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平成平成平成平成２２２２８８８８年度年度年度年度 

第第第第３３３３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２２２２８８８８年年年年６６６６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                ６８６８６８６８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 

監監監監            事事事事                        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 

                                                            保土保土保土保土ケケケケ谷区谷区谷区谷区支部支部支部支部                                                印印印印 

 

                                                            横 須横 須横 須横 須 賀賀賀賀支部支部支部支部                                                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））））全剣連後援全剣連後援全剣連後援全剣連後援    審判法講習会審判法講習会審判法講習会審判法講習会についてについてについてについて                                             

開催日開催日開催日開催日：：：：        ６６６６月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（土土土土））））    受付受付受付受付：：：：９９９９時時時時        開始開始開始開始：：：：９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分         

                    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    豊村豊村豊村豊村    東盛東盛東盛東盛    先生先生先生先生 

                                            教教教教士士士士    清野清野清野清野        忍忍忍忍    先生先生先生先生 

                    地元講師地元講師地元講師地元講師：：：：    教士教士教士教士    佐藤佐藤佐藤佐藤    正二正二正二正二        教士教士教士教士    澤部澤部澤部澤部    哲矢哲矢哲矢哲矢         

                受講者受講者受講者受講者：：：：        １１１１９９９９４４４４名名名名 

 

（（（（２２２２））））第第第第１０１０１０１０９９９９回回回回 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「「「「社会体育指導員剣道社会体育指導員剣道社会体育指導員剣道社会体育指導員剣道（（（（初級初級初級初級）」）」）」）」 

           及及及及びびびび日本日本日本日本体育協会体育協会体育協会体育協会「「「「指導員剣道指導員剣道指導員剣道指導員剣道（（（（専門課目専門課目専門課目専門課目）」）」）」）」養成講習会養成講習会養成講習会養成講習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：：：：    ８８８８月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（金金金金）～）～）～）～２１２１２１２１日日日日（（（（日日日日））））    ２２２２泊泊泊泊３３３３日日日日         

                    会会会会    場場場場：：：：    静岡県静岡県静岡県静岡県剣道連盟武道館剣道連盟武道館剣道連盟武道館剣道連盟武道館 

                    締切日締切日締切日締切日：：：：    ６６６６月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（金金金金））））県剣連事務局必着県剣連事務局必着県剣連事務局必着県剣連事務局必着 

                    ※※※※    要項要項要項要項はははは５５５５月月月月３１３１３１３１日日日日（（（（火火火火））））にににに県連県連県連県連 HP にににに掲載掲載掲載掲載しししし、、、、６６６６月月月月２２２２日日日日（（（（木木木木））））にににに     

                各支部各支部各支部各支部にメールにメールにメールにメールにてにてにてにて連絡連絡連絡連絡ししししましたましたましたました。。。。 

 

（（（（３３３３））））剣道剣道剣道剣道（（（（七段七段七段七段・・・・六段六段六段六段））））審査関係審査関係審査関係審査関係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 

          ８８８８月月月月２２２２００００日日日日（（（（土土土土））））七段七段七段七段    ８８８８月月月月２２２２１１１１日日日日（（（（日日日日））））六段六段六段六段（（（（富山富山富山富山県県県県・・・・富山富山富山富山市市市市）））） 

                                                            ８８８８月月月月２２２２１１１１日日日日（（（（日日日日））））六段六段六段六段（（（（北海道北海道北海道北海道・・・・札幌札幌札幌札幌市市市市）））） 

                ８８８８月月月月２２２２７７７７日日日日（（（（土土土土））））七段七段七段七段    ８８８８月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（日日日日））））六段六段六段六段（（（（山口山口山口山口県県県県・・・・山口市山口市山口市山口市）））） 

            申込締切日申込締切日申込締切日申込締切日：：：：７７７７月月月月８８８８日日日日（（（（金金金金））））県剣連事務局必着県剣連事務局必着県剣連事務局必着県剣連事務局必着 
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    （（（（４４４４））））    剣道剣道剣道剣道（（（（剣道形剣道形剣道形剣道形））））講習会講習会講習会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                                     資料資料資料資料    ２２２２     

                開催日開催日開催日開催日：：：：    ８８８８月月月月２２２２７７７７日日日日（（（（土土土土））））受付受付受付受付：：：：９９９９時時時時        開始開始開始開始：：：：９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分  

                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 

                参加資格参加資格参加資格参加資格：：：：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会員会員会員会員でででで四段以上四段以上四段以上四段以上のののの者者者者 

                受講料受講料受講料受講料：：：：１１１１，，，，００００００００００００円円円円                 

                申込申込申込申込締切日締切日締切日締切日：：：：７７７７月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（金金金金））））までにまでにまでにまでに申込書申込書申込書申込書・・・・受講料受講料受講料受講料をををを「「「「現金書留現金書留現金書留現金書留」」」」

等等等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必着必着必着必着でおでおでおでお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

※ ・・・・［［［［垂垂垂垂］（］（］（］（支部名支部名支部名支部名、、、、氏名入氏名入氏名入氏名入りりりり名札名札名札名札））））をををを着用着用着用着用してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。 

・・・・「「「「剣道手帳剣道手帳剣道手帳剣道手帳」」」」をごをごをごをご持参持参持参持参くださいくださいくださいください。。。。 

 

（（（（５５５５）））） 第第第第１１１１７７７７回回回回神奈川県剣道選手権大会神奈川県剣道選手権大会神奈川県剣道選手権大会神奈川県剣道選手権大会 

            兼兼兼兼第第第第６６６６４４４４回回回回全日本全日本全日本全日本剣道選手権大会神奈川県剣道選手権大会神奈川県剣道選手権大会神奈川県剣道選手権大会神奈川県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    ３３３３                                    

期期期期    日日日日：：：：    ８８８８月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（日日日日 ））））    受付受付受付受付：：：：９９９９時時時時        開始開始開始開始：：：：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 

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

             申込締切申込締切申込締切申込締切：：：：７７７７月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（金金金金））））までにまでにまでにまでに申込書申込書申込書申込書・・・・参加料参加料参加料参加料をををを「「「「現金書留現金書留現金書留現金書留」」」」等等等等

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必着必着必着必着でおでおでおでお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

  

（（（（６６６６））））神奈川県剣道称号審査会神奈川県剣道称号審査会神奈川県剣道称号審査会神奈川県剣道称号審査会受審要項受審要項受審要項受審要項のののの一部改定一部改定一部改定一部改定とととと受審者講習会受審者講習会受審者講習会受審者講習会のののの開催開催開催開催につにつにつにつ

いていていていて                                                                                                     資料資料資料資料    ４４４４ 

                期期期期    日日日日：：：：９９９９月月月月３３３３日日日日（（（（土土土土））））    ９９９９時時時時～～～～ 

                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 

            神奈川県剣道称号受神奈川県剣道称号受神奈川県剣道称号受神奈川県剣道称号受審審審審者講習会者講習会者講習会者講習会（（（（座学座学座学座学）））） 

期期期期    日日日日：：：：９９９９月月月月３３３３日日日日（（（（土土土土））））１３１３１３１３時時時時～～～～ 

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 

                申込締切日申込締切日申込締切日申込締切日：：：：８８８８月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（金金金金））））までにまでにまでにまでに申込書申込書申込書申込書・・・・受講受講受講受講料料料料をををを「「「「現金書留現金書留現金書留現金書留」」」」

等等等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必着必着必着必着でおでおでおでお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 

（（（（７７７７）））） 第第第第６０６０６０６０回県青少年剣道選手権大会回県青少年剣道選手権大会回県青少年剣道選手権大会回県青少年剣道選手権大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    ５５５５ 

                開催日開催日開催日開催日：：：：    ９９９９月月月月４４４４日日日日（（（（日日日日））））    受付受付受付受付：：：：９９９９時時時時        開始開始開始開始：：：：９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分  

                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 

                参加料参加料参加料参加料：：：：３３３３，，，，００００００００００００円円円円 

                申込申込申込申込締切日締切日締切日締切日：：：：７７７７月月月月２２２２００００日日日日（（（（水水水水））））までにまでにまでにまでに選手名簿選手名簿選手名簿選手名簿およびおよびおよびおよび参加料参加料参加料参加料をををを 

                                        「「「「現金書留現金書留現金書留現金書留」」」」等等等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必着必着必着必着でおでおでおでお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 
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（（（（８８８８））））各種大会出場選手各種大会出場選手各種大会出場選手各種大会出場選手についてについてについてについて             

①①①①    第第第第８８８８回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会 

開催日開催日開催日開催日        ７７７７月月月月１１１１６６６６日日日日（（（（土土土土））））        於於於於    日本武道館日本武道館日本武道館日本武道館 

                            監監監監    督督督督        高橋由美子高橋由美子高橋由美子高橋由美子（（（（南南南南    区区区区・・・・主主主主    婦婦婦婦））））     

大大大大    将将将将        山本山本山本山本    啓子啓子啓子啓子（（（（海老名海老名海老名海老名市市市市）））） 

副副副副    将将将将        黒澤黒澤黒澤黒澤    幸恵幸恵幸恵幸恵（（（（警警警警    察察察察）））） 

中中中中    堅堅堅堅        松松松松本本本本    弥弥弥弥月月月月（（（（警警警警    察察察察）））） 

次次次次    鋒鋒鋒鋒        田田田田中中中中    優優優優希希希希（（（（法法法法政政政政大学大学大学大学２２２２年生年生年生年生）））） 

先先先先    鋒鋒鋒鋒        北北北北條條條條    李華李華李華李華（（（（桐蔭桐蔭桐蔭桐蔭学学学学園園園園３３３３年生年生年生年生）））） 

 

②②②②  第第第第５５５５６６６６回回回回 関東七県対抗剣道大会関東七県対抗剣道大会関東七県対抗剣道大会関東七県対抗剣道大会      

                     期期期期    日日日日：：：：    ７７７７月月月月２２２２４４４４日日日日（（（（日日日日））））午前午前午前午前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：：：：    神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県    県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館 

                     主主主主    催催催催：：：：    関東七県剣道協議会関東七県剣道協議会関東七県剣道協議会関東七県剣道協議会 

     監監監監    督督督督        澤部澤部澤部澤部    哲矢哲矢哲矢哲矢 

     選選選選    手手手手        大将大将大将大将    山山山山崎崎崎崎    輝輝輝輝美美美美（（（（川川川川崎崎崎崎市市市市）））） 

                                         副将副将副将副将    三崎三崎三崎三崎    恭裕恭裕恭裕恭裕（（（（警警警警    察察察察）））） 

                                         三三三三将将将将    小小小小山山山山        潤潤潤潤（（（（    〃〃〃〃    ）））） 

                                         四将四将四将四将    大大大大坪坪坪坪    和哉和哉和哉和哉（（（（    〃〃〃〃    ）））） 

                                         五五五五将将将将    宮宮宮宮本本本本    大大大大幹幹幹幹（（（（    〃〃〃〃    ））））                 

                                         六将六将六将六将    千葉三千千葉三千千葉三千千葉三千子子子子（（（（鎌鎌鎌鎌    倉倉倉倉）））） 

                                         次鋒次鋒次鋒次鋒    稲葉稲葉稲葉稲葉    美美美美穂穂穂穂（（（（川川川川崎崎崎崎市市市市）））） 

                                         先先先先鋒鋒鋒鋒    堀堀堀堀    佳佳佳佳奈美奈美奈美奈美（（（（金金金金沢沢沢沢区区区区）））） 

 

     監監監監    督督督督        三宅三宅三宅三宅        一一一一 

     選選選選    手手手手        大将大将大将大将    小小小小山山山山    則夫則夫則夫則夫（（（（川川川川崎崎崎崎市市市市）））） 

                                         副将副将副将副将    辻辻辻辻山山山山    和良和良和良和良（（（（警警警警    察察察察）））） 

                                         三三三三将将将将    北北北北条条条条    忠臣忠臣忠臣忠臣（（（（    〃〃〃〃    ）））） 

                                         四将四将四将四将    野村野村野村野村    洋介洋介洋介洋介（（（（    〃〃〃〃    ）））） 

                                         五五五五将将将将    土土土土居居居居    健太健太健太健太（（（（    〃〃〃〃    ））））                 

                                         六将六将六将六将    早津早津早津早津    理恵理恵理恵理恵（（（（港港港港北北北北区区区区）））） 

                                         次鋒次鋒次鋒次鋒    米田米田米田米田    香代香代香代香代（（（（神奈川神奈川神奈川神奈川区区区区）））） 

                                         先先先先鋒鋒鋒鋒    有働有働有働有働日日日日向向向向子子子子（（（（金金金金沢沢沢沢区区区区）））） 
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③③③③    第第第第７７７７１１１１回回回回国民国民国民国民体育大会剣道体育大会剣道体育大会剣道体育大会剣道競技競技競技競技 

神奈川県成年神奈川県成年神奈川県成年神奈川県成年男男男男女監督女監督女監督女監督・・・・ココココーーーーチチチチ・・・・選手選手選手選手 

                    ・・・・総総総総監督監督監督監督        ：：：：澤部澤部澤部澤部    哲矢哲矢哲矢哲矢  

                    ・・・・監督兼大将監督兼大将監督兼大将監督兼大将：：：：笠笠笠笠村村村村    浩浩浩浩二二二二 

・・・・監督兼大将監督兼大将監督兼大将監督兼大将：：：：千葉三千千葉三千千葉三千千葉三千子子子子  

                    ・・・・ココココーーーーチチチチ        ：：：：宮崎宮崎宮崎宮崎    史裕史裕史裕史裕 

＜＜＜＜成年成年成年成年男男男男子子子子＞＞＞＞ 

                    ・・・・先先先先    鋒鋒鋒鋒：：：：宮宮宮宮本本本本    大大大大幹幹幹幹    （（（（警警警警    察察察察    ２２２２４４４４歳歳歳歳）））） 

                    ・・・・次次次次    鋒鋒鋒鋒：：：：大大大大坪坪坪坪    和哉和哉和哉和哉    （（（（警警警警    察察察察    ３１３１３１３１歳歳歳歳）））） 

                    ・・・・中中中中    堅堅堅堅：：：：小小小小山山山山        潤潤潤潤    （（（（警警警警    察察察察    ４２４２４２４２歳歳歳歳）））） 

                    ・・・・副副副副    将将将将：：：：三崎三崎三崎三崎    恭裕恭裕恭裕恭裕    （（（（警警警警    察察察察    ４４４４５５５５歳歳歳歳））））     

                    ・・・・大大大大    将将将将：：：：笠笠笠笠村村村村    浩浩浩浩二二二二    （（（（会社員会社員会社員会社員    ６６６６４４４４歳歳歳歳）））） 

 

＜＜＜＜成年女子成年女子成年女子成年女子＞＞＞＞ 

                    ・・・・先先先先    鋒鋒鋒鋒：：：：松松松松本本本本    弥弥弥弥月月月月    （（（（警警警警    察察察察    ２２２２３３３３歳歳歳歳）））） 

                    ・・・・中中中中    堅堅堅堅：：：：稲葉稲葉稲葉稲葉    美美美美穂穂穂穂    （（（（教教教教    員員員員    ３３３３００００歳歳歳歳）））） 

                    ・・・・大大大大    将将将将：：：：千葉三千千葉三千千葉三千千葉三千子子子子    （（（（主主主主    婦婦婦婦    ４４４４８８８８歳歳歳歳）））） 

 

④④④④    第第第第５５５５８８８８回全回全回全回全国国国国教教教教職職職職員剣道大会員剣道大会員剣道大会員剣道大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：：：：    ８８８８月月月月９９９９日日日日（（（（火火火火）））） 

                会会会会    場場場場：：：：    沖縄沖縄沖縄沖縄県県県県那覇那覇那覇那覇市市市市     

                派遣派遣派遣派遣者者者者：：：：    １１１１１１１１名名名名 

                監監監監    督督督督                戸塚戸塚戸塚戸塚    義孝義孝義孝義孝（（（（神奈川県立大神奈川県立大神奈川県立大神奈川県立大和和和和南高等学南高等学南高等学南高等学校校校校）））） 

                審判員審判員審判員審判員                飛知和利文飛知和利文飛知和利文飛知和利文（（（（神奈川県立神奈川県立神奈川県立神奈川県立海老名海老名海老名海老名高等学高等学高等学高等学校校校校）））） 

            全全全全国国国国理事理事理事理事                十十十十川川川川    英英英英一一一一（（（（中中中中央央央央大学大学大学大学附属附属附属附属横横横横浜浜浜浜中学中学中学中学校校校校）））） 

 

                団団団団    体体体体    大将大将大将大将    石原石原石原石原    和彦和彦和彦和彦（（（（神奈川県立生神奈川県立生神奈川県立生神奈川県立生田田田田高等学高等学高等学高等学校校校校）））） 

                                副将副将副将副将    有馬有馬有馬有馬    裕史裕史裕史裕史（（（（神奈川県立神奈川県立神奈川県立神奈川県立厚厚厚厚木東高等学木東高等学木東高等学木東高等学校校校校）））） 

                                中中中中堅堅堅堅    加藤加藤加藤加藤    公公公公一一一一（（（（横横横横浜浜浜浜高等学高等学高等学高等学校校校校）））） 

                                次鋒次鋒次鋒次鋒    千葉千葉千葉千葉    一一一一輝輝輝輝（（（（神奈川県立神奈川県立神奈川県立神奈川県立鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉高等学高等学高等学高等学校校校校）））） 

                                先先先先鋒鋒鋒鋒    川村川村川村川村    剛剛剛剛士士士士（（（（横横横横浜浜浜浜市立市立市立市立都都都都田田田田中学中学中学中学校校校校）））） 

 

                個個個個    人人人人    義義義義務教育務教育務教育務教育のののの部部部部            川村川村川村川村    剛剛剛剛士士士士（（（（横横横横浜浜浜浜市立都市立都市立都市立都田田田田中学中学中学中学校校校校）））） 

                                高高高高・・・・大大大大・・・・教教教教委委委委のののの部部部部    千葉千葉千葉千葉    一一一一輝輝輝輝（（（（神奈川県立神奈川県立神奈川県立神奈川県立鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉高等学高等学高等学高等学校校校校）））） 

                                女女女女    子子子子    のののの    部部部部        堀堀堀堀    佳佳佳佳奈美奈美奈美奈美（（（（関東学関東学関東学関東学院院院院大学大学大学大学）））） 

 

 

 

 



5 

 

（（（（９９９９））））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    第第第第３３３３８８８８回全日本高回全日本高回全日本高回全日本高齢齢齢齢者武道大会者武道大会者武道大会者武道大会（（（（剣道剣道剣道剣道）））） 

            期期期期    日日日日：：：：６６６６月月月月６６６６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                         

                    ＜＜＜＜男男男男子子子子団団団団体体体体＞＞＞＞    三三三三    位位位位    神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県（（（（青木青木青木青木、、、、森森森森川川川川、、、、加藤加藤加藤加藤、、、、松井松井松井松井、、、、望望望望月月月月）））） 

                    ＜＜＜＜女子女子女子女子団団団団体体体体＞＞＞＞    準準準準優勝優勝優勝優勝    神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県（（（（加藤加藤加藤加藤、、、、星星星星野野野野、、、、森森森森）））） 

                    ＜＜＜＜男男男男子子子子個個個個人人人人戦戦戦戦＞＞＞＞ 

                        ＜＜＜＜寿寿寿寿 A（（（（ 85歳歳歳歳以上以上以上以上  ））））＞＞＞＞    準準準準優勝優勝優勝優勝  市成市成市成市成    義治義治義治義治（（（（藤藤藤藤沢沢沢沢市市市市）））） 

                        ＜＜＜＜A組組組組（（（（70歳歳歳歳〜〜〜〜74歳歳歳歳））））＞＞＞＞    優優優優  勝勝勝勝  加藤加藤加藤加藤    隆隆隆隆幸幸幸幸（（（（川川川川崎崎崎崎市市市市）））） 

                        ＜＜＜＜B組組組組（（（（65歳歳歳歳〜〜〜〜69歳歳歳歳））））＞＞＞＞    優優優優  勝勝勝勝    小林小林小林小林    正人正人正人正人（（（（戸塚戸塚戸塚戸塚区区区区）））） 

                    ＜＜＜＜女子女子女子女子個個個個人人人人戦戦戦戦＞＞＞＞                      準準準準優勝優勝優勝優勝  星星星星野野野野    敬敬敬敬子子子子（（（（川川川川崎崎崎崎市市市市）））） 

                                                         

（（（（１０１０１０１０））））連絡事項連絡事項連絡事項連絡事項 

            ①①①①    平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年熊熊熊熊本地本地本地本地震震震震にににに対対対対すすすするるるる義義義義援金援金援金援金のののの受付受付受付受付についてについてについてについて（（（（依頼依頼依頼依頼）））） 

                    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のののの義義義義援金援金援金援金のののの活動活動活動活動にににに協協協協力力力力をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

                    期期期期    間間間間：：：：平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年６６６６月月月月９９９９日日日日（（（（木木木木）～）～）～）～平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年１０１０１０１０月月月月３１３１３１３１日日日日（（（（月月月月）））） 

                    方方方方    法法法法：：：：支部支部支部支部ごとでごとでごとでごとで行行行行事等事等事等事等をををを利利利利用用用用しししし義義義義援金援金援金援金をををを募募募募るるるる 

                    賛同賛同賛同賛同をををを頂頂頂頂いたいたいたいた支部支部支部支部はははは、、、、活動終了活動終了活動終了活動終了後後後後、、、、下記下記下記下記、、、、銀行銀行銀行銀行口座口座口座口座にににに「「「「振振振振込手数料込手数料込手数料込手数料」」」」

をををを差差差差しししし引引引引いたいたいたいた金金金金額額額額をををを送送送送金金金金くださいくださいくださいください。。。。 

                 

                    ・・・・銀銀銀銀    行行行行    名名名名        横横横横浜銀行浜銀行浜銀行浜銀行 

                    ・・・・支支支支    店店店店    名名名名        本本本本店営業店営業店営業店営業部部部部 

                    ・・・・口 座口 座口 座口 座 番番番番 号号号号        普通預普通預普通預普通預金金金金        ００４７４０３００４７４０３００４７４０３００４７４０３ 

                    ・・・・口 座 名口 座 名口 座 名口 座 名 義義義義        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    小林英雄小林英雄小林英雄小林英雄 

                     

※※※※    別紙別紙別紙別紙    振振振振込込込込送送送送付書付書付書付書をををを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 でででで報告報告報告報告をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

                    ※※※※    すでにすでにすでにすでに、、、、熊熊熊熊本地本地本地本地震震震震にににに対対対対すすすするるるる義義義義援金援金援金援金活動活動活動活動をををを実施実施実施実施しししし、、、、独自独自独自独自にににに対対対対応応応応がががが 

                            完了完了完了完了していしていしていしているるるる支部支部支部支部についてはについてはについてはについては、、、、ここここのののの限限限限りではりではりではりではあああありまりまりまりませんせんせんせん。。。。 

 

            ②②②②    県体育協会県体育協会県体育協会県体育協会からからからからのののの「「「「熊熊熊熊本地本地本地本地震震震震のののの被災被災被災被災者者者者のののの皆様皆様皆様皆様にににに対対対対すすすするるるる支援支援支援支援」」」」にはにはにはには、、、、 

                    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からからからから５０５０５０５０，，，，００００００００００００円円円円をををを振振振振込込込込みみみみましたましたましたました。。。。 

 

            ③③③③    連絡用連絡用連絡用連絡用メールメールメールメールアドレスがアドレスがアドレスがアドレスが変更変更変更変更にににになっなっなっなったたたた支部支部支部支部はははは、、、、 

                    アドレスアドレスアドレスアドレスとととと担当担当担当担当者名者名者名者名をおをおをおをお知知知知らせらせらせらせくださいくださいくださいください。。。。 

（（（（jimukyoku@kanagawa-kenren.com    宛宛宛宛ににににそそそそのののの旨旨旨旨をををを連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください）））） 

 

４４４４．．．．そそそそ    のののの    他他他他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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※※※※    役役役役員員員員のののの変更変更変更変更がががが報告報告報告報告さささされれれれましたましたましたました。。。。 

 

川 崎 市（１９） 
  

H.28.6.1  

     

職 氏    名 〒 住         所 電    話 

理事長理事長理事長理事長    塘地 健治 
214- 

0021 
川崎市多摩区宿河原 ４－１３－２５ 

   044-933-4313 

FAX     〃 

 

瀬 谷 区（１５） 
  

H.28.5.22  

     

職 氏    名 〒 住         所 電    話 

副会長副会長副会長副会長    湯浅  博 
246- 

0036 
横浜市瀬谷区北新 ３８－７ 

   045-301-9643 

FAX     〃 

 

旭  区 （１４） 
  

H.28.6.5  

     

職 氏    名 〒 住         所 電    話 

会会会会    長長長長    荒井  隆 
241- 

0005 
横浜市旭区白根 ６－３９－１０ 

   045-953-8162 

FAX  

副会長副会長副会長副会長    今里  学 
241- 

0804 
横浜市旭区川井宿町 ５４－３ 

   045-952-6733 

FAX     〃 

理事長理事長理事長理事長    瀬戸 則雄 
241- 

0806 
横浜市旭区下川井町 ２３４ 

   045-953-2451 

FAX     〃 

県理事県理事県理事県理事    水野 良一 
241- 

0005 
横浜市旭区白根 ７－３－８ 

   045-953-7330 

FAX      

事務局長事務局長事務局長事務局長    木暮  勇 
241-

0002 
横浜市旭区上白根 ２－３７－７ 

 045-955-2205 

FAX    〃 

 

                        次次次次回理事会回理事会回理事会回理事会のののの日日日日程程程程とととと暑気払暑気払暑気払暑気払いのいのいのい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：：：：７７７７月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（木木木木））））午午午午後後後後６６６６時時時時よりよりよりより理事会理事会理事会理事会     

場場場場    所所所所：：：：新新新新横横横横浜国際浜国際浜国際浜国際ホテホテホテホテルルルル 

    理事会理事会理事会理事会終了終了終了終了後後後後、、、、暑気払暑気払暑気払暑気払いをいをいをいを開催開催開催開催しますしますしますします。。。。 

            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    磯磯磯磯子区子区子区子区支部支部支部支部、、、、平平平平塚塚塚塚市市市市支部支部支部支部ですですですです。。。。 

 

５５５５．．．．閉閉閉閉            会会会会 


