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総務より
＊形稽古は、ありません。
＊選抜稽古は、3/2（土）9：00～ 記念体育館

３月の稽古予定

今年度、最後の稽古となりますので、6 年生(対象
者のみ)はお休みしないようにしましょう。
日/曜

場所

時間

記念体育館剣道場

9：00～

（選抜稽古）
草加中学校会議室
2(土)

（大会実行委員会）
草加中学校剣道場
（六年生を贈る会）
草加中学校剣道場

＊演武稽古（対象者のみ）3/10（日）13：00～
勤労青少年ホーム軽体育室
＊草加中央剣友会少年剣道大会実行委員会

15：00～

3 月 2 日（土）15：00～17：00
草加中学校会議室

17：00～

＊草加中央剣友会理事会
3 月 16 日（土）13：00～15：00

18：３0～

中央公民館第 3 会議室（1 階）

3(日)

記念体育館（武道まつり）

5(火)

草加小学校

19：00～

7(木)

草加中学校剣道場

19：00～

4 月 13 日（土）13：00～17：00

9(土)

草加中学校剣道場

18：30～

中央公民館第 3 会議室（1 階）

10(日)

勤労青少年ホーム軽体育室
演武稽古（対象者のみ）

13：00～

・理事の皆様、ご出席をお願い致します。
＊会計監査

＊草加中央剣友会総会
4 月 27 日（土）9：30～11：00
中央公民館第 1 会議室（2 階）

12(火)

草加中学校剣道場

19：00～

14(木)

記念体育館剣道場

19：00～

中央公民館第三会議室

13：00～

第 41 回日本剣道少年団研修会書道展

中央公民館

18：３0～

入賞 佳作 中島響 石津愛 金子侑楽

16(土)

17(日)
19(火)
21(木)
23(土)

草加市市民体育館
草加中央剣友会少年剣道大会
草加中学校剣道場

19：00～

記念体育館剣道場

18：30～

草加小学校

19：00～

28(木)

中央公民館

19：00～

中央公民館

18：30～

稽古会日程

金曜日 19 時～
3/1

26(火)

31(日)

草加市剣道連盟

春分の日（お休み）

24(日)

30(土)

おめでとうございます！

3/8 草加中学校アリーナ（２階）

3/15 3/22 草加中学校剣道場
合同稽古会
3 月 24 日(日)

9：00～13：00

水戸青柳公園市民体育館

中央公民館第一体育室

（全国選抜少年剣道錬成大会（交流会））

担当：松原

水戸青柳公園市民体育館
（全国選抜少年剣道錬成大会（大会））

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
昨年、夏の合宿として使用していた秩父市大滝
村『神庭荘』が廃業される事となりました。
只今、合宿所を検討しております。

剣道地区講習会
日時：平成 31 年 4 月 21 日（日） 9：00 受付
会場：草加市市民体育館
受講料：500 円
持ち物：剣道手帳、審判旗、木刀

＊育成会より＊

＊『草加市剣道連盟』が担当になっております。

・2 日(土)『6 年生を送る会』を行います。
午後 5 時 15 分～ 草加中学校剣道場

草加の先生方には、講習会のお手伝いのご協力を
お願いすることがありますので

・2 日（土）
、9 日（土）

多くの先生方の参加をお願い致します。

18：30～草加中学校剣道場

締め切り：3 月 25 日（月）

コート係練習を予定しています。
＊先生方におかれましても、試合稽古のご協
学校開放より

力をよろしくお願い致します。
・16 日（土）大会前日準備（備品等の運び出
し）を行いますので、育成会のみなさんはご

3/4（月）19：00～学校開放委員会
草加小 2 階「なかよしルーム」にて
出席者：小橋さん、加藤さん

協力をお願いします。
・23 日（土）19：00～大会反省会（記念体育

3/17（日）10：00～草加小学校体育館清掃
出席者：加藤さん、坂田先生

館研修室）

草加市剣道連盟登録料・剣友会会費の納入・スポーツ保険更新
（平成 31 年度分）
年度替わりにあたり、下記の通り諸費用の納入をお願いいたします。
草加市剣道連盟登録料
学生：2000 円
65 歳未満一般：4000 円
65 歳以上一般：3000 円
（草加市中体連加入者は草加市剣道連盟登録料が不要です。）
中央剣友会年会費
中学生（中体連加入者）
：500 円
高校生（高体連加入者）
：1000 円
大学生（学連加入者）
：2000 円
大人（有段者）
：12000 円
（＊上記以外の会員は月額 2000 円とする）
納入方法：平成 31 年 4 月 19 日（金）までに総務までお願いいたします。
振り込みの方：ゆうちょ銀行 口座名：草加中央剣友会 店名：0 三八 店番：038
種目：普通預金 口座番号：7508883
スポーツ保険更新（申込 3/17 迄）
小・中学生：800 円
高校生以上：1850 円
65 歳以上：1200 円

大会・稽古会結果

平成 31 年 2 月 3 日（日）第 73 回草加市スポーツ少年団剣道交流大会
個人戦
小学生 1,2 年男女の部 ★3 位★岡島征信
小学生 3 年男女の部 ★3 位★古澤緯
小学生 5 年男子の部 ★優勝★小橋遼介
★2 位★岡島佳信
小学生 6 年男子の部 ★2 位★廣政壮汰
中学生 1 年男子の部 ★3 位★櫻澤子龍
団体戦
小学生の部 ★3 位★A チーム（先鋒：小橋遼介 中堅：福田和人 大将：廣政壮汰）
中学生の部 ★3 位★A チーム（先鋒：太田千尋 中堅：石塚響 大将：中島響）

大会・稽古会予定

第 44 回草加中央剣友会少年剣道大会
日時：平成 31 年 3 月 17 日（日）8：30 集合 9：45 開会式
会場：草加市スポーツ健康都市記念体育館 サブアリーナ
340-0022 草加市瀬崎 6-31-1 048-922-1151
試合種目：午前の部 団体戦
A チーム（先鋒：岡島佳信

次鋒：金子侑楽 中堅：小橋遼介 副将：福田和人 大将：廣政壮汰）

B チーム（先鋒：市川柊都

次鋒：我妻寛治 中堅：飯塚涼太朗 副将：副島悠矢 大将：石津愛）

午後の部 （個人戦）
基本の部（幼年の部、小学生低学年の部・小学生高学年の部）
試合（小学生 1,2 年以下の部・小学生 3,4 年の部・小学生 5,6 年の部・中学生の部）
紅白戦
文部科学大臣杯第６０回記念全国選抜少年剣道錬成大会
本大会
日時：平成 31 年 3 月 31 日（日）7：00 受付 8：30 開始
交流会
日時：平成 31 年 3 月 30 日（土）10：00～16：30
会場：水戸市青柳公園 市民体育館
茨城県水戸市水府町 864-6 029-225-6931
監督：笠原裕之
選手：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

