．．．そそそそ    のののの    他他他他 

    ①①①①    支部支部支部支部役役役役員員員員のののの変更変更変更変更についてについてについてについて（（（（綾瀬綾瀬綾瀬綾瀬市市市市））））                         資料資料資料資料    ３３３３ 

 

    ②②②②    ポポポポイントカイントカイントカイントカーーーードドドドのののの取取取取りりりり扱扱扱扱いいいい等等等等についてについてについてについて                                             資料資料資料資料    ４４４４ 

 

    ③③③③「「「「かながわかながわかながわかながわ人人人人づくづくづくづくりりりりコラボコラボコラボコラボ２０１４２０１４２０１４２０１４」」」」開催開催開催開催についてについてについてについて                         資料資料資料資料    ５５５５ 

 

④④④④    平成平成平成平成２２２２７７７７年度年度年度年度    支部支部支部支部行行行行事予定事予定事予定事予定書書書書のののの提出提出提出提出についてについてについてについて                             様様様様式式式式    １１１１ 

 

⑤⑤⑤⑤    平成平成平成平成２２２２７７７７年度年度年度年度    県立武道館利県立武道館利県立武道館利県立武道館利用用用用希望申込希望申込希望申込希望申込書書書書のののの提出提出提出提出についてについてについてについて         様様様様式式式式    ２２２２ 

 

提出提出提出提出締切締切締切締切：：：：様様様様式式式式１・２１・２１・２１・２とととともももも    １１１１１１１１月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（金金金金））））ままままでにでにでにでに県連事県連事県連事県連事務務務務局局局局ににににＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ 

またまたまたまたはははは、、、、郵送郵送郵送郵送にてにてにてにておおおお送送送送りりりりくださくださくださくださいいいい。。。。 

 

⑥⑥⑥⑥    平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度    武道館武道館武道館武道館関係関係関係関係利利利利用計画用計画用計画用計画（（（（案案案案））））についてについてについてについて                  資料資料資料資料    ６６６６ 

 

     

         

次回理事会次回理事会次回理事会次回理事会はははは、、、、１１１１１１１１月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（木木木木））））県立武道館会議室県立武道館会議室県立武道館会議室県立武道館会議室    午午午午後後後後６６６６時時時時～～～～ 

                                    議事録署名人議事録署名人議事録署名人議事録署名人はははは    金沢金沢金沢金沢区支部区支部区支部区支部、、、、藤藤藤藤沢沢沢沢市支部市支部市支部市支部ですですですです。。。。     

 

 

 

５５５５．．．．閉閉閉閉            会会会会 

 

 

 

 

 

 


