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総務より
学校開放より

・形稽古はありません。

・12 月 1 日(土) 草加小学校クリーンデーとなって
おります。

・選抜稽古は 12/1（土）9：00～
記念体育館剣道場

・12 月 10 日(月) 19：00～学校開放運営委員会
草加小 2 階「なかよしルーム」にて

草加中央が『当番』になっておりますので、選抜メ
ンバーの父兄の方々はご協力を宜しくお願い致し

出席者：小橋さん、加藤さん

ます。
・連盟稽古納め会

１２月の稽古予定

12 月 23 日(日)10：00 集合
10：30～12：00 草加中学校剣道場

日/曜

場所
記念体育館剣道場

1(土)

（選抜稽古）
中央公民館

2(日)

時間
9：00～
19：00～

川口市戸塚体育館
（戸塚剣道大会）

4(火)

草加小学校

19：00～

6(木)

中央公民館

19：00～

8(土)

9(日)

草加中学校剣道場
(お楽しみ会・部内戦)

12 月 23 日(日)17：00～ 夕やけ小やけ
支部から 3 名出席予定
男性 5000 円 女性 4000 円
12/15（土）までに坂田先生まで。
・越年稽古
毎年草加小学校の体育館を借用して行っており
ましたが、12 月 28 日～1 月 3 日まで

17：00～

日野市市民の森ふれあいホール

草加小学校の使用禁止の為、『中止』となりまし
た。

（毎日レディース剣道大会）

11(火)

草加小学校

19：00～

13(木)

草中剣道場

19：00～

瀬崎コミュニティーセンター

13：00～

15(土)

・連盟納会

SOUKA80
（草加中央剣友会忘年会）

18：00～

18(火)

草加小学校

19：00～

20(木)

草加中学校剣道場

19：00～

草加市剣道連盟

稽古会日程

金曜日 19 時～草加中学校剣道場
12/7 12/14
稽古納め会
12 月 23 日(日)10：00 集合

10：30～12：00

草加中学校剣道場

越谷市総合体育館
22(土)

（第 18 回彩の国清虔杯剣道大会）
中央公民館（稽古納め）

18：30～

各自にて竹刀を点検の上ご参加ください。

＊広報イベント部より＊

＊育成会より＊

・忘年会

・12 月 8 日（土）草加中学校剣道場にて『お

12 月 15 日（土）午後 6 時より

楽しみ会＆部内戦』を開催します。

『SOUKA80』草加駅西口

17 時～お楽しみ会

会費：6000 円

＊新しい仲間も増えましたので親睦を兼ねて、
軽食を食べたりプレゼント交換等のレクリエ

・新年会

ーションを予定しております。

1 月 6 日（日）午後 6 時より

＊プレゼント交換は男女別で行います、500 円

中華料理『食為天』草加駅東口から徒歩 4 分

ほどのプレゼントをご用意下さい。

０４８－９２９－０６８８
草加市高砂 1-5-17
会費： 大 人 4000 円

18 時 30 分～部内戦

子ども 2000 円

＊紅白戦を予定しております。先生方、審判の

申込：12 月 20 日（木）までに星川先生までお
願いします。

ご協力をお願い致します。
＊中学生も参加可能です。皆さんの参加をお待
ちしております。どうぞよろしくお願い致しま
す。

新入会員紹介
・12 月 11 日（火）19：00～草加小学校体育館
新しく会員が増えました！

のトイレ掃除をします。ゴム手袋・雑巾・サン

みなさまどうぞよろしくお願いします。

ダル等お持ちの上、集まってください。

根本康生（ネモトコウセイ）草加小 5 年生
増家優響（マスヤヒロキ）川柳中 1 年

大会・稽古会結果

平成 30 年 11 月 4 日（日）第１４回埼玉県剣道大会（小学生の部）
団体戦 ★ベスト８★ 廣政壮汰(大将)
個人戦 ★三回戦★ 岡島佳信(5 年)
＊以上 2 名は草加選抜から選手として出場しました。
平成 30 年 11 月 23 日（金・祝）谷塚剣友会小学生錬成大会
午前の部 ★10 勝 1 敗★

午後の部 ★8 勝 1 敗★

（廣政壮汰 福田和人 石津愛 岡島佳信 小橋遼介 金子侑楽 市川柊都）

大会・稽古会予定

「H30 年度戸塚剣道大会」クラブ対抗親善試合
日時：平成 30 年 12 月 2 日（日）12：20 までに集合 13：00 合同稽古 13：40 試合開始
会場：川口市立戸塚体育館

川口市戸塚南 2-12-18

監督：笠原裕之
選手：4 年生以下の部
先鋒：仲泊兼杜 中堅：古澤緯 大将：市川柊都
小学生の部
先鋒：小橋遼介 次鋒：副島悠矢 中堅：岡島佳信

副将：福田和人 大将：廣政壮汰

毎日レディース剣道大会
日時：平成 30 年 12 月 9 日（日）午前 8：30 開場/受付 9：30 開会 午後 5 時終了予定
会場：日野市市民の森ふれあいホール ０４２－５８４－２５５５
〒191-0011 東京都日野市日野本町六丁目 1 番地の 3
監督：岡島信保
選手：すみれの部（ジュニア）
先鋒：金子侑楽 中堅：石津愛 大将：岡島理紗
第 18 回彩の国清虔杯剣道大会
日時：平成 30 年 12 月 22 日（土）午前 8 時 30 分開場 午前 8 時 40 分団体・審判受付開始
午前 9 時 30 分開会 午後 3 時 30 分閉会式
会場：越谷市総合体育館 第一体育室（メインアリーナ）
越谷市増林 2 丁目 33

048（964）4321

選手：基本の部（監督 岡島信保）
先鋒：岡島征信 中堅：古澤叡 大将：仲泊兼杜 元立ち：小橋遼介
小学生の部（監督 笠原裕之）
先鋒：小橋遼介 次鋒：市川柊都 中堅：岡島佳信

副将：福田和人 大将：廣政壮汰

中学生男子の部（監督 笠原裕之）
先鋒：櫻澤子龍 次鋒：太田千尋 中堅：細木原拓摩 副将：本多雅弘 大将：中島響
中学生女子の部（監督 岡島信保）
先鋒：植村幸恵 中堅：岡島理紗 大将：小橋加奈
審判：植村寛治、星川香織

午前 8 時 50 分審判会議（1 階会議室）

係員（6 名）
：廣政幸子、小橋利律子、岡島香、市川沙知子、仲泊雅子、古澤彩

