
活動記録
　　担当

　平成２３年度 （２０１１年）

　２３．１２．０４（日） 第53回大阪居合道大会 大阪市「舞洲アリーナ」

　２３．１１．２７（日） 第16回関東甲信越居合道大会 　東京武道館

　２３．１１．１３（日） 古流研究会 　東京武道館

　２３．１０．３０（日） 　認定会 　北区　赤羽小学校 北区

　２３．１０．３０（日） 　研修会 　北区　赤羽小学校 北区

　２３．１０．０９（日） 　大國魂神社1900年祭奉納演武　府中市「大國魂神社　拝殿前」

　２３．０６．１９（日） 　認定会 　国分寺市 「ひかりスポーツセンター」 国分寺

　２３．０６．１９（日） 　研修会 　国分寺市 「ひかりスポーツセンター」 国分寺

　２３．０２．０５（土）－０６（日）　合　宿 　伊東市 「無限館」

　平成２２年度 （２０１０年）

　２２．０６．１３（日） 　研修会 　相模原市 淵野辺小学校 　相模原

　２２．０８．２９（日） 　創立２５周年記念演武会 　青梅市 河辺小学校 　青梅

　２２．１０．１６（土） 　古流研究会 　東京武道館

　２２．１１．１４（日） 　研修会 　大月市 勤労青年センター 　南アルプス

　平成２１年度 （２００９年）

　２１．０２．２２（日） 　研修会 　北区 赤羽小学校 　北区

　２１．０４．１１（土）－１２（日）　合　宿 　伊東市 「無限館」

　２１．０５．３１（日） 　研修会 　国分寺市 ひかりスポーツセンター 　国分寺

　２１．０８．２３（日） 　岡本義春先生卒寿祝賀会 　八王子エルシー

　２１．１１．０１（日） 　研修会 　山梨県立大学池田キャンパス 　甲府・南アルプス

　２１．１２．１３（日） 　古流研究会 　北区 滝野川体育館

　平成２０年度 （２００８年）

　２０．０３．２９（土）－３０（日）　合　宿 　伊東市 「無限館」

　２０．０５．１８（日） 　研修会 　山梨県立大学池田キャンパス 　甲府・南アルプス

　２０．１０．１９（日） 　研修会 　青梅市総合体育館 　青梅

　２０．１２．２０（土） 　古流研究会 　東京武道館

　平成１９年度 （２００７年）

　１９．０１．１３（土） 　「皆伝」「免の巻」授与式 　一誠館

　１９．０４．０７（土）－０８（日）　合　宿 　伊東市 「無限館」

　１９．０５．２０（日） 　研修会 　相模原市 淵野辺小学校 　相模原

　１９．１０．０７（日） 　研修会 　国分寺市 第四小学校 　国分寺

　１９．１１．０４（日） 　研修会 　日の出町 平井小学校 　日の出・あきる野・羽村

　１９．１２．０９（日） 　古流研究会 　北区 滝野川体育館

　平成１８年度 （２００６年）

　１８．０４．１５（土）－１６（日）　合　宿 　伊東市 「無限館」

　１８．０５．２１（日） 　研修会 　国分寺市 第五小学校 　国分寺

　１８．１０．０８（日） 　研修会 　福生市 第七小学校 　青梅

　１８．１１．０５（日） 　研修会 　山梨県立大学池田キャンパス 　甲府・南アルプス

　１８．１２．０２（土） 　古流研究会 　東京武道館

　平成１７年度 （２００５年）

　１７．０４．１６（土）－１７（日）　合　宿 　伊東市 「無限館」

　１７．０５．２８（土） 　研修会 　一誠館道場 　八王子

　１７．０６．０５（日） 　古流研究会 　北区 滝野川体育館

　１７．０６．２６（日） 　地区講習会無外流演武 　箱根町 レイクアリーナ箱根

　１７．１０．０８（土） 　研修会 　一誠館道場 　八王子



　１７．１１．０５（土） 　研修会 　一誠館道場 　八王子

　平成１６年度 （２００４年）

　１６．０６．２６（土） 　古流研究会 　東京武道館

　１６．０９．０４（土） 　研修会 　一誠館道場 　八王子

　１６．１０．０３（日） 　研修会 　一誠館道場 　八王子

　１６．１１．０７（日） 　研修会 　一誠館道場 　八王子

　１６．１２．０５（日） 　研修会 　一誠館道場 　八王子

　平成１４年度 （２００２年）

　１４．０９．２８（土） 　大國魂神社奉納演舞会 　府中市 「大國魂神社 拝殿前」 　国分寺

　１４．１１．０９（土）－１０（日）　合　宿 　あきる野市 養沢センター 　青梅

　平成１３年度 （２００１年）

　１３．０２．２５（日） 　「免の巻」 授与式 　青梅市 霞台中学校

　１３．０２．２５（日） 　研修会 　青梅市 霞台中学校 　青梅

　１３．０７．０１（日） 　研修会 　青梅市 霞台中学校 　青梅

　１３．０９．０２（日） 　研修会 　青梅市 霞台中学校 　青梅

　平成１２年度 （２０００年）

　１２．０６．０４（日） 　研修会 　日の出町 平井小学校 　日の出

　１２．１０．０８（日） 　研修会 　青梅市 霞台中学校 　青梅

　１２．１１．２６（日） 　研修会 　青梅市 霞台中学校 　青梅

　平成１１年度 （１９９９年）

　１１．０７．２０（火） 　大國魂神社奉納演舞会 　府中市 「大國魂神社 拝殿前」 　国分寺

　平成１０年度 （１９９８年）

　１０．０２．２１（土） 　流祖法要・墓参会 　品川区 「帰命山養玉院如来寺」 　青梅

　平成９年度 （１９９７年）

　０９．０７．０５（土）－０６（日）　合　宿 　あきる野市 養沢センター 　青梅

　平成８年度 （１９９６年）

　０８．０９．２８（土）－２９（日）　合　宿 　伊東市 「無限館」 　八王子

　平成７年度 （１９９５年）

　０７．０９．０９（土）－１０（日）　合　宿 　山梨県大和村 「高山荘」 　甲府

　平成６年度 （１９９４年）

　０６．１０．０１（土）－０２（日）　合　宿 　青梅市 「御嶽山ふれあいセンター」 　青梅

　平成５年度 （１９９３年）

　０５．１０．０２（土）－０３（日）　合　宿 　五日市町 養沢センター 　日の出

　平成４年度 （１９９２年）

　０４．０９．０５（土）－０６（日）　合　宿 　塩山市 「水上荘」 　甲府

　平成２年度 （１９９０年）

　０２．０７．０８（土）－０９（日）　合　宿 　青梅市 長淵市民センター 　青梅

　平成元年度 （１９８９年）

　０１．０６．１８（日） 　流祖法要大会 　高野山高室院

　０１．０７．０８（土）－０９（日）　合　宿 　山梨県早川町 「グリーンビレッジ雨畑」 　甲府



　昭和６３年度 （１９８８年）

　６３．０７．０９（土）－１０（日）　合　宿 　塩山市 「水上荘」 　甲府

　昭和６１年度 （１９８６年）

　６１.１２．２７（土） 　無外流士龍会発起人会　 　一誠館役員室


