
　大分県剣道連盟が開く　『居合道体験教室』　　 2019.04.05
　

　大分県剣道連盟／安部正定

「刀剣乱舞」で刀剣人気沸騰！　日本刀握って心身錬磨！　風斬り音で気分爽快！

美しい「礼儀作法・立ち居振舞い」を習得し、外国人も憧れる「日本伝統の武士道」を体験しませんか？

全日本剣道連盟居合（全剣連居合）と各流派の業を教えます！

老若男女を問わずご自身の年齢・体力・目的に合った稽古を実施しますのでお気軽にお越しください。

・　受付　：　２０１９年４月～　随時受付　　　　　　

・　鞘付き木刀ｏｒ居合刀をお貸し致します。　（ジャージ服・膝サポーター・刀帯or角帯が必要です）

・　詳しくは下記の希望する各支部・道場に問い合わせてご確認ください。

（財）大分県剣道連盟　居合道部会　支部・道場一覧表

支部名 全剣連居合 稽古日 時間 場所 月会費 指導者及び連絡先

道場名 流派名

① 中津支部 全剣連居合 火曜日 19:30～21:30 久保小学校（体育館） 1500円 教士八段/久保純一　0930-23-3896

光剣友会 関口流 　　 〶824-0049　行橋市福原202-3

e-mail：hikarikenyuukai@yahoo.co.jp

② 中津支部 全剣連居合 木曜日 19:00～21:00 白川小学校(苅田町稲光３５７) 1500円 錬士六段/大平友和　090-1344-4578

関口流 　　 〶800-0356 京都郡苅田町近衛ヶ丘6-1尾倉団地2棟102号

e-mail：where_we_get_free@icloud.com

③ 中津支部 全剣連居合 木曜日 19:30～21:30 中津市蛎瀬1321-6 2000円 錬士六段/出口　久　090-1924-6350

関口流 　　 憩いの家（冷暖房完備） 〶871-0015　中津市牛神13-1

e-mail：hikarikenyuukai_jimukyoku@yahoo.co.jp（角田信生）

④ 中津支部 全剣連居合 水曜日 19:30～21:30 吉富町武道館 1000円 四段/花岡和徳　070-4533-9603　　(指導者:教士七段/梅津常敏)

吉富道場 関口流 （築上郡吉富町広津358-5） 〶871-0162　大分県中津市永添761-5

e-mail：getaway69@icloud.com

⑤ 中津支部 全剣連居合 日曜日 19:00～21:00 中津市営武道館錬心舘 無料 四段/佐々木洋幸　050-5879-8201　(指導者：教士七段/三ッ廣辰彦)

養心館 夢想神伝流 〶871-0029 中津市大字下宮永283ハイツコルバン201

e-mail：ｓａｓａｋｋｙ3＠gmail.ｃｏｍ

⑥ 宇佐支部 全剣連居合 水曜日 20:00～21:30 宇佐市葛原二天会道場 1000円 教士七段/吉用　清　090-4487-0431

宇佐関口流 関口流 金曜日 　〃　～　〃 〶879-0443 宇佐市葛原469-1   　　　　　(090-8299-3069)

e-mail：k.yoshi2837w@feel.ocn.ne.jp 　：kimonolove25@gmail.com

⑦ 杵築支部 全剣連居合 土曜日 14:00～16:00 杵築市守江1190-1 無料 教士七段/玉田博伸　090-5487-5407

夢想神伝流 （玉田自宅） 〶873-0033 杵築市守江1190-1　　TEL・FAX 0978-64-9120

e-mail：y-uramoto4115@outlook.jp （浦本征夫）

⑧ 速見支部 全剣連居合 火曜日 19:30～20:30 日出町保険福祉センター 500円 錬士七段/西野　孝　090-5471-9855

日出道場 夢想神伝流 木曜日 　〃　～　〃 　　　　　　〃 〶879-1507 速見郡日出町豊岡1778番地

e-mail：nishino_takashi_1959@yahoo.co.jp

⑨ 別府支部 全剣連居合 月・木曜日 13:30～15:00 別府玄武館道場 2000円 教士八段/高松右門　090-8914-1869

玄武館 無双直伝英信流 日曜(夏季) 　7:30～9:00 ※第２日曜日13:00～15:00 〶874-0916 別府市中須賀本町12組

日曜(冬季) 10:30～12:00 　　(無双直伝英信流：組太刀) e-mail：genbukan@ctb.ne.jp

⑩ 別府支部 全剣連居合 火曜日 20:00～21:30 別府市民体育館：剣道場 無料 教士七段/木村洲裕　090-1342-6266

別剣居 夢想神伝流 木曜日 　〃　～　〃 〶874-0930 別府市光町4-2

土曜日 　〃　～　〃 e-mail：kuni19511113@gmail.com

⑪ 別府支部 全剣連居合 月曜日 19:00～20:30 大分大学挟間キャンパス 無料 錬士六段/重見英男　0977-27-3387（しげみ医院）

無双直伝英信流 医学部　武道場 〶874-0827 別府市南立石２区２

日本剣道形 ※駐車場代金３００円 e-mail：shigent@clear.ocn.ne.jp (18:00以降は090-3415-1014)

⑫ 県剣道連盟 全剣連居合 日曜日 16:00～19:00 別府市民体育館：剣道場 無料 範士八段/東　義信　090-9072-9553

〶870-0835 大分市上野丘1-6-6ﾊﾟﾚｽﾄ上野の杜403

⑬ 大分支部 全剣連居合 水曜日 19:00～21:30 横尾：光明館道場 無料 e-mail：azukamo430@outlook.jp

光明館 無双直伝英信流

⑭ 大分支部 全剣連居合 月曜日 20:00～22:00 金池小学校　体育館 入会金2000円 教士八段/瀬山　豊　090-5488-3015

夢想神伝流 水曜日 　〃　～　〃 　〃　　　　　〃 年 1000円 〶870-0037 大分市東春日町19-2

e-mail：y@seawave-cpta.com(職場)

⑮ 大分支部 全剣連居合 土曜日 20:00～22:00 判田中学校武道場 無料 錬士六段/田口　修　090-1089-7767

夢想神伝流 〶870-1118 大分市高江南2-10-3

e-mail：chikushu@icloud.com

⑯ 大分支部 全剣連居合 水曜日 18:00～20:45 日本製鉄明野体育館 500円 教士八段/小坂隆一郎　090-7469-9412

夢想神伝流 金曜日 　〃　～　〃 　〃　　　　　〃 〶875-0001 臼杵市佐志生2039-1

土曜日 　〃　～19:45 　〃　　　　　〃 e-mail：kosaka.347.ryuichiro@jp.nipponsteel.com　(職場)

⑰ 臼杵支部 火曜日 19:00～20:30 臼杵市立東中学校 500円 e-mail：kairyu@us.oct-net.jp　(自宅)

臼杵居合道部 土曜日 18:00～19:30 臼杵市柔剣道場

⑱ 津久見支部 全剣連居合 日曜日 10:00～12:00 津久見市武道館 500円 五段/大野貴士　090-3883-9527

津久見居合道部 夢想神伝流 津久見市津久見浦3777-17 〶879-2441 津久見市中央町5-4

e-mail：ssryfk.0509@rc4.so-net.ne.jp  (takataku7@ezweb.ne.jp)

⑲ 佐伯支部 全剣連居合 水曜日 19:00～22:00 佐伯市立佐伯南中学校武道場 無料 錬士七段/大石和生　090-7463-1037

剣刀館 夢想神伝流 土曜日 　〃　～　〃 　〃　　　　　〃 〶876-0033 佐伯市下城区2班

e-mail：je6kci_0014@yahoo.co.jp

⑳ 由布支部 全剣連居合 日曜日 11:00～12:00 宏武館：富士見ヶ丘道場 2000円 六段/佐藤兼吾　090-5732-6710

宏武館 無双直伝英信流 火曜日 19:00～20:00 宏武館：挾間道場（北方） 〶870-1176 大分市富士見ヶ丘東4-21-3

木曜日 　〃　～　〃 　〃　　　　　〃 e-mail：ks_nissin@yahoo.co.jp

㉑ 日田支部 全剣連居合 月曜日 18:00～20:00 中城体育館：剣道場 無料 六段/矢羽田肇　090-1927-0372

夢想神伝流 木曜日 　〃　～　〃 　〃　　　　　〃 〶877-0038 日田市下井手町1073-1　MDﾊｳｽ102

e-mail：yahata1@b-net.kcv.jp

㉒ 豊後大野支部 全剣連居合 錬士六段/秦　正也　090-7472-6725

夢想神伝流 〶879-7302 豊後大野市犬飼町久原942

e-mail：ikai-kubar@oct-net.ne.jp

㉓ 竹田支部 全剣連居合 錬士六段/加来浩祐　090-1199-4779

竹田剣会 夢想神伝流 〶878-0024 竹田市玉来1277-1

e-mail：kousuke.kaku8262@gmail.com

㉔

光剣友会
苅田教室

光剣友会
中津教室

日本製鉄居合道
同好会

原則毎週ですが、大学の試験・行
事で中止もあり

大分居合道同好会ＨＰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　　oita.iaido@gmail.com

大分居合道同好会
南大分判田道場

大分居合道
養心会

大分大学居合道
部

大分県剣道連盟事務局への問い合

わせは禁止します。

下記、指導者及び連絡先に問い合

わせ願います。

不明な場合は 090-7469-9412

小坂まで連絡下さい。


