
令和２年１１月４日   

 

 各地区剣道連盟会長 様 

 

                         (一財)山口県剣道連盟 

会 長 茨 木  貴 

     [公印省略] 

 

事務連絡（１１月以降の行事）の訂正について 

 

１１月２日付け「事務連絡（１１月以降の行事）について」により送付いたしま

した山口県剣道連盟・全日本剣道連盟行事の状況について、１２月中の 

 ○ １２月１３日（日）萩市 剣道三段以下審査会 

 ○ １２月１９日（土）FUJIBO 柳井化学武道館 居合道合同稽古会 

が漏れておりましたので再送付いたします。 

剣道・居合道・杖道合同稽古会に参加される方は、下記のとおり事前連絡、書類

提出をお願いいたします。 

なお、１１月７日（土）の剣道合同稽古会は（10:00～12:00）・杖道合同稽古会は

（13:00～17:00）の開催です。 

参加される方は、 

○ 直前の金曜日の午前中までに「地区剣連名、段位、氏名」を山口県剣道連

盟事務局にメール、ＦＡⅩ、電話によりご連絡ください。 

なお、会員名簿に掲載のない方は、参加連絡を頂く際に、住所、電話番号

についてもご連絡ください。 

○ 参加者チェック表の提出 

参加当日は、参加者チェック表に必要事項を記載され、受付時に提出をお

願いいたします。 

 

［連絡先］ 

    山口県剣道連盟 ☏  083-932-5072 

            FAX 083-932-5073 

            Mail y.kendou@eagle.ocn.ne.jp

mailto:y.kendou@eagle.ocn.ne.jp


 

～県内行事

月 日 曜

３日 （火・祝） 東京都 第６８回全日本剣道選手権大会 中止

７日 （土） 維新武道館 県連剣道合同稽古会（10:00～12:00） 開催

７日 （土） 維新武道館 杖道合同稽古会（13:00～）15日開催を変更 変更開催

８日 （日） 東京都 居合道六・七段審査会 開催

８日 （日） 福山市 福山市居合道大会 中止

１３～１５日 （金～日） 東京都 第６９回全国青年剣道大会 中止

１４日 （土） 名古屋 剣道七段審査会　 開催

１５日 （日） 名古屋 剣道六段審査会　 開催

１５日 （日） 高川学園体育館 剣道ジュニア強化錬成会 開催

２１日 （土） 美祢市 剣道三段以下審査会 開催

２１日 （土） セミナーパーク 小学生定期錬成会 開催

２２日 （日） 維新アリーナ 山口県体育大会（剣道競技一般の部） 開催

２２日 （日） 東京都 剣道六段審査会 開催

２４日 （火） 東京都 剣道・居合道・杖道称号（教士・錬士）審査 開催

２４・２５日 （火・水） 東京都 剣道七段審査会 開催

２６・２７日 （木・金） 東京都 剣道八段審査会 開催

２８日 （土） 維新会議室１ 審議員会・審査員選考委員会 開催

２９日 （日） 光市 剣道三段以下審査会 開催

２９日 （日） トクヤマ文化体育館 周南地区居合道講習会　２３日開催を変更 変更開催

２９日 （日） 広島県 第7回広島杖道大会 中止

５日 （土） 徳島県 中四国剣道合同稽古会 中止

６日 （日） 維新武道館 第１１回武道祭 開催

１１～１３日 （金～日） 長崎県 第１２９回社会体育指導員養成講習会（初級） 中止

１２日 （土） 長崎県 社会体育指導員初級更新 中止

１２日 （土） 維新武道館 杖道合同稽古会（13:00～）13日開催を変更 変更開催

１３日 （日） 萩市 剣道三段以下審査会 開催

１８～２０日 （金～日） 香川県 第１３０回社会体育指導員養成講習会（初級） 中止

１９日 （土） 香川県 社会体育指導員初級更新 中止

１９日 （土）
ＦＵＪＩＢＯ柳井
化学武道館 居合道合同稽古会 開催

２６日 （土） セミナーパーク 小学生定期錬成会 開催

９日 （土） 維新武道館 杖道合同稽古会（13:00～）31日開催を変更 変更開催

１０日 （日） 大阪府 大阪居合道大会 中止

１５日 （金） 東京都 杖道六・七段審査会 開催

１６・１７日 （土・日） 東京都 杖道地区講習会 中止

６日 （土） 維新武道館 杖道合同稽古会（13:00～）14日開催を変更 変更開催

７日 （日） 維新武道館 剣道（四・五段）審査会・午後：公認審判員審査会 変更開催

２０日 （土） 西部 居合道合同稽古会 中止

２８日 （日） 維新武道館 居合道講習会・審査会 変更開催

3月 ６日 （土） 維新武道館 杖道講習会・審査会（13:00～）7日開催を変更 変更開催

2月 ※居合道五段以下以下審査会は２８日に変更、２８日開催の公認審判員審査会を変更

12
月

大会等の状況一覧表（１１月以降）

状　況
開催予定月日

行       事       名場　所

※１月以降の行事については、中止・変更行事のみを掲載しています。それ以外は当初計画のと
おり開催予定ですが、今後の状況により中止等になることがあります。（中・高体連行事を除く。）

11
月

1月

以下は、中止、変更があるものを記載しています。



 

別添１

年齢 住　　　所 電話番号

ありなし

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

○

（下記は該当に○を記載）

※各地区剣連及び地区の団体主催の行事で感染報告を受けた場合は、県剣連(083-932-
5072)へ速報

※主催の責任者（事務局を含む。）へ速報

2

3

4

　新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触

　同居家族や身近な知人に感染が疑われる方

　参加後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合の報告

確認☑≪報　告　事　項≫

≪参加見合わせ、チェック項目≫

≪携行品、チェック項目≫ 確認☑

参加者チェック表（剣道・居合道・杖道共通）

氏　　名 当日体温

※行事参加当日受付で提出ください。

　体調不良
（例：発熱・味覚障害・咳・咽頭の違和感や痛み・頭痛などの症状）

　過去１４日以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている
国、地域等への渡航又は当該居住者との濃厚接触

※上記「あり」に○のある方は、参加の見合わせをお願いします。

1

下記は、確認後✔してください。

≪遵守事項、チェック項目≫ 確認☑

　マスクの着用（剣道の面を着装しない場合は不織布マスク可）

　手指の洗い、うがい（到着時・終了時）

　参加者・運営関係者以外は立ち入り禁止

　用具の点検と除菌の励行

　施設内で唾や痰を吐くことを極力回避

　不必要な会話、大声での会話の禁止

　前後・左右に十分な間隔（１ｍ～２ｍの間隔、密の防止）

　水分補給及び塩分補給できるものを持参

　ビニール袋（使用済み手拭い・マスクの収納用）

　除菌液を持参

　個人専用タオル・手拭いの持参

　マスクの携行（剣道は、面マスク・普通マスクの２種類）


