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令和４年７月２７日 

藤沢市剣道連盟 支部代表者各位 

藤沢市中学校／高等学校 剣道部顧問各位 
藤沢市剣道連盟 指導・教育専門部会 

部長 朝長 忠雄 

 

稽古会・講習会のご案内（令和４年８・９月版） 

 

 各位には、平素より藤沢市剣道連盟の活動に、ご理解とご協力をいただきまして誠にありが

とうございます。 

さて、８・９月度の行事を下記のとおり開催いたしますので、皆さまお誘いあわせの上ご参

加ください。 

なお、再び新型コロナウィルス感染者数が急激に増加しておりますので、状況によっては予

定を変更することもあります。ホームページなどで最新の予定をご確認の上ご参加ください。 

 

（記） 

稽古会・講習会・級位審査会のご案内 

No 開催日 時間 稽古会・講習会 会 場 

１ ８月 ７日（日） １３～１７時 
市剣連審判講習会 

兼 市剣連合同稽古会 
秋葉台文化体育館２F・武道場（全） 

２ ８月１４日（日） １４～１７時 市剣連高段者研究会 秩父宮記念体育館・武道場（全） 

３ ８月２１日（日） ９～１７時 藤沢市民総体剣道競技の部 秩父宮記念体育館･メインアリーナ 

４ 
９月 ４日（日） 

９～１３時 一級審査会（後期） 
秩父宮記念体育館・武道場（全） 

５ １４～１７時 市剣連高段者研究会 

６ ９月１１日（日） １３～１７時 
市剣連指導者研修会 

 兼 市剣連合同稽古会 
秋葉台文化体育館２F・武道場（全） 

７ ９月１８日（日） １１～１７時 市剣連小学生強化錬成会 秩父宮記念体育館・武道場（全） 

 

【新型コロナウィルス感染症予防 】 

※ 稽古会、講習会に限り、８月より入館時の「別紙１_剣道連盟主幹行事参加チェックリスト」の

提出は不要とします。 

入館時に氏名、体温、連絡先を参加者名簿に記載願います。（厳守!!） 

受付担当者の確認、了解を得て入館してください。 

※ 参加者は「藤沢市剣道連盟 対人稽古再開に向けた新型コロナウィルス感染症予防ガイドライ

ン」を一読し参加願います。（藤沢市剣道連盟ホームページ掲載） 

※ 全剣連制定のガイドラインでは稽古参加に際してワクチン接種を推奨しています。ご自身はも

とより稽古仲間への感染予防のためにもご協力をお願いします。 
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１．８月 ７日（日）   １３：００～１７：００  秋葉台文化体育館２F・武道場（全） 

市剣連審判講習会 兼 ８月度市剣連合同稽古会 

 

【審判講習会】（コロナ対策準備、受付 １３：００～１３：３０） 

・参加対象 ： 剣道四段以上の支部指導者・一般会員、中学・高校剣道部顧問（段級不問） 

       （申込み不要） 

       ※８月２１日市民剣道大会の審判をされる先生方は積極的に参加のこと。 

       ※入場者数に制限があるため定員（50 名）になり次第受付終了します。 

・講  師 ： 藤沢市剣道連盟 剣道錬士七段 太田 智之 

・講習内容 ：審判法の説明、審判実習（模擬試合で実技講習） 13:30 ～ 15:15 

       今回は特に「鍔迫り合い」時の対応等を講習します。 

 

【合同稽古会】 （受付 １５：１５～１５：３０） 

・参加対象 ：高校生以上の一般会員（段級不問、申し込み不要） 

※入場者数に制限があるため定員（50 名）になり次第受付終了します。 

・稽古内容 ：① 準備運動、基本打ち稽古 15:30 ～ 16:00  

② 高段者元立ちによる指導稽古、互格稽古 16:00 ～ 16:30  

（コロナ対策後片づけ、退出） 16:30 ～ 17:00 

 

２．８月１４日（日）  １４：００～１７：００   秩父宮記念体育館・武道場（全） 

８月度 市剣連高段者研究会 

・参加対象 ：剣道四段（受審予定者を含む）以上の一般会員 （申込み不要） 

※入場者数に制限があるため定員（70 名）になり次第受付終了します。 

（コロナ対策準備、受付） 14:00 ～ 14:30  

・稽古内容 ：① 日本剣道形稽古 14:30 ～ 15:00  

② 準備運動、基本打ち稽古 15:00 ～ 15:30  

③ 高段者元立ちによる指導稽古、互格稽古 15:30 ～ 16:30  

（コロナ対策後片づけ、退出）  16:30 ～ 17:00  

 

３．８月２１日（日）   ９：００～       秩父宮記念体育館・メインアリーナ 

第７回 藤沢市民総合体育大会継承大会（剣道の部） 

・参加資格 ： 藤沢市剣道連盟各支部に登録する小中学生及び市内在住在学の小中学生 

・試合方法 ： 個人トーナメント戦（男女別、学年別） 

 

４．９月 ４日（日）    ９：００～１３：００  秩父宮記念体育館・武道場（全） 

後期 一級審査会 

・受審対象 ：剣道二級取得者で小学６年生以上または中学３年生以上(無級でも可) 

・申込締切 ：８月１９日（金）厳守 部活顧問、支部代表者→伊澤スポ－ツ店 

・審査内容 ：① 実技審査 

② 木刀による剣道基本技稽古法審査（基本１～９） 
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５．９月 ４日（日）   １４：００～１７：００  秩父宮記念体育館・武道場（全） 

９月度 市剣連高段者研究会 

・参加対象 ：剣道四段（受審予定者を含む）以上の一般会員 （申込み不要） 

※入場者数に制限があるため定員（70 名）になり次第受付終了します。 

（コロナ対策準備、受付） 14:00 ～ 14:30  

・稽古内容 ：① 日本剣道形稽古 14:30 ～ 15:00  

② 準備運動、基本打ち稽古 15:00 ～ 15:30  

③ 高段者元立ちによる指導稽古、互格稽古 15:30 ～ 16:30  

（コロナ対策後片づけ、退出）  16:30 ～ 17:00  

 

 

６．９月１１日（日）  １３：００～１７：００   秋葉台文化体育館２F・武道場（全） 

市剣連指導者研修会 兼 ９月度市剣連合同稽古会 

 

【指導者研修会】（コロナ対策準備、受付 １３：００～１３：３０） 

・参加対象 ： 剣道四段以上の支部指導者・一般会員、中学・高校剣道部顧問（段級不問） 

       （申込み不要） 

       ※入場者数に制限があるため定員（50 名）になり次第受付終了します。 

・講  師 ： 藤沢市剣道連盟 剣道教士七段 中村 光男 

・研修内容 ： 剣道指導法の講習  13:30 ～ 15:00 

・携帯品  ： 剣道具、木刀（大、小）、筆記具、剣道講習会資料 

 

【合同稽古会】 （受付 １５：００～１５：１５） 

・参加対象 ：高校生以上の一般会員（段級不問、申し込み不要） 

※入場者数に制限があるため定員（50 名）になり次第受付終了します。 

・稽古内容 ：① 準備運動、基本打ち稽古 15:15 ～ 15:45  

② 高段者元立ちによる指導稽古、互格稽古 15:45 ～ 16:30  

（コロナ対策後片づけ、退出） 16:30 ～ 17:00  

 

 

７．９月１８日（日）  １１：００～１７：００  秩父宮記念体育館・武道場（全） 

市剣連小学生強化錬成会 

・参加対象 ：市内各支部、道場に所属する小学生 

・申込締切 ：９月４日（日） 支部、道場代表者経由で申し込み（案内書別途送付） 

連絡先：指導・教育専門部会 朝長忠雄 

(Tel.Fax．0466-23-1430 / mail： katase-tomonaga＠hb.tp1.jp） 

・錬成内容 ： ５名／チームで試合（団体戦）を実施 

 

－以上－ 


