
平成３０年度陵剣会会報（３０－１） 

平成３０年４月吉日 

陵剣会会長 松田厚範（昭和６０年卒） 

 

新緑の候、陵剣会会員の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。また、平素府立大学剣道部の

ご支援と、陵剣会活動に御理解・ご協力を賜り、誠に有り難うございます。 

 

さて、昨年 12 月の OB 会総会以降のことについて、いくつかご報告させて頂きます。 

 

2007 年 10 月より、現在の幹部（会長：松田、副会長：大西、主務：岩佐、会計：前田、会計監査：平田）の体制を組み、10 年が経

過しました。この期間、陵剣会ホームページのリニューアル、メーリングリストの導入、OB 会費振込方法の追加などの施策を実

施させて頂きました。また、学生も個人戦・団体戦ともに全国大会出場することもでき、微力ながらも学生援助ができたのではな

いかと考えています。この度、陵剣会に新たな風を吹かせてもらうべく、平山先輩(平成 4 年卒)を会長とした、新たな陵剣会の幹

部への交代を検討しています。本件については、平成30年度春季陵剣会総会の議題としてあげ、先輩方のご意見を伺いたいと

存じます。 

 

現役学生の活動援助と陵剣会会員相互の連携を図るため、活動資金の確保が必須となります。諸般厳しき折ではございます

が、年会費の納入を何卒よろしくお願いします。また、通信費の削除のため、郵便での OB 会報が不要で、メールでの送付にご

協力して頂ける先輩は事務局までご連絡をお願い致します。H30 年度の会計報告については、後述の会計報告で述べさせて頂

きます。 

 

OB 会年会費の納入方法として、振込票によるゆうちょ銀行振込専用講座への納入、ゆうちょ銀行普通口座への納入、三菱東

京 UFJ 銀行への納入、の 3 つの方法を提供してきました。OB、OG の先輩方の年会費納入における利便性や安定した年会費収

入の確保を目指して、新たにゆうちょ銀行への自動払込みによる会費納入を検討しております。自動払込みサービスの利用の

条件として、 低 100 名以上の会員が自動払込みを利用する必要がございます。そのサービスの設定には、利用申請書を陵剣

会に提出していただく必要がございます。100 名以上の先輩方のご協力のもと、陵剣会として自動払込みを実施できれば、毎月

引落しすることで一度にお支払いいただく金額を低く抑えることも可能になり、将来的には年会費の引き下げに繋がる可能性も

あります。自動払込みの設定については、平成 30 年度春季陵剣会総会の議題としてあげ、先輩方のご意見を伺いたいと存じま

す。 

 

昨年度の OB 大会について報告致します。昨年度は陵剣会から、男子 1 チーム、女子 1 チームにご参加頂き、日ごろの鍛錬の

成果を発揮して頂きました。大会結果は後述の試合結果で報告しております。また来年の OB 大会に出場希望の先輩は事務局

までご連絡頂ければと思います。 

 

後になりましたが、平成 30 年度春季合同稽古会ならびに陵剣会総会を別紙の日程・日時で行いますので、多数の御参加を

期待しております。 

 

 

敬具 

  



 

－記－ 

 

 

 

１．	 平成 30 年度春季ＯＢ・ＯＧ総会開催のお知らせ 

日程： 平成 30 年 5 月 20 日（日） 

時間： 14 時      ： 合同稽 （大阪府立大学 体育館） 

 15 時 30 分 ： 陵剣会総会（本学 体育館 1 階講義室） 

 16 時 00 分 ： 懇親会  （本学 生協食堂ベーカリーショップ） 

場所： 大阪府立大学中百舌鳥キャンパス 

 

２．	 OB総会での議題 

 

【第1号議案】：陵剣会役員の交代に関する件 

 

新体制を以下の通りとします。 

 

・ 会長 松田 厚範  ⇒ 平山 紀秀先輩（平成4年度卒） 

・ 副会長 大西 康史 ⇒ 鹿島 英子先輩（平成9年度卒），加藤 大貴先輩（平成19年度卒） 

・ 事務局長 岩佐 恭宏 ⇒ 前田 壮志先輩（平成12年度卒） 

・ 会計 前田 壮志 ⇒ 本田 研二郎先輩（平成21年度卒） 

・ 会計監査 平田 就啓 ⇒ 濱田 昌仁先輩（昭和63年度卒） 

 

OB会会則第九条に従い、議案は出席者の半数をもって議決させて頂きます 

 

 

【第2号議案】：ゆうちょ銀行への自動払込みによる年会費の納入に関する件 

 

ゆうちょ銀行への年会費自動振込みサービスを利用するか議論致します。 

理由：会費納入の利便性と安定した年会費収入を確保する。 

OB会会則第九条に従い、議案は出席者の半数をもって議決させて頂きます 

 

 

３．	 連絡事項 

 

① 関西学生剣道選手権大会について  

以下の日程で第66回関西学生剣道選手権大会ならびに第48回関西女子学生剣道選手権大会が開催されます。応援よろしくお願

いします． 

日程：平成30年5月6日（日） 9:00～ 

場所：府民共済SUPERアリーナ(舞洲アリーナ)  

アクセス： JRゆめ咲線桜島駅下車、舞洲アクティブバス（2系統） 府民共済SUPERアリーナ前下車 

出場選手： 男子 小幡 佳大（3年生），河辺 邦彦（3年生），植田 渉太郎（3年生） 

  女子 東尾 華那（４年生），西本 芽以（3年生）,笹山 涼香(2年生) 

 

② 西日本学生大会について  

以下の日程で第63回西日本学生剣道大会ならびに第33回西日本女子学生剣道大会が開催されます。男女とも団体戦に参加しま

すので，ご都合よろしければ是非応援にお越しください． 

日程：平成30年6月2～3日 

場所：福岡市民体育館  

 

③ 佐々木先生の防具について  

佐々木先生が使われていた防具一式を、大阪府立大学の道場にて展示・保管しておりますので，再度連絡差し上げます。道場にお

越しの際には是非ご覧いただければと思います。 

 

 

④ 濱口先生ご退職記念式典にむけた実行委員会の発足 

長年大阪府立大学剣道部をご指導下さって頂いております、濱口雅行先生が2019年3月にご退職されることとなります。 

2019年3月に向け、H28年度冬季OB会にて選出された実行委員を中心に準備を進めております． 

 

大西先輩(S60年度卒)、広末先輩（H14年度卒）、見上先輩(H20年度卒)、本多先輩(H23年度卒)、加藤(孝)先輩(H28年度度卒)、岩佐

(H14年度度卒) 

 

式典の内容について、ご意見ございましたら、是非事務局までご連絡ください。活動状況については、今後OB会報にてご報告させ

て頂きます。 

 

 

  



４．	 会計報告 

 

以下の通り、平成29年度会計報告をいたします。 

 

平成 29 年度陵剣会 会計報告 

収入 支出 

前年度繰越金 434,173 学生援助費 300,000 

陵剣会年会費 [1 万円ｘ40 名，5 千円ｘ19 名] 495,000 夏季合宿援助 39,300 

全日本出場援助金 [3 万円ｘ1 名，2 万円ｘ1

名，1 万円ｘ4 名，5 千円ｘ11 名] 
150,000 西日本学生剣道大会援助 52,500 

寄付（佐々木先生を偲ぶ会より） 13,000 全日本学生剣道オープン大会援助 50,000 

春季 OB 会懇親会費（5000 円 x 17 名) 85,000 新入生勧誘援助費 50,000 

秋季 OB 会懇親会費（3000 円 x 15 名) 45,000 
宿泊交通費（男女監督，合宿・公式戦・

練習試合） 
52,932 

受取利息 1 
全日本学生剣道選手権出場記念品

（胴着） 
29,460 

    
全日本学生剣道選手権ベスト 16 進

出・日韓戦出場記念品（面） 
47,500 

    日韓戦渡航費援助 36,000 

    剣道場展示物設置費用 19,230 

    
陵剣会総会準備費（通信費等：春季，

秋季） 
68,663 

    総会懇親会費（春季・秋季) 90,800 

    
関学連剣友大会参加 登録・広告・通

信費 
53,160 

    贈答品（お中元・お歳暮） 43,200 

    振込手数料 1,188 

    特別積立金 50,000 

合計 1,222,174 合計 983,933 

    次年度繰越 238,241 

    
特別積立金 

   
平成 23 年度  \50,000- 

   
平成 24 年度  \50,000- 

   
平成 25 年度  \50,000- 

   
平成 26 年度  \50,000- 

   
平成 27 年度  \50,000- 

 
会計    前田 壮志 

 
平成 28 年度  \50,000- 

   
平成 29 年度  \50,000- 

 
会計監査 平田 就啓 

 
     計        \350,000- 

   
  



５．	 会計予算案 

 

以下の通り、H30年度会計予算案を提出します。 

 

平成 30 年度陵剣会 会計予算（案） 

収入 支出 

前年度繰越金 238,241 学生援助費 300,000 

OB 会費（10000 円 x 70 名） 700,000 夏季合宿援助 50,000 

OB 会費（5000 円 x 30 名） 150,000 西日本学生剣道大会援助 50,000 

総会懇親会費（春季・秋季) 120,000 
全日本学生剣道オープン大会援

助 
50,000 

    新入生勧誘援助費 50,000 

    
宿泊交通費（男女監督，合宿・公

式戦・練習試合） 
75,000 

    
陵剣会総会準備費（通信費等：春

季，秋季） 
70,000 

    総会懇親会費（春季・秋季) 120,000 

    
関学連剣友大会参加 登録・広

告・通信費 
53,000 

    贈答品（昇段祝） 54,000 

    贈答品（お中元・お歳暮） 43,200 

    特別積立金 50,000 

        

        

        

合計 1,208,241 合計 965,200 

    次年度繰越 243,041 

 



６．	 戦績 

 

 

陵剣会戦績 

 

第 27 回 関西学連剣友剣道大会 

平成 30 年 1 月 7 日  兵庫県立武道館  

男子１部 A チーム 

         1 回戦 和歌山大学  0(0) -2(4) 

女子２部 A チーム 

                1 回戦 天理大 A  1(1)-2(4) 

                                                

 

学生 

第 30 回 関西学生剣道新人大会 

H29 年 11 月 26 日 近畿大学 

男子団体 

   大阪府立大学 0(0)―3(5)近畿大学  

                                植田 ―ツ 管原 

小幡 ― 山口 

松村 ―反メ 板井  

河辺 ―メ 横山 

長谷川 ― 阿部             

女子個人 

西本 メ― 岡崎(関学大) 

―メ 中薗(明医大) 

宇佐美 ―メメ 鳴田(大市大) 

笹山 ―メメ 相原(立命大) 

 

第 57 回大阪学生剣道選手権大会 

H30 年 4 月 22 日 桃山学院大学 

3 年生小幡が 3 位入賞しました。 

斉藤  反―飛鳥(関医大) 

 ―メ 辻本(追大) 

小幡  メ―大野智(大産大) 

メメ― 安東(大阪大) 

メ― 染川(摂南大) 

メ―徳安(関大) 

メ―土井(大経大) 

 ―コ 中山(大体大) 

植田  メ―西村(大経法大) 

 ―コ 西野(大教大) 

河辺  反則負け―濱口(大経法大) 

北山  ―メ 前田(大産大) 

長谷川  ―メ 福嶋(関外大) 

宮原  ―メ 鍋谷(大体大) 

吉川 メ―望月(関医大) 

 ―メド 市川(摂南大) 

 

第 68 回大阪女子学生剣道選手権大会 

                      東尾  不戦勝―清水(関外大) 

  ―コ 池側(桃山大)  

渡邉   ―メメ 伊佐(四天王寺) 

藤澤   ―メメ中原(大産大) 

西本   ―メ 井上(大体大) 

宇佐美 ココ―天木(大阪大) 

  ―メ 小角(大体大) 

荻原   ―メコ 左海(大体大) 

川西   ―メコ 松葉(四条畷短大) 

笹山   コ―松岡(関大) 

 コ―田村(大阪大) 

  ―メ 寺西(近畿大) 

 

  



 

７．	 陵剣会ホームページ 

 

          陵会剣の HP がリニューアルされました。まだまだコンテンツが不足していますが、OB 会や学生活動状況など 

       随時更新していきますので、是非ご一読下さい。 

http://ryokenkai.wordpress.com 

 

また、さらに充実を図るための案がございましたら、下記陵剣会連絡先までご連絡願います。 

ryoukenkai.gimu@gmail.com 

 

８．	 メーリングリスト登録 

 学生からの試合の案内や稽古会日程など、メーリングリストにも連絡致します。メーリングリストに登録されていない先輩は、 

件名 「メーリングリスト登録」 として、本文に登録されるメールアドレスとお名前を記載頂き、下記までご連絡ください。 

   事務局岩佐 ryoukenkai.gimu@gmail.com 

 

  

９．	 大阪府立大学陵剣会規約作成 

        この度、陵剣会のより一層の充実を図るため規約を作成することになりました。OB総会にて皆様からご意見頂いた内容を 

 反映し、陵剣会HPに記載しております。皆様ご一読頂きますようによろしくお願いします。 

 

  

１０．	 平成30年度ＯＢ会費振込みのお願い 

        平成30年度のＯＢ会費を陵剣会郵便口座にお振込みいただきますよう、よろしくお願い致します。 

   

 ・OB会費  \10,000  

但し、以下は例外とします 

・大学院または60歳以上～70歳未満の先輩 \5,000 

・70歳以上の先輩は無料 

 ・夫婦共に会員の先輩 \5,000 
 

 ・振込方法 

 i) 振込用紙を用いたゆうちょ銀行振替口座への振込（従来通り） 

  同封の振込用紙をご利用ください。 

  郵便振込口座 ００９４０－４－８０１５ 陵剣会 

  

 ii) ゆうちょ銀行普通口座への振込（新規） 

 下記口座に直接お振込ください。振込の際、振込された方がわかるように氏名の入力をお願いします。 

  ゆうちょ銀行 【店名】 四一八 

    【店番】 ４１８ 

    【預金種目】 普通預金 

    【口座番号】 ００９０３８２  

    【名義】 陵剣会 

 

 ii) 三菱東京UFJ銀行への振込（新規） 

 下記口座にお振込ください。振込の際、振込された方がわかるように氏名の入力をお願いします。 

  三菱東京UFJ銀行 【店名】中もず支店（店番 456）  

        【口座番号】 普通口座 0104192 

        【名義】 陵剣会 会計 前田 壮志 

 

秋のOB会会報でもご案内させて頂きますが、会費は年会費となっておりますので、年1度お振込み頂ければと思います。 

 

 

 

   平成３０年４月 事務局 岩佐 恭宏（平成１４年度卒） 

ryoukenkai.gimu@gmail.com 


