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平成 29 年度事業計画(案) 
平成 29年 6月 4日 

福岡県銃剣道連盟 

 

1 方針 

会長を核心として一致団結、会員相互の親交と融和を図り、銃剣道及び短剣道の普及発展を

推進する。 

 

2 重視事項 

(1) 県連盟支部組織の活性化を図り、自衛隊及び隊友会との交流を密にして新会員の拡充

に努める。特に青少年の勧誘を強化推進する。 

(2) 第 72 回国民体育大会(愛媛)の優勝を目標に練磨し、全日本優勝大会を始めとし、各種

大会に上位入賞を期して、錬成強化を図る。 

(3) 会員に対して銃剣道・短剣道の公的資格を取得させ、指導者として武道精神の継承と近

代スポーツ指導理念に基づく指導能力を向上させる。 

(4) 昇段審査を実施する。特に短剣道受審奨励に努め、各支部・各部隊等巡回研修会を行う。 

(5) 各種研修会を実施し、会員多数の参加を図る。特に全銃連が実施する九州地区銃(短）

剣道・審判研修会の積極的参加を徹底する。 

(6) 各支部大会及び各級部隊等の実施する競技会並びに奉納大会等に積極的に参加して、

親善を深め斯道と武道精神の高揚を図る。 

 

3 主要行事予定 

月 本 部 行 事 県 連 行 事 地区・支部行事 

4 第 61 回全日本優勝大会  第 61 回全日本優勝大会     

  (武道館) 23(日)  (武道館) 23(日)    

    会計監査 (久留米) 29(土)    

5 青少年指導者講習会     県護国神社春季大会 3(水) 

 (研修センター)12(金)～14(日) 第 72 回国体要員選考会 北九州戦没者奉納大会 7(日) 

 平成 29 年度第 1 回通常理事会 第 25 回全日本選手権大会予選会    

  (都内) 15(月)  (筑紫野) 28(日)    

 平成 28 年度定時社員総会        

  (都内) 31(水)       

6 教士･錬士称号申請締切 23(金)  理事会・総会 (筑紫野) 4(日) 糸島地区銃剣道大会 (休武) 

 教士・錬士称号審査会 30(金) 教士･錬士称号申請締切 16(金)    

 公認スポーツ指導者受講申込締切 公認スポーツ指導者受講申込締切    

   末日   末日    

7    九州青少年銃剣道大会  うきは市民大会 (日) 

   (北熊本) 2(日) 銃･短剣道研修会 5 段以下審査会 

 第 29 回全国高校生銃剣道大会 九州地区青少年武道錬成大会  (北九州) 16(日) 

  (岩沼) 29(土) (熊本)15(土)～17(月)    

8 全日本少年少女武道(銃剣道) 全日本少年少女武道(銃剣道) 飯塚市民大会 20(日) 

 錬成大会 (武道館) 2(木) 錬成大会 (武道館) 2(木)    

 第 48 回全日本青年銃剣道大会 第 48 回全日本青年銃剣道大会    

  (武道館) 3(木)  (武道館) 3(木)    

 第 25 回全日本銃剣道選手権大会 第 25 回全日本銃剣道選手権大会    

  (武道館) 4(金)  (武道館) 4(金)    

    九州ブロック大会    

     (諫早) 20(日)    
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月 本 部 行 事 県 連 行 事 地区・支部行事 

9 国体申込締切 6(水) 国体申込締切 6(水) 銃･短剣道研修会 5 段以下審査会 

 国体組合せ抽選会 8(金) 教士・錬士称号申請締切 15(金) (筑豊) 3(日) 

 教士・錬士称号申請締切 22(金) 審判研修会・C 級審判・5 段以下   

 教士・錬士称号審査会 29(金) 審査会 (筑紫野) 24(日)    

10 第 72 回国民体育大会銃剣道競技会 第 72 回国民体育大会銃剣道競技会 銃･短剣道研修会 5 段以下審査会 

 (愛媛県東温市) 7(土)～9(月) (愛媛県東温市) 7(土)～9(月)  (久留米) 1(日) 

 九州地区銃(短)剣道  九州地区銃(短)剣道  北九州市民大会 8(日) 

 審判研修会･高段審査会  審判研修会･高段審査会  県護国神社秋季大会 9(月) 

 (都城)21(土)～24(火) (都城)21(土)～24(火) 若宮八幡宮奉納大会 17(火) 

 公認スポーツ指導者講習会    山川招魂社奉納大会 20(金) 

 (鳥取県立武道館) 27(金)～30(月)      

 範士称号受審申請書提出 下旬 範士称号受審申請書提出 下旬   

11 第 4 回銃剣道指導者研修会      

 (研修センター) 10(金)～12(日)       

12   第 60 回福岡県民大会    

 教士・錬士称号申請締切 15(金) 平成 29 年度福岡県選手権大会 北九州選手権大会 未定 

 公認スポーツ指導者講習会  (筑豊) 3(日)    

 (八戸) 未定 教士・錬士称号申請締切 8(金)    

 平成 29 年度第 2 回通常理事会     

 範士称号審査会 (両国) 16(土) 第 56 回全九州銃剣道大会予選会    

 教士・錬士称号審査会 22(金)  (筑紫野) 10(日)    

1 平成 29 年度事務局長会同  第 62 回全日本優勝大会予選会 各支部稽古初め  

  (都内) 13(土) 第 56 回全九州大会練磨壮行会 銃･短剣道研修会 5 段以下審査会 

 A 級審判員研修会   (筑紫野) 21(日)  (福岡) 7(日) 

 (研修センター) 26(金)～27(土) ※予選会が中止となった場合は    

 A 級審判員審査会・8 段審査会  常任理事会終了後行う    

 (研修センター) 28(日)       

2   常任理事会 (筑紫野) 4(日)    

    優勝大会予選会予備日 4(日)    

    教士・錬士称号申請締切 9(金)    

 教士・錬士称号申請締切 16(金) 第 56 回全九州銃(短)剣道大会    

 第 17 回全日本短剣道大会   (都城) 11(日)    

  (武道館) 18(日) 第 17 回全日本短剣道大会     

 教士・錬士称号審査会 23(金)  (武道館) 18(日)   

3 平成 29 年度第 3 回通常理事会    筑後・久留米大会 4(日) 

  (都内) 23(金)    銃･短剣道研修会 5 段以下審査会 

        (久留米) 11(日) 

備 

 

 

考 

※第 60 回全国銃剣道能美大会(石川県寺井町体育館) 06 月 11 日(日) 

※第 23 回わかしゃち国体記念事業青少年銃剣道大会(愛知県豊川市総合体育館) 中止 

※第 36 回全日本学生銃剣道大会(東京都) 00 月 00 日( ) 

  


