
三条剣道会 平成31年度事業計画・柑告

［第3号議案】

B 程 事稟内容 会 場 時 間 償 考

4月 21日（日）平成30年度三条剣道会定期総会 寛ー中学校島田体膏館武道場 PM 9:00~ 
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三条杯争奪高等学校剣道大会〈準傭会） 運営準傭
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27日（土） 三条杯争奪高等学校剣道大会く会場設営＞ 燕市体育センター PM 13:00~ 会場設営
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ド"●"'● "''"""""-…--・-…..... 十●ヤ••一

28日（日） 聾46回三条杯争奪高等学校剣道大会 AM 6:00~ 大会当日
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三条杯争奪高専学校剣道大会〈慰労会〉 訂烹まるい 四 7:30~

5月 25日（土） 東北日本居合い道剣道大会 燕市体膏センター 大会後檀

26日（日）

6月 15日（土） 三条群凰合同稽古会 大崎山グリーンスポーッセンター PM 15:00~ 
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16日（日） 懇籟会PM6:00~ 会費：¥4.500

7月 6日（土） 昇級審査会 寛ー中学校島田体膏館 AM 9:00閂始 年齢問わず曼●料・¥2.000 
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新潟県少年少女気道大会選手選考会 ※昇級書査後
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14日（日） 中越地区割道大会 AM 7:00~ 

〇纏暴 ：・轟校女子の饂三位入貫著林肴竃 ・菖校女子・人の鄭三位入貫佐●紀籟 ．．校女子団体の鬱 三位入賞（量●山鴫 先鐸．佐●紀● 中堅佐●ひなた大綱：佐●宴）

8月 4日（日） 暑中襦古会（小中学生対象合同種古会含む） 舅ー中学校島田体膏館 AM 9:00~ 
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暑気払い 大衆焼肉さんきらく PM 3:00~ 会費：¥4,000
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25日（日）新潟県少年少女剰道大会 新潟市東総合体膏センター AM 7:00~ 

〇縫景 ： 裏零年男子の鬱三位入貫(II●刃羽先鋒 ’木村次鋒 ：三願 中堅 •If• II将：田中大樗：皐戸 襴●：稟林）

9月 713 (土） 聾15回三条市民総合体膏祭く開会式＞ 三条栄体育館 PM 6:00~ ◎一般会員参加
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7日（土）第15回 三条市民総合体育祭剣道大会会場設営 第一中学校島田体膏館 PM 13:00~ 
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8日（日） 舅15回 三条市民総合体育祭貪l道大会 AM 8:00集合

10月 6日（日）秋季合同稿古会 舅ー中学校島田体育館 AM 9:00~ 会費：¥4.500

懇親会
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26日（土） ー級書査会 ・日本剣道形講習会 大面体育館 AM 9:00~PM 5:00 AM 8:00集合

10月 27日（日） 新潟県気道大会 新発田市カルチャーセンター AM 7:00~ AM 7:00集合

11月 2日（土）昇級●蒼会・日本剣道形讚習会 寛ー中学校島田体育館 AM 9:00開始 AM 8:00集合
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4日（月）昇段審査会 厚生福祉会館 AM 9:00~ AM 7:00集合
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10日（日） 中越地区小学生対象合同種古会 厚生福祉会館 AM 9:00~ 
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16日（土） 三条合同櫨古会 （案） 鋼ー中学校島田体膏館 （案） AM 9:00~ 対象年齢問わず
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懇精会 PM 5:00~ 会費：'114,500

《令和2年》

1月 1日（木） 元旦稽古会 三条高等学校 lヽヽ体膏鱈 PM 1 :00~ PM 3:00終了

2月 28(日） 新年初稽古会 大面体膏館 AM 9:00~ AM 11:00終了
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新年会 顎烹 清みず AM 5:00~ 会費：'¥4,500

《その他》

毎遇 水曜日 三条釘道会稽古会 第一中学校 島田体育館武道場 PM 7:30~9:30 
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舞月 寛1水曜13三条劃道会理事会 聾ー中学校島田体膏鱈武道場 PM 7:30~8:30 変更あり
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4月 5日（日） 中越地区小学生合同積古会 三島 AM 9:00~ 
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4月 11日（土） 中越地区連絡協議会 長岡市 AM 14:00~ 
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5月 17日（日） 新潟県ill道連盟 定例評罐員会／定例理事会 新潟市


