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平成平成平成平成２２２２９９９９年度年度年度年度     

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 支部事務局長会議支部事務局長会議支部事務局長会議支部事務局長会議     

平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年２２２２月月月月１５１５１５１５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 

役員役員役員役員・・・・支部支部支部支部事務局長等出席者事務局長等出席者事務局長等出席者事務局長等出席者         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 

                            南南南南 区区区区支支支支部部部部                                         印印印印 

 

杖杖杖杖        道道道道支部支部支部支部                                         印印印印 

 

１１１１．．．．    開開開開        会会会会 

         ２２２２．．．．    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶 

３３３３．．．．    議議議議        題題題題 

（（（（１１１１））））事務事務事務事務・・・・行事等行事等行事等行事等のののの推進推進推進推進についてについてについてについて（（（（事務局長会議資料事務局長会議資料事務局長会議資料事務局長会議資料））））                    資資資資料料料料    １１１１ 

①①①① 理事会等理事会等理事会等理事会等のののの報告報告報告報告・・・・連絡連絡連絡連絡、、、、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                                 

②②②② 会員登録申請書会員登録申請書会員登録申請書会員登録申請書・・・・年度会費年度会費年度会費年度会費・・・・一級登録料一級登録料一級登録料一級登録料・・・・一級登録申請一級登録申請一級登録申請一級登録申請のののの事務事務事務事務についてについてについてについて                                                

③③③③ 大会大会大会大会・・・・講習会講習会講習会講習会についてについてについてについて     

    

（（（（２２２２））））剣道剣道剣道剣道（（（（級級級級・・・・段段段段・・・・称号称号称号称号））））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    ２２２２    

    

（（（（３３３３））））第第第第２２２２２２２２回回回回剣道八段受審者研修会剣道八段受審者研修会剣道八段受審者研修会剣道八段受審者研修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２４２４２４２４日日日日（（（（土土土土））））９９９９：：：：３０３０３０３０～～～～１６１６１６１６：：：：００００００００ 

    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：：：：範士範士範士範士    伊藤伊藤伊藤伊藤    陽文先生陽文先生陽文先生陽文先生        範士範士範士範士    篠塚篠塚篠塚篠塚    増穗先生増穗先生増穗先生増穗先生 

範士範士範士範士    平井平井平井平井    隆治先生隆治先生隆治先生隆治先生        範士範士範士範士    久保木文夫先生久保木文夫先生久保木文夫先生久保木文夫先生 

範士範士範士範士    笠村笠村笠村笠村    浩二先生浩二先生浩二先生浩二先生        教士教士教士教士    滝澤滝澤滝澤滝澤    建治先生建治先生建治先生建治先生         

        立立立立    合合合合：：：：教士教士教士教士    有馬有馬有馬有馬    裕史裕史裕史裕史        教士教士教士教士    髙野髙野髙野髙野        力力力力        教士教士教士教士    織口織口織口織口    剛次剛次剛次剛次 

教士教士教士教士    辻山辻山辻山辻山    和良和良和良和良        教士教士教士教士    中田中田中田中田    圭介圭介圭介圭介        教士教士教士教士    飛知和利文飛知和利文飛知和利文飛知和利文 

受講者受講者受講者受講者：：：：８８８８２２２２名名名名（（（（内県外内県外内県外内県外 ３３３３名名名名））））         

 

（（（（４４４４））））第第第第１１１１６６６６回回回回 神奈川県剣道祭神奈川県剣道祭神奈川県剣道祭神奈川県剣道祭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：：：： ３３３３月月月月４４４４日日日日（（（（日日日日）））） 

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 

入入入入    館館館館：：：： 本部係本部係本部係本部係員員員員・・・・大会大会大会大会係員係員係員係員    ８８８８：：：：３３３３００００～～～～ 

受受受受    付付付付：：：：    五五五五・・・・六六六六段段段段        ８８８８：：：：４５４５４５４５～～～～    ９９９９：：：：３０３０３０３０    ＊＊＊＊参加者参加者参加者参加者にににに徹底徹底徹底徹底をををを 

 七七七七段段段段以上以上以上以上    １１１１００００：：：：３３３３００００～～～～１１１１１１１１：：：：３３３３００００        おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

      控控控控ええええ室室室室：：：：    男子男子男子男子＝＝＝＝柔道場柔道場柔道場柔道場        女子女子女子女子＝＝＝＝小道場小道場小道場小道場 
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参加者参加者参加者参加者：：：：８８５８８５８８５８８５名名名名        （（（（昨年昨年昨年昨年度申込者度申込者度申込者度申込者：：：：８８８８５６５６５６５６名名名名）））） 

      五段五段五段五段：：：：２２２２６６６６７７７７名名名名（（（（２２２２６９６９６９６９））））六段六段六段六段：：：：２２２２３８３８３８３８名名名名（（（（２２２２１７１７１７１７）））） 

七段七段七段七段：：：：３３３３３８３８３８３８名名名名（（（（２２２２９４９４９４９４））））八段八段八段八段：：：：    ４２４２４２４２名名名名（（（（    ３３３３８８８８）））） 

        開会式開会式開会式開会式：：：：    ９９９９：：：：３０３０３０３０ 

表表表表    彰彰彰彰：：：：神奈川県剣道連盟功労者表彰神奈川県剣道連盟功労者表彰神奈川県剣道連盟功労者表彰神奈川県剣道連盟功労者表彰 

笠村笠村笠村笠村    浩二浩二浩二浩二（（（（神奈川県剣道連盟副理事長神奈川県剣道連盟副理事長神奈川県剣道連盟副理事長神奈川県剣道連盟副理事長）））） 

坂田坂田坂田坂田    勝巳勝巳勝巳勝巳（（（（磯子区剣道連盟磯子区剣道連盟磯子区剣道連盟磯子区剣道連盟、、、、医師医師医師医師））））     

清田清田清田清田    邦昭邦昭邦昭邦昭（（（（神奈川県居合道部会長神奈川県居合道部会長神奈川県居合道部会長神奈川県居合道部会長）））） 

松井松井松井松井        實實實實（（（（元小田原剣道連盟会長元小田原剣道連盟会長元小田原剣道連盟会長元小田原剣道連盟会長）））） 

演演演演    武武武武：：：：一刀流中西派一刀流中西派一刀流中西派一刀流中西派五行五行五行五行                                 

                            打打打打太刀太刀太刀太刀        教士八段教士八段教士八段教士八段    滝澤滝澤滝澤滝澤    建治建治建治建治    先生先生先生先生 

仕太刀仕太刀仕太刀仕太刀        教士七段教士七段教士七段教士七段    池永祐一郎池永祐一郎池永祐一郎池永祐一郎    先生先生先生先生 

        試合開始試合開始試合開始試合開始：：：：１０１０１０１０：：：：１５１５１５１５    予定予定予定予定 

＊＊＊＊ ８０８０８０８０歳以上歳以上歳以上歳以上のののの高齢高齢高齢高齢者者者者出場選手出場選手出場選手出場選手    １１１１３３３３名名名名    にににに記念品記念品記念品記念品をををを贈呈贈呈贈呈贈呈しますしますしますします。。。。 

該当者該当者該当者該当者にににに通通通通知知知知しししし、、、、試合試合試合試合がががが終了終了終了終了したしたしたした選手選手選手選手からからからから適宜適宜適宜適宜、、、、会長会長会長会長よりよりよりより記念品記念品記念品記念品をををを渡渡渡渡しますしますしますします。。。。 

 

（（（（５５５５））））東京都剣道連盟主催剣道八段受審者講習会東京都剣道連盟主催剣道八段受審者講習会東京都剣道連盟主催剣道八段受審者講習会東京都剣道連盟主催剣道八段受審者講習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３３３３月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（日日日日））））    午午午午前前前前９９９９時開館時開館時開館時開館 

        会会会会    場場場場：：：：東京武道館東京武道館東京武道館東京武道館 

        受講料受講料受講料受講料：：：：５５５５，，，，４００４００４００４００円円円円 

        申込申込申込申込締切締切締切締切：：：：平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年２２２２月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（金金金金））））                                         

                            申込書申込書申込書申込書、、、、受講料受講料受講料受講料ともともともとも現金現金現金現金書書書書留留留留等等等等にてにてにてにて県剣連事務局県剣連事務局県剣連事務局県剣連事務局ままままでででで 

        ※※※※    １１１１月月月月２２２２６６６６日日日日（（（（金金金金））））にににに各各各各支部支部支部支部宛宛宛宛メールメールメールメール配信配信配信配信していますしていますしていますしています。。。。 

 

（（（（６６６６））））剣道剣道剣道剣道形形形形講習会講習会講習会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：：：：    ３３３３月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（土土土土））））受付受付受付受付９９９９：：：：００００００００、、、、９９９９：：：：３０３０３０３０～～～～１６１６１６１６：：：：００００００００     

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 

参加者参加者参加者参加者：：：：            名名名名（（（（七段七段七段七段=        名名名名、、、、六段六段六段六段=        名名名名、、、、五段五段五段五段=        名名名名、、、、四四四四段段段段＝＝＝＝        名名名名）））） 

 

（（（（７７７７））））第第第第５５５５３３３３回東日本中回東日本中回東日本中回東日本中央央央央講習会講習会講習会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：：：：    ３３３３月月月月３３３３１１１１日日日日（（（（土土土土）～）～）～）～４４４４月月月月１１１１日日日日（（（（日日日日））））     

会会会会    場場場場：：：：    勝勝勝勝浦市浦市浦市浦市 

        出席者出席者出席者出席者：：：：    石石石石原原原原    和和和和彦彦彦彦（（（（オブザーバーオブザーバーオブザーバーオブザーバー）））） 

                          有馬有馬有馬有馬    裕史裕史裕史裕史        宮崎宮崎宮崎宮崎    史裕史裕史裕史裕        辻辻辻辻山山山山    和良和良和良和良     
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（（（（８８８８））））平成平成平成平成３０３０３０３０年度年度年度年度 中中中中央央央央講習会講習会講習会講習会伝達伝達伝達伝達講習会講習会講習会講習会（（（（地地地地区講習会区講習会区講習会区講習会））））についてについてについてについて     資料資料資料資料    ３３３３ 

        ・・・・学校学校学校学校・・・・警察伝達警察伝達警察伝達警察伝達講習会講習会講習会講習会    ４４４４月月月月    ７７７７日日日日（（（（土土土土））））県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館 

・・・・横浜地横浜地横浜地横浜地区区区区伝達伝達伝達伝達講習会講習会講習会講習会        ４４４４月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（日日日日））））県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館 

・・・・横須賀地横須賀地横須賀地横須賀地区区区区伝達伝達伝達伝達講習会講習会講習会講習会    ４４４４月月月月１１１１５５５５日日日日（（（（日日日日））））三浦潮風三浦潮風三浦潮風三浦潮風アリーナアリーナアリーナアリーナ 

・・・・川川川川崎地崎地崎地崎地区区区区伝達伝達伝達伝達講習会講習会講習会講習会        ４４４４月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（日日日日））））多摩多摩多摩多摩スポーツセンタースポーツセンタースポーツセンタースポーツセンター 

・・・・湘湘湘湘南南南南地地地地区区区区伝達伝達伝達伝達講習会講習会講習会講習会        ４４４４月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（日日日日））））寒寒寒寒川川川川町総町総町総町総合合合合体育体育体育体育館館館館 

        ・・・・小田原小田原小田原小田原地地地地区区区区伝達伝達伝達伝達講習会講習会講習会講習会    ４４４４月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（日日日日））））小田原小田原小田原小田原スポーツスポーツスポーツスポーツ会館会館会館会館 

・・・・相模相模相模相模原原原原地地地地区区区区伝達伝達伝達伝達講習会講習会講習会講習会    ４４４４月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（月月月月････祝祝祝祝））））相模相模相模相模原原原原市市市市立立立立総総総総合合合合体育体育体育体育館館館館 

・・・・杖道杖道杖道杖道伝達伝達伝達伝達講習会講習会講習会講習会                ６６６６月月月月１１１１００００日日日日（（（（日日日日））））未未未未定定定定 

・・・・居合道居合道居合道居合道伝達伝達伝達伝達講習会講習会講習会講習会            ９９９９月月月月１１１１７７７７日日日日（（（（日日日日））））県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館 

 

（（（（９９９９））））平成平成平成平成３０３０３０３０年度年度年度年度 県居合道県居合道県居合道県居合道・・・・杖道審査会日杖道審査会日杖道審査会日杖道審査会日程程程程についてについてについてについて     

        ①①①①    居合道五段以居合道五段以居合道五段以居合道五段以下下下下審査会審査会審査会審査会        ４４４４月月月月    １１１１日日日日（（（（日日日日））））県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館 

        ②②②②    杖杖杖杖    道五段以道五段以道五段以道五段以下下下下審査会審査会審査会審査会        ４４４４月月月月    ８８８８日日日日（（（（日日日日））））県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館 

 

（（（（１０１０１０１０））））第第第第６６６６６６６６回回回回 全全全全日本都道日本都道日本都道日本都道府府府府県県県県対抗対抗対抗対抗剣道大会県剣道大会県剣道大会県剣道大会県代代代代表表表表監督監督監督監督・・・・選手選手選手選手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：：：：    ４４４４月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（日日日日））））        於於於於：：：：    大大大大阪市阪市阪市阪市 

            監監監監    督督督督    小山小山小山小山    則則則則夫夫夫夫 

            大大大大    将将将将    石石石石原原原原    和和和和彦彦彦彦（（（（川川川川崎市崎市崎市崎市剣道連盟剣道連盟剣道連盟剣道連盟））））                       （（（（県県県県連推連推連推連推薦薦薦薦））））             

   副副副副    将将将将    廣瀬廣瀬廣瀬廣瀬    貴之貴之貴之貴之（（（（旭旭旭旭区区区区剣道連盟剣道連盟剣道連盟剣道連盟））））           （（（（３５３５３５３５歳以上歳以上歳以上歳以上））））                     

            三三三三    将将将将    宮宮宮宮本本本本    大大大大幹幹幹幹（（（（県県県県    警警警警））））                                       （（（（警察職警察職警察職警察職員員員員））））                         

            中中中中    堅堅堅堅    一一一一番番番番ヶヶヶヶ瀬俊瀬俊瀬俊瀬俊介介介介（（（（関東関東関東関東学院学院学院学院中中中中・・・・高教高教高教高教））））（（（（教教教教職職職職員員員員・・・・学学学学剣連推剣連推剣連推剣連推薦薦薦薦））））     

            五五五五    将将将将    栗栗栗栗山山山山    大大大大志志志志（（（（茅茅茅茅ヶヶヶヶ崎市崎市崎市崎市剣道連盟剣道連盟剣道連盟剣道連盟））））（（（（１８１８１８１８歳以上歳以上歳以上歳以上３５３５３５３５歳歳歳歳未満未満未満未満））））     

            次次次次    峰峰峰峰    松松松松尾尾尾尾    涼涼涼涼平平平平（（（（東東東東海海海海大大大大学学学学））））             （（（（大大大大学学学学生生生生・・・・大大大大学学学学剣連推剣連推剣連推剣連推薦薦薦薦）））） 

            先先先先    鋒鋒鋒鋒    南南南南波波波波    賢賢賢賢人人人人（（（（桐蔭学園桐蔭学園桐蔭学園桐蔭学園高高高高校校校校））））       （（（（高高高高校校校校生生生生・・・・高高高高体体体体連推連推連推連推薦薦薦薦））））         

 

（（（（１１１１１１１１））））剣道剣道剣道剣道四四四四・・・・五段審査会五段審査会五段審査会五段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５５５５月月月月１１１１３３３３日日日日（（（（日日日日）））） 

            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 

            集集集集合受付時合受付時合受付時合受付時間間間間：：：：四四四四段段段段    ８８８８：：：：４５４５４５４５～～～～９９９９：：：：２０２０２０２０、、、、    五段五段五段五段    １１１１１１１１：：：：００００００００～～～～１１１１１１１１：：：：３０３０３０３０ 

申込申込申込申込締切締切締切締切日日日日：：：：    平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年４４４４月月月月６６６６日日日日（（（（金金金金））））剣道連盟事務局剣道連盟事務局剣道連盟事務局剣道連盟事務局必着必着必着必着 

            ※※※※    ２２２２月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（金金金金））））にににに各各各各支部支部支部支部ににににメールメールメールメール送信及送信及送信及送信及びホームページびホームページびホームページびホームページにににに掲載掲載掲載掲載 
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（（（（１１１１２２２２））））第第第第３３３３３３３３回神奈川県道場回神奈川県道場回神奈川県道場回神奈川県道場少少少少年剣道大会年剣道大会年剣道大会年剣道大会     

                    兼兼兼兼    第第第第１１１１１１１１回小回小回小回小学学学学生生生生個個個個人人人人オープンオープンオープンオープン剣道大会剣道大会剣道大会剣道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    ４４４４ 

            期期期期    日日日日：：：：平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年６６６６月月月月２２２２日日日日（（（（土土土土））））受付開始受付開始受付開始受付開始    ９９９９時時時時００００００００分分分分 

                                                                            開会式開会式開会式開会式        ９９９９時時時時１５１５１５１５分分分分 

            会会会会    場場場場：：：：寒寒寒寒川川川川総総総総合合合合体育体育体育体育館館館館 

            参加料参加料参加料参加料：：：：１１１１人人人人        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：：：：平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年４４４４月月月月１１１１４４４４日日日日（（（（土土土土）））） 

            申込先申込先申込先申込先：：：：〒〒〒〒253-0082 茅茅茅茅ヶヶヶヶ崎市香崎市香崎市香崎市香川川川川６６６６－－－－６６６６－－－－４０４０４０４０ 

                                                        大会大会大会大会委委委委員長員長員長員長    亀亀亀亀井井井井    賢司賢司賢司賢司    宛宛宛宛 

 

（（（（１１１１３３３３））））第第第第２２２２７７７７回回回回全国全国全国全国高高高高校校校校剣道選剣道選剣道選剣道選抜抜抜抜大会県大会県大会県大会県代代代代表選表選表選表選考考考考会会会会についてについてについてについて（（（（結果結果結果結果）））） 

＜＜＜＜男男男男子子子子団体団体団体団体＞＞＞＞ 

１１１１月月月月２２２２７７７７日日日日（（（（土土土土）））） 

海老海老海老海老名名名名総総総総合合合合体育体育体育体育館館館館 

＜＜＜＜女女女女子子子子団体団体団体団体＞＞＞＞ 

１１１１月月月月２２２２８８８８日日日日（（（（日日日日）））） 

平塚平塚平塚平塚市総市総市総市総合合合合体育体育体育体育館館館館 

優優優優    勝勝勝勝 桐蔭学園桐蔭学園桐蔭学園桐蔭学園高高高高校校校校 桐蔭学園桐蔭学園桐蔭学園桐蔭学園高高高高校校校校 

    二二二二    位位位位 東東東東海海海海大大大大学学学学付付付付属相模属相模属相模属相模高高高高校校校校 東東東東海海海海大大大大学学学学付付付付属相模属相模属相模属相模高高高高校校校校 

    三三三三    位位位位 

         

県立県立県立県立弥栄弥栄弥栄弥栄高高高高校校校校     

横浜横浜横浜横浜高高高高校校校校     

横浜商科横浜商科横浜商科横浜商科大大大大学学学学高高高高校校校校 

横浜隼横浜隼横浜隼横浜隼人高人高人高人高校校校校 

     

五五五五    位位位位 

         

         

桐光学園桐光学園桐光学園桐光学園高高高高校校校校 

横浜商科横浜商科横浜商科横浜商科大大大大学学学学高高高高校校校校 

県立県立県立県立希望希望希望希望ヶヶヶヶ丘丘丘丘高高高高校校校校 

鎌倉学園鎌倉学園鎌倉学園鎌倉学園高高高高校校校校     

日本大日本大日本大日本大学学学学高高高高校校校校 

湘湘湘湘南南南南工科工科工科工科大大大大学附属学附属学附属学附属高高高高校校校校 

県立県立県立県立弥栄弥栄弥栄弥栄高高高高校校校校 

横浜創英横浜創英横浜創英横浜創英高高高高校校校校 

                    ・・・・男子男子男子男子優優優優勝勝勝勝のののの桐蔭学園桐蔭学園桐蔭学園桐蔭学園高高高高校校校校はははは４４４４年連年連年連年連続続続続２０２０２０２０回回回回目目目目のののの優優優優勝勝勝勝 

                    ・・・・女子女子女子女子優優優優勝勝勝勝のののの桐蔭学園桐蔭学園桐蔭学園桐蔭学園高高高高校校校校はははは２２２２年年年年連連連連続続続続８８８８回回回回目目目目のののの優優優優勝勝勝勝 

                        優優優優勝勝勝勝の２の２の２の２校校校校はははは平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年３３３３月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（火火火火））））・２８・２８・２８・２８日日日日（（（（水水水水））））にににに 

            愛愛愛愛知県知県知県知県春春春春日井日井日井日井市市市市でででで行行行行われるわれるわれるわれる全国全国全国全国選選選選抜抜抜抜大会大会大会大会にににに出場出場出場出場。。。。     

 

（（（（１１１１４４４４））））第第第第５５５５回回回回全全全全日本選日本選日本選日本選抜抜抜抜剣道七段選手剣道七段選手剣道七段選手剣道七段選手権権権権大会大会大会大会についてについてについてについて（（（（結果結果結果結果）））） 

            開催日開催日開催日開催日：：：：平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年２２２２月月月月４４４４日日日日（（（（日日日日）））） 

            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 

            優優優優勝勝勝勝    橋橋橋橋本本本本桂桂桂桂一一一一（（（（埼玉埼玉埼玉埼玉））））    準優準優準優準優勝勝勝勝    松松松松脇伸脇伸脇伸脇伸介介介介（（（（東京東京東京東京）））） 

            三位三位三位三位    権瓶権瓶権瓶権瓶功功功功泰泰泰泰（（（（東京東京東京東京））））    木和田大木和田大木和田大木和田大起起起起（（（（大大大大阪阪阪阪）））） 
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４４４４．．．．そそそそのののの他他他他 

            ①①①①平成平成平成平成３０３０３０３０年度理事会年度理事会年度理事会年度理事会・・・・女子合女子合女子合女子合同稽古同稽古同稽古同稽古・・・・一一一一般般般般合合合合同稽古同稽古同稽古同稽古（（（（予定予定予定予定））））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 

             

②②②②平成平成平成平成２２２２９９９９年度年度年度年度 年年年年間間間間審査審査審査審査結果結果結果結果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 

 

③③③③平成平成平成平成３０３０３０３０年度神奈川県剣道連盟行事予定表年度神奈川県剣道連盟行事予定表年度神奈川県剣道連盟行事予定表年度神奈川県剣道連盟行事予定表（（（（案案案案））））                     別別別別        紙紙紙紙 

 

            ④④④④ ３３３３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         

                     開催日開催日開催日開催日：：：：    ３３３３月月月月８８８８日日日日（（（（木木木木））））午午午午後後後後６６６６時時時時～～～～    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、、、、保土保土保土保土ケケケケ谷谷谷谷区支部区支部区支部区支部、、、、川川川川崎市崎市崎市崎市支部支部支部支部でででですすすす。。。。 

 

５５５５．．．．閉閉閉閉        会会会会     

 

 

 

 


