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平成平成平成平成２２２２９９９９年度年度年度年度 

第第第第７７７７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２２２２９９９９年年年年１１１１１１１１月月月月９９９９日日日日（（（（木木木木））））午後午後午後午後６６６６時時時時～～～～ 

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                ６６６６９９９９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                         

監事出席数監事出席数監事出席数監事出席数                        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 

                                                                              神奈川区神奈川区神奈川区神奈川区支部支部支部支部                                                印印印印 

 

                                                                                伊勢原市伊勢原市伊勢原市伊勢原市支支支支部部部部                                                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））））平成平成平成平成２２２２９９９９年度年度年度年度 第第第第２２２２３３３３回回回回 剣道有功賞剣道有功賞剣道有功賞剣道有功賞 受賞者受賞者受賞者受賞者についてについてについてについて     

・・・・櫻井櫻井櫻井櫻井    章央章央章央章央    （（（（鎌鎌鎌鎌    倉倉倉倉・・・・７０７０７０７０歳歳歳歳））））鎌倉剣道連盟鎌倉剣道連盟鎌倉剣道連盟鎌倉剣道連盟副副副副会長会長会長会長                         

＊＊＊＊表彰表彰表彰表彰はははは平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年１１１１月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（木木木木））））理事会終了後理事会終了後理事会終了後理事会終了後のののの新年会新年会新年会新年会においてにおいてにおいてにおいて行行行行いますいますいますいます。。。。 

 

（（（（２２２２））））平成平成平成平成２２２２９９９９年度少年剣道教育奨励賞年度少年剣道教育奨励賞年度少年剣道教育奨励賞年度少年剣道教育奨励賞 受賞団体受賞団体受賞団体受賞団体についてについてについてについて（（（（受賞受賞受賞受賞１６１６１６１６団体団体団体団体）））） 

・・・・鎌倉市剣道協会鎌倉市剣道協会鎌倉市剣道協会鎌倉市剣道協会（（（（鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉））））                            ・・・・久里浜剣友会久里浜剣友会久里浜剣友会久里浜剣友会（（（（横須賀横須賀横須賀横須賀））））        

・・・・真鶴剣道部真鶴剣道部真鶴剣道部真鶴剣道部（（（（小田原小田原小田原小田原））））                                ・・・・洋光台剣道同好会洋光台剣道同好会洋光台剣道同好会洋光台剣道同好会（（（（磯子区磯子区磯子区磯子区））））    

・・・・平塚市剣道連盟富士見支部平塚市剣道連盟富士見支部平塚市剣道連盟富士見支部平塚市剣道連盟富士見支部（（（（平塚市平塚市平塚市平塚市））））    ・・・・横山横山横山横山剣友会剣友会剣友会剣友会（（（（相模原相模原相模原相模原））））    

・・・・齋藤道場剣友会齋藤道場剣友会齋藤道場剣友会齋藤道場剣友会（（（（南区南区南区南区））））                                                    ・・・・戸部少年剣道戸部少年剣道戸部少年剣道戸部少年剣道クラブクラブクラブクラブ（（（（西区西区西区西区））））    

・・・・十日市場剣友会十日市場剣友会十日市場剣友会十日市場剣友会（（（（緑区緑区緑区緑区））））                            ・・・・大和市大和剣道教室大和市大和剣道教室大和市大和剣道教室大和市大和剣道教室（（（（大和市大和市大和市大和市））））    

・・・・東海岸東海岸東海岸東海岸剣友会剣友会剣友会剣友会（（（（茅茅茅茅ヶヶヶヶ崎市崎市崎市崎市））））                        ・・・・中野剣友会中野剣友会中野剣友会中野剣友会（（（（津久井津久井津久井津久井））））    

・・・・信明館高科信明館高科信明館高科信明館高科剣道場剣道場剣道場剣道場（（（（藤沢市藤沢市藤沢市藤沢市））））                    ・・・・森森森森のののの里剣志会里剣志会里剣志会里剣志会（（（（厚木厚木厚木厚木））））    

・・・・遊心遊心遊心遊心会会会会（（（（川崎市川崎市川崎市川崎市））））                                                                    ・・・・都筑茅都筑茅都筑茅都筑茅ヶヶヶヶ崎剣友会崎剣友会崎剣友会崎剣友会（（（（港北区港北区港北区港北区））））    

①①①① 受賞団体受賞団体受賞団体受賞団体にはにはにはには受賞決定受賞決定受賞決定受賞決定をををを事務局長宛事務局長宛事務局長宛事務局長宛でメールでメールでメールでメール配信配信配信配信しましたしましたしましたしました。。。。 

②②②② 賞状賞状賞状賞状・・・・手拭手拭手拭手拭いいいい（（（（揮毫入揮毫入揮毫入揮毫入りりりり、、、、３０３０３０３０本本本本））））・・・・剣道人剣道人剣道人剣道人バッヂバッヂバッヂバッヂ（（（（５５５５個個個個））））はははは 

                １１１１１１１１月理事会月理事会月理事会月理事会でででで渡渡渡渡すすすす。。。。         

 

（（（（３３３３））））剣道審判法講習会剣道審判法講習会剣道審判法講習会剣道審判法講習会のののの開催開催開催開催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１８１８１８１８日日日日（（（（土土土土））））午前午前午前午前９９９９時時時時    受付受付受付受付        ９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分    開会開会開会開会 

                会会会会    場場場場：：：：    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：：：：    田島田島田島田島 東海男東海男東海男東海男 先生先生先生先生     吉村吉村吉村吉村 哲夫哲夫哲夫哲夫 先生先生先生先生     小山小山小山小山 則夫則夫則夫則夫 先生先生先生先生 

                受講者受講者受講者受講者：：：：１０１１０１１０１１０１名名名名 
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（（（（４４４４））））段審査会段審査会段審査会段審査会・・・・立会担当者立会担当者立会担当者立会担当者のののの手順手順手順手順とととと心得心得心得心得                                                            資料資料資料資料  １１１１ 

 

（（（（５５５５））））第第第第６６６６４４４４回神奈川県剣道大会回神奈川県剣道大会回神奈川県剣道大会回神奈川県剣道大会にににについてついてついてついて                 

期期期期    日日日日：：：：    １２１２１２１２月月月月３３３３日日日日（（（（日日日日））））    受付受付受付受付９９９９時時時時        開会式開会式開会式開会式９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分 

                会会会会    場場場場：：：：    県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館 

                演演演演    武武武武：：：：    神奈川県警察特別訓練員神奈川県警察特別訓練員神奈川県警察特別訓練員神奈川県警察特別訓練員によるによるによるによる演武及演武及演武及演武及びびびび少年指導少年指導少年指導少年指導 

 

（（（（６６６６））））第第第第６６６６６６６６回全日本都道府県対抗剣道優勝大会回全日本都道府県対抗剣道優勝大会回全日本都道府県対抗剣道優勝大会回全日本都道府県対抗剣道優勝大会県予選会県予選会県予選会県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３０３０３０３０年年年年１１１１月月月月２２２２００００日日日日（（（（土土土土）））） 

                会会会会    場場場場：：：：    県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館 

                申込締切申込締切申込締切申込締切：：：：平成平成平成平成２２２２９９９９年年年年１２１２１２１２月月月月１１１１４４４４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までにまでにまでにまでに参加料参加料参加料参加料をををを添添添添ええええてててて 

現金書留現金書留現金書留現金書留等等等等でででで各各各各支部支部支部支部一括一括一括一括でででで事務局事務局事務局事務局必着必着必着必着 

                参加料参加料参加料参加料：：：：１１１１，，，，００００００００００００円円円円 

             

（（（（７７７７））））剣道剣道剣道剣道    四四四四・・・・五五五五段審査会段審査会段審査会段審査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  ３３３３ 

            期期期期    日日日日：：：：平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年２２２２月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（土土土土））））     

四四四四段段段段    受付受付受付受付 ８８８８時時時時４５４５４５４５分分分分～～～～９９９９時時時時２０２０２０２０分分分分    開会式開会式開会式開会式 ９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分 

                                    五五五五段段段段    受付受付受付受付 １０１０１０１０時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～１１１１１１１１時時時時        開会開会開会開会式式式式 四四四四段審査終了後段審査終了後段審査終了後段審査終了後 

            会会会会    場場場場：：：：県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館 

            締切日締切日締切日締切日：：：：平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年１２１２１２１２月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（月月月月））））県連事務局県連事務局県連事務局県連事務局必着必着必着必着 

 

（（（（８８８８））））剣道剣道剣道剣道称号称号称号称号審査会審査会審査会審査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  ４４４４ 

①①①①    神奈川県剣道神奈川県剣道神奈川県剣道神奈川県剣道称号称号称号称号審査会審査会審査会審査会についてについてについてについて                             

日日日日    時時時時：：：：    平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年２２２２月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（日日日日････祝祝祝祝））））受付受付受付受付    午前午前午前午前９９９９時時時時        開開開開始始始始    ９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分 

会会会会    場場場場：：：：    県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館 

②②②②    称号称号称号称号受審者講習会受審者講習会受審者講習会受審者講習会（（（（座学座学座学座学））））についてについてについてについて                     

日日日日    時時時時：：：：    平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年２２２２月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（日日日日････祝祝祝祝））））午後午後午後午後１１１１時時時時    開開開開始始始始予定予定予定予定（（（（約約約約２２２２時時時時間間間間）））） 

会会会会    場場場場：：：：    県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館剣道場剣道場剣道場剣道場 

 

申込締切申込締切申込締切申込締切：：：：平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年１１１１月月月月１１１１００００日日日日（（（（水水水水））））県連県連県連県連事務局事務局事務局事務局必着必着必着必着 

            ※※※※    全剣連全剣連全剣連全剣連よりよりよりより受審受審受審受審要項要項要項要項がががが届届届届きききき次次次次第第第第、、、、各各各各支部支部支部支部にメールでおにメールでおにメールでおにメールでお知知知知らせらせらせらせしますしますしますします。。。。 

 

（（（（９９９９））））第第第第２２２２２２２２回回回回剣道剣道剣道剣道八八八八段受審者段受審者段受審者段受審者研修研修研修研修会会会会についてについてについてについて 

    期期期期    日日日日：：：：平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年２２２２月月月月２２２２４４４４日日日日（（（（土土土土）））） 

        講講講講    師師師師：：：：神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県内内内内のののの先生先生先生先生方方方方にににに依頼依頼依頼依頼するするするする  
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（（（（１０１０１０１０））））第第第第１１１１６６６６回神奈川県剣道回神奈川県剣道回神奈川県剣道回神奈川県剣道祭祭祭祭のののの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 

期期期期    日日日日：：：：    平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年３３３３月月月月４４４４日日日日（（（（日日日日））））受付受付受付受付８８８８時時時時４５４５４５４５分分分分、、、、開会式開会式開会式開会式９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分 

                会会会会    場場場場：：：：    県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館                                  

                参加資参加資参加資参加資格格格格：：：：    剣道剣道剣道剣道五五五五段段段段以上以上以上以上 

          申込締切申込締切申込締切申込締切：：：：    平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年１１１１月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（木木木木））））理事会当日理事会当日理事会当日理事会当日までにまでにまでにまでに郵送郵送郵送郵送等等等等でででで。。。。 

            参加料参加料参加料参加料：：：：    一一一一人人人人    １１１１，，，，００００００００００００円円円円 

※ 支部支部支部支部一括一括一括一括して２して２して２して２月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（木木木木））））事務局長会議事務局長会議事務局長会議事務局長会議までにまでにまでにまでに納納納納入入入入ののののこここことととと。（。（。（。（厳守厳守厳守厳守）））） 

                警警警警備係備係備係備係員員員員：：：：緑区緑区緑区緑区、、、、青葉青葉青葉青葉区区区区、、、、都筑区都筑区都筑区都筑区、、、、鶴見区鶴見区鶴見区鶴見区からからからから各一各一各一各一名名名名派遣派遣派遣派遣してしてしてしてくださくださくださくださいいいい。。。。 

 

（（（（１１１１１１１１））））第第第第３３３３回回回回女女女女子剣道指導法講習会開催子剣道指導法講習会開催子剣道指導法講習会開催子剣道指導法講習会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    ６６６６ 

                期期期期    日日日日：：：：平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年３３３３月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（土土土土）～）～）～）～１８１８１８１８日日日日（（（（日日日日））））２２２２日日日日間間間間 

                会会会会    場場場場：：：：ＢｕｍｂＢｕｍｂＢｕｍｂＢｕｍｂ    東東東東京京京京スポスポスポスポーーーーツツツツ文化文化文化文化館館館館 

                                東東東東京京京京都都都都江江江江東区東区東区東区夢夢夢夢のののの島島島島３３３３－－－－２２２２ 

                                TEL    ０３０３０３０３－－－－３５２１３５２１３５２１３５２１－－－－７３２１７３２１７３２１７３２１ 

                主主主主    催催催催：：：：全日本剣道連盟全日本剣道連盟全日本剣道連盟全日本剣道連盟 

                受講資受講資受講資受講資格格格格：：：：県剣連県剣連県剣連県剣連登登登登録会員録会員録会員録会員でででで、、、、剣道剣道剣道剣道五五五五段段段段以上以上以上以上のののの女女女女子子子子 

                申込締切申込締切申込締切申込締切：：：：申込申込申込申込書書書書ののののみみみみ平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年１２１２１２１２月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（木木木木））））までまでまでまで県連事務局県連事務局県連事務局県連事務局必着必着必着必着 

 

宿泊費宿泊費宿泊費宿泊費、、、、食食食食事事事事代等代等代等代等についてはについてはについてはについては、、、、全剣連全剣連全剣連全剣連よりよりよりより受講者決定受講者決定受講者決定受講者決定通知通知通知通知がががが届届届届きききき次次次次第第第第 

受講者受講者受講者受講者にににに個別個別個別個別にににに連連連連絡絡絡絡しますしますしますします。。。。     

 

（（（（１１１１２２２２））））大会大会大会大会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    平成平成平成平成２９２９２９２９年度全年度全年度全年度全国国国国警察剣道選手警察剣道選手警察剣道選手警察剣道選手権権権権大会大会大会大会 

                         期期期期    日日日日：：：：９９９９月月月月５５５５日日日日（（（（火火火火）））） 

                         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 

                         準準準準優勝優勝優勝優勝    横横横横尾尾尾尾        徹徹徹徹（（（（神奈川県警神奈川県警神奈川県警神奈川県警）））） 

                                     決決決決    勝勝勝勝    横横横横尾尾尾尾        徹徹徹徹            －－－－    メメメメ    安安安安藤藤藤藤        翔翔翔翔（（（（北海道警北海道警北海道警北海道警）））） 

                                     準準準準決勝決勝決勝決勝    横横横横尾尾尾尾        徹徹徹徹    メメメメ    －－－－            岡岡岡岡光光光光健太郎健太郎健太郎健太郎（（（（千葉千葉千葉千葉県警県警県警県警）））） 

                                                     安安安安藤藤藤藤        翔翔翔翔    ココココ    －－－－            江江江江島島島島    千陽千陽千陽千陽（（（（大大大大阪阪阪阪府警府警府警府警）））） 

                                     

②②②②    第第第第４４４４４４４４回全日本回全日本回全日本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：：：：１０１０１０１０月月月月８８８８日日日日（（（（日日日日）））） 

                        会会会会    場場場場：：：：東東東東京京京京武道館武道館武道館武道館 

                        ＜＜＜＜六六六六段段段段のののの部部部部＞＞＞＞ 

優優優優    勝勝勝勝    佐佐佐佐野野野野    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）））） 

                                三三三三    位位位位    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）））） 
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③③③③    全全全全国国国国道場少年剣道選手道場少年剣道選手道場少年剣道選手道場少年剣道選手権権権権大会大会大会大会（（（（第第第第３５３５３５３５回小回小回小回小学学学学生生生生女女女女子子子子のののの部部部部）））） 

                        期期期期    日日日日：：：：１０１０１０１０月月月月８８８８日日日日（（（（日日日日）））） 

                        会会会会    場場場場：：：：宮城宮城宮城宮城県県県県仙仙仙仙台市台市台市台市    カカカカメメメメイアリイアリイアリイアリーーーーナナナナ 

                        準準準準優勝優勝優勝優勝    北北北北条条条条    心心心心寧寧寧寧（（（（都都都都岡岡岡岡剣友会剣友会剣友会剣友会）））） 

 

                ④④④④    平成平成平成平成２９２９２９２９年度全年度全年度全年度全国国国国警察剣道大会警察剣道大会警察剣道大会警察剣道大会［［［［ 第第第第６４６４６４６４回回回回 ］］］］ 

                        期期期期    日日日日：：：：１０１０１０１０月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（月月月月）））） 

                        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 

                        三三三三    位位位位    神奈川県警神奈川県警神奈川県警神奈川県警 

                        三位三位三位三位決定決定決定決定戦戦戦戦    神奈川県警神奈川県警神奈川県警神奈川県警    ３３３３    －－－－    ２２２２    北海道警北海道警北海道警北海道警 

                        女女女女子子子子 

                        準準準準優勝優勝優勝優勝    神奈川県警神奈川県警神奈川県警神奈川県警 

                                決勝決勝決勝決勝        神奈川県警神奈川県警神奈川県警神奈川県警    ００００    －－－－    １１１１    大大大大阪阪阪阪府警府警府警府警 

 

⑤⑤⑤⑤    第第第第５２５２５２５２回全日本回全日本回全日本回全日本居合居合居合居合道大会道大会道大会道大会                         

       期期期期    日日日日：：：：    １０１０１０１０月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（土土土土）））） 

                        会会会会    場場場場：：：：    広広広広島県島県島県島県    広広広広島島島島サンプサンプサンプサンプララララザザザザ 

                        ＜＜＜＜団体団体団体団体のののの部部部部＞＞＞＞        三三三三    位位位位    神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 

                        ＜＜＜＜七七七七段段段段のののの部部部部＞＞＞＞             

                                準準準準優勝優勝優勝優勝    原田原田原田原田        渡渡渡渡（（（（海海海海老老老老名名名名））））００００－－－－３３３３    宮脇宮脇宮脇宮脇    誠吾誠吾誠吾誠吾（（（（広広広広島県島県島県島県）））） 

                        ＜＜＜＜六六六六段段段段のののの部部部部＞＞＞＞             

                                ベストベストベストベスト 8 中野中野中野中野    稜稜稜稜真真真真（（（（川川川川    崎崎崎崎））））１１１１－－－－２２２２    圓口圓口圓口圓口    雄雄雄雄平平平平（（（（東東東東京京京京都都都都）））） 

 

                ⑥⑥⑥⑥    第第第第６６６６５５５５回全日本剣道選手回全日本剣道選手回全日本剣道選手回全日本剣道選手権権権権大会大会大会大会 

                        期期期期    日日日日：：：：１１１１１１１１月月月月３３３３日日日日（（（（金金金金・・・・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 

                        勝見勝見勝見勝見    洋洋洋洋介介介介（（（（県警県警県警県警））））    ２２２２回回回回戦敗退戦敗退戦敗退戦敗退 

１１１１回回回回戦戦戦戦    勝見勝見勝見勝見    洋洋洋洋介介介介    メメメメ    ――――            江口江口江口江口        良良良良（（（（兵庫兵庫兵庫兵庫）））） 

２２２２回回回回戦戦戦戦                                    ――――    ココココ    上登上登上登上登    喜文喜文喜文喜文（（（（石石石石川川川川）））） 

                        松松松松本本本本    勝勝勝勝範範範範（（（（県警県警県警県警））））    １１１１回回回回戦敗退戦敗退戦敗退戦敗退 

１１１１回回回回戦戦戦戦    松松松松本本本本    勝勝勝勝範範範範            ――――    ココココ    真田真田真田真田    裕裕裕裕行行行行（（（（鳥取鳥取鳥取鳥取）））） 
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（（（（１１１１３３３３））））報告報告報告報告・・・・連連連連絡絡絡絡事事事事項項項項                                                                         

         

        ①①①①     全剣連全剣連全剣連全剣連    平成平成平成平成３０３０３０３０年度年度年度年度    剣道剣道剣道剣道カレンダカレンダカレンダカレンダーのーのーのーの頒布頒布頒布頒布についてについてについてについて 

                    １１１１部部部部１１１１，，，，００００００００００００円円円円を５００を５００を５００を５００円円円円でででで３１３１３１３１部部部部、、、、１１１１枚枚枚枚ももももののののはははは各各各各支部支部支部支部１１１１部部部部（（（（無償無償無償無償）））） 

 

            ②②②②    事務局事務局事務局事務局のののの年年年年末末末末・・・・年年年年始始始始のののの休暇休暇休暇休暇についてについてについてについて     

      平成平成平成平成２２２２９９９９年年年年１２１２１２１２月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（水水水水）～）～）～）～平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年１１１１月月月月８８８８日日日日（（（（月月月月）））） 

 

        ③③③③    平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年度支部行事予定度支部行事予定度支部行事予定度支部行事予定書等書等書等書等（（（（１０１０１０１０月理事会月理事会月理事会月理事会でででで配付配付配付配付済済済済みみみみ））））のののの提提提提出出出出についてについてについてについて                                        

・・・・ 平成平成平成平成３０３０３０３０年度年度年度年度    支部行事予定支部行事予定支部行事予定支部行事予定書書書書                             

                ・・・・ 平成平成平成平成３０３０３０３０年度年度年度年度    県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館利用希望利用希望利用希望利用希望申込申込申込申込書書書書     

 

              提提提提出日出日出日出日：：：：１１１１１１１１月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（木木木木））））までにまでにまでにまでに県連事務局県連事務局県連事務局県連事務局にににに FAX またはまたはまたはまたは、、、、郵送郵送郵送郵送等等等等にてにてにてにて 

                                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。（。（。（。（厳守厳守厳守厳守）））） 

 

            ④④④④    １２１２１２１２月月月月のののの理事会理事会理事会理事会についてについてについてについて             

     日日日日    時時時時：：：：    １２１２１２１２月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（木木木木））））    午後午後午後午後６６６６時時時時～～～～ 

     会会会会    場場場場：：：：    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         

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    西区西区西区西区支部支部支部支部、、、、綾瀬綾瀬綾瀬綾瀬市市市市支部支部支部支部ですですですです。。。。 

 

⑤⑤⑤⑤    平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年１１１１月理事会月理事会月理事会月理事会のののの日日日日程程程程とととと新年会新年会新年会新年会のののの開催開催開催開催についてについてについてについて 

期期期期    日日日日：：：：    平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年１１１１月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（木木木木））））午後午後午後午後６６６６時時時時～～～～     

会会会会    場場場場：：：：    新横浜新横浜新横浜新横浜国際国際国際国際ホテホテホテホテルルルル 

※※※※６６６６時時時時からからからからのののの理事会理事会理事会理事会    終了後終了後終了後終了後にににに    新年会新年会新年会新年会をををを行行行行いますいますいますいます。。。。 

                新年会新年会新年会新年会参加者参加者参加者参加者：：：：２２２２名名名名までまでまでまで県連県連県連県連負負負負担担担担としとしとしとし、、、、３３３３人人人人目目目目からからからからはははは 

                                        一一一一人人人人５５５５，，，，００００００００００００円円円円をいたをいたをいたをいただきだきだきだきますますますます。。。。 

                    申込締切日申込締切日申込締切日申込締切日：：：：１２１２１２１２月月月月８８８８日日日日（（（（金金金金））））までにまでにまでにまでに    参加申込参加申込参加申込参加申込書書書書    別別別別        紙紙紙紙    をををを 

                                            ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸまたはまたはまたはまたは郵送郵送郵送郵送等等等等にてにてにてにて事務局事務局事務局事務局までまでまでまで 

※※※※    ３３３３人人人人目目目目からからからからのののの方方方方のののの参加参加参加参加費費費費５５５５，，，，００００００００００００円円円円はははは、、、、１１１１２２２２月月月月１１１１４４４４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    

までにまでにまでにまでに現金書留等現金書留等現金書留等現金書留等にてにてにてにて県連事務局県連事務局県連事務局県連事務局ににににおおおお支支支支払払払払いいいいくださくださくださくださいいいい。。。。    

                     

                    ※※※※    申込締切日申込締切日申込締切日申込締切日以以以以後後後後のののの返金返金返金返金はいたしまはいたしまはいたしまはいたしませんせんせんせん。。。。 

                            欠欠欠欠席者席者席者席者がががが出出出出たたたた場場場場合合合合はははは、、、、各各各各支部支部支部支部でででで責任責任責任責任をををを持持持持っっっってててて補充願補充願補充願補充願いますいますいますいます。。。。 

                             

４４４４．．．．そそそそ    のののの    他他他他 

 

 

５５５５．．．．閉閉閉閉            会会会会 


