
平成 29 年 5 月吉日 

 

各地区役員・代表者・団体各位 

神道夢想流杖道振興会 

会 長  波止成徳 

第 58 回全国杖道大会事務局 

 

平成二十九年流祖祭・奉納演武会並びに第五十八回全国杖道大会について 

 

拝啓、薫風の候、貴台におかれましては益々御清祥の段、大慶に存じます。平素は杖道発展の為

に格別なる御支援を賜り、御礼申し上げます。 

 表記につきまして、下記要領で開催いたしますので御案内致します。今年は、流祖『夢想権之助

神社』の創建 50 周年に当ります。皆様方の多数の御参加をお願い致します。      敬具 

 

記 

 

１．主 催   神道夢想流杖道振興会 

２．主 管   第五十八回全国杖道大会実行委員会 

３．後 援   太宰府天満宮 竈門神社 福岡市 福岡市教育委員会 

太宰府市 太宰府市教育委員会 西日本新聞社 （公社）福岡県剣道連盟 

４．行 事 

 （１）流祖祭及び奉納演武 

 日 時  平成 29 年 9 月 16 日(土) 14:00～15:00（13:00～受付） 

 場 所  太宰府市竈門神社境内 夢想権之助神社 

        太宰府市大字内山８８３ TEL 092－922－4106 

（２）第五十八回全国杖道大会 

   日 時  平成 29 年 9 月 17 日(日)  9:40 開始（受付 9:00～、16 時半頃閉会予定） 

   場 所  福岡市立博多体育館 2F 競技場 

福岡市博多区山王 1 丁目 9 番 5 号 TEL 092－481－0301 

 

５．試合方法  少年之部、無段～七段之部の各部トーナメントによる杖の演武による個人戦。 

        試合は(財)全日本県道連盟杖道試合並びに審判規則に準じて行う。 

 

６．部門・段別試合種目 

少年 無段 初段 二段 三段 四段 五段 六段 七段 

着杖 

水月 

引提 

斜面 

同 

 

左 

同 

 

左 

水月 

引提 

斜面 

左貫 

斜面 

左貫 

物見 

霞 

物見 

霞 

太刀落 

雷打 

古流二本 

（自由） 

雷打 

正眼 

古流二本 

（自由） 

正眼 

乱留 

古流二本 

（自由） 

乱留 

乱合 

  ＊少年の部は小学生以下、無段の部は中学生以上とする。 

  ＊打太刀、仕杖の交代はしない。打太刀は原則として同段以下の者とする。但し、個人参加で

の試合なので、どうしてもやむを得ない場合はそれに限らない。 

  ＊指定技は五段～七段の古流以外は(財)全日本剣道連盟杖道形とする。 

  ＊五～七段の古流は(財)全日本剣道連盟杖道形と類似した形以外を演武すること。 



７．八段演武 

  ・古流七本、形の内容は任意自由です。 

・仕打は申込時に任意で組んで頂き申請して下さい。都道府県、団体の所属には拘りません。

事前の組合せが出来ない場合は単独で申請をして下さい。大会事務局にて調整をしてみます。 

・仕打ちの交替は行ないません。原則として、演武は仕杖か打太刀の何れかの一回と致します。 

  ・演武の順番は第五十八回全国杖道大会実行委員会に御一任願います。 

 

８．参加資格 

 （１）全日本剣道連盟加盟団体所属者、或いはそれに準ずる者（海外の連盟より参加等）。 

＊事務局で参加にふさわしくないと判断した場合、参加をご遠慮頂く場合が御座います。 

 （２）段位は平成 29 年 7 月末現有段位とする。但し 8 月に昇段した場合はお知らせ下さい。 

 

９．大会参加費 

  一 般（一人につき）   ¥4,000.（記念品代、昼食お茶・弁当代を含む） 

  少 年（一人につき）   ¥3,000.（記念品代、昼食お茶・弁当代を含む） 

大会参加費は 15．振込要領で広告費、懇親会費と共に所定の口座へ振り込んで下さい。 

 

10．申込要領 

   各団体一括で所定の申込用紙に必要事項を記入の上、期日迄に郵送或いはメールで返送して

下さい。 

  （１）申込期日  平成 29 年 7 月 30 日 日曜日必着でお願いします。 

  （２）申込先   810-0022 福岡市中央区薬院 2 丁目 7－1－702 鬼木正道方 

             第五十八回全国杖道大会事務局   TEL 092－725－1690 

PC メールｱﾄﾞﾚｽ ahm.oniki＠kem.biglobe.ne.jp 

 

11．試合組合  第五十八回全国杖道大会実行委員会で行います。 

 

12．審判員   参加者の七段以上（場合に依り六段以上）へ大会実行委員会が委嘱します。 

 

13．表 彰   各段位の優勝、準優勝、三位及び敢闘賞を表彰する（三位決定戦を行う）。 

 

14．その他                          10ｃｍ 

  （１）服 装                    5ｃｍ 

   ①選手及び審判員は稽古着、袴を着装の事。 

②選手は左胸にゼッケンを付ける事。              15ｃｍ 

  （規格は旧ゼッケンでも可能、上部は団体名でも可能） 

  （２）大会協賛広告の募集 

   大会運営資金に当てる為に、各地区諸団体の協賛広告を募集致しますので、御協力をお願い

します。申込は図柄・原稿を添えて、大会参加申込と一緒にお送り下さい。 

① 広告費      半ページにつき 5,000 円（半ページより・パンフは B5 版） 

② 申込及び原稿期日 平成 29 年 7 月 30 日（日）迄（事務局宛）。データで頂く場合は.Excel 

         が助かります。 

③ 広告費振込期日  平成 29 年 8 月 10 日（木）迄（15．振込要領による） 

   

 

白 

石 

福 岡 



（３）懇親会 

 流祖祭の後、懇親会を下記要領で行いますので御参加下さい。 

   日 時  平成 29 年 9 月 16 日(土) 19:00～（18:30 より受付） 

   場 所  ソラリア西鉄ホテル 17F トランスブルー 

福岡市中央区天神 2 丁目２－４３ ソラリアプラザビル 

TEL 092－752－5555 （案内図を参照下さい） 

   会 費  ￥6,000．（お支払いは 15．振込要領によります） 

   申込期日 平成 29 年 7 月 30 日（日）迄 

 

15．振込要領 

 現金書留よりも皆様方の手間と費用が掛からない事と事務の円滑の為に、大会参加費、広告費、

懇親会費は事前に振り込みでお願い致します。ATM もしくは同封の振込用紙をご利用下さい。 

 （１）振込期日 何れも平成 29 年 8 月 10 日 木曜日迄にお願いします。 

 （２）振込先  ゆうちょ銀行 

         口座番号  01780－8－84765 

         口座名称  ゼンコクジョウドウフクオカタイカイジッコウイインカイ 

          ＊窓口で振込みをなさる方は、同封の振込用紙を御利用下さい。 

＊ゆうちょ銀行の通帳をお持ちの方は、下記を御参照下さい。 

 （３）大会申込と費用の振込を以て、申込の受付完了とさせて頂きます。 

  ＊振込料金について    

取 扱 内 容 5 万円未満 5 万円以上 

通常振込み 
窓 口 130 円 340 円 

ATM 80 円 290 円 

猶、10 万円以上の ATM での通常振込みは出来ませんのでご注意下さい。 

   ＊ゆうちょ銀行の預金通帳をお持ちの方は、口座から口座への電信振込でご対応頂くと 

1 件につき  窓口扱いで 144 円、 ATM 扱いで無料 

となっています。その場合は下記口座へお振込下さい。 

こちらでの送金の場合は、確認の為、振り込み予定日を参加申込取纏め書に御記入頂くと助か

ります（多少前後しても構いません）。 

    

ゆうちょ銀行通常預金 

 口座記号番号  番号１７４４０   記号３９９５８２３１ 

       口座名称    ゼンコクジョウドウフクオカタイカイジッコウイインカイ 

 

16．宿泊について 

  第 53 回大会より大会会場が JR 博多駅、福岡空港からも近い都心部で宿泊施設も多数有りま

すので、主管側での宿泊の手配は致しませんので、悪しからず御了承下さい。各自でご予約等を

お願い致します。 

 

17．スポーツ保険等について 

  万が一の事故等に備えて、スポーツ保険等は任意で御対応を御願い致します。 

 

以上、宜しくお願い致します。ご不明な点は、事務局へお問い合わせ下さい。 

＊事務局 鬼木 携帯電話番号 090-7395-5068 



流祖祭会場案内（９月１６日土曜日 受付 13:00～、開始 14:00） 

 

場 所  太宰府市竈門神社境内 夢想権之助神社 

     太宰府市大字内山８８３    TEL 092－922－4106 

交通手段 

１ JR 博多駅 → 福岡空港(国際線) → 西鉄太宰府駅 → 内山 

① 博多バスターミナル 1F の 11 番乗り場、或いは福岡空港(国際線)より太宰府駅直行便に乗車。

福岡空港国内線より国際線へは無料シャトルバスが運行(所要時間 11 分)。 

② 西鉄太宰府駅下車、改札を出て左手に向い、道路を横断、西鉄太宰府駅バス停よりまほろば号

バス内山行きに乗車、内山（竈門神社前）下車(100 円) 

＊太宰府ライナーバス旅人時刻表（土日祝日） 

博多 福岡空港 太宰府 太宰府 福岡空港 博多 

１１：００発 １１：１５ １１：４０着 １５：４５発 １６：１０ １６：２５着 

１１：１２ １１：２７ １１：５２ １６：００ １６：２５ １６：４０ 

１１：２４ １１：３９ １２：０４ １６：１５ １６：４０ １６：５５ 

１１：３６ １１：５１ １２：１６ １６：３０ １６：５５ １７：１０ 

１１：４８ １２：０３ １２：２８ １６：４５ １７：１０ １７：２５ 

１２：００ １２：１５ １２：４０ １７：００ １７：２５ １７：４０ 

１２：１２ １２：２７ １２：５２ １７：１５ １７：４０ １７：５５ 

１２：２４ １２：３９ １３：０４ １７：３０ １７：５５ １８：１０ 

１２：３６ １２：５１ １３：１６ １７：５０ １８：１５ １８：３０ 

  （博多～太宰府間 約４０分・600 円、空港～太宰府間 約２５分・500 円） 

  （空港～太宰府間は、太宰府政庁跡、太宰府市役所にも止まります。） 

＊まほろば号時刻表（土曜日） 

西鉄太宰府駅→内山 内山→西鉄太宰府駅 

１２：０３発 １２：１１着 １５：２０発 １５：２９着 

１２：３２ １２：４０ １５：５０ １５：５９ 

１３：０３ １３：１１ １６：２０ １６：２９ 

１３：３２ １３：４０ １６：５０ １６：５９ 

＊大宰府政庁跡、観世音寺前、宮前（太宰府天満宮傍）も通過します。 

＊まほろば号バス「1 日フリー乗車券」(300 円・車内で販売)も有ります。＊1 時間に 2 本です。 

＊交通状況により若干の誤差は有ります。但し、内山発は始発なので時刻通りです。 

② 西鉄太宰府より車で約 10 分、徒歩で約 30～40 分。 

  

2．福岡空港→天神（西鉄福岡）→西鉄太宰府駅→内山 

  ①福岡空港より地下鉄に乗車、天神駅下車(11 分・260 円） 

②西鉄福岡駅より大牟田方面の特急（毎時 00、30 分前後発）或いは急行に乗車、二日市駅で

太宰府行きに乗り換え、西鉄太宰府駅下車(特急乗車で約 25 分・400 円） 

③上記②を参照して下さい。 

 

3．福岡空港→竈門神社 

  ①タクシーで約 40 分（約 4,000 円） 



4．JR 博多駅→西鉄薬院駅→西鉄太宰府駅→内山 

  ①博多駅博多口を出て正面道路沿い、西鉄バス A 乗り場より 9・10・11・15・16・17・19・

50・58・214 番バスに乗車、西鉄薬院駅で下車（10 分弱・100 円） 

   薬院駅(特急･急行停車)は福岡(天神)駅の隣駅なので、以下は２の②、③を参照して下さい。 

  

5．JR 博多駅→天神（西鉄福岡駅）→西鉄太宰府駅→内山 

  ①博多駅より西新・姪浜・筑前前原・西唐津方面行の地下鉄に乗車、天神駅で下車（5 分・210

円）、以下は１の②、③を参照して下さい。 

  ②博多駅博多口を出て右手、交通センター1F バス乗り場「4 番乗り場より 80 番、5 番乗り場

より 503･506･507･番バスに乗車、天神バスセンター三越前で下車」、又は「4 番乗り場より

113･114･200･201･202･203・204 番バスに乗車、警固神社(三越前）で下車」（約 15 分・100

円）、或いは博多駅博多口を出て正面道路沿い、「西鉄バス A 乗り場より 100・301・302・

303・305 番バスに乗車、天神バスセンター三越前で下車」、又は「A 乗り場より 6･6－1 番

バスか 100 円循環バスに乗車、警固神社(三越前）で下車（約 15 分・100 円）、 

以下は 1 の②、③を参照して下さい。 

   天神方面に御用が無ければ、４の方がお勧めです。 

 

案内図                            社務所 流祖神社 御本殿 

 

       バス停                   斎殿 

 

お知らせ事項 

・女性の更衣場所は竃門神社社務所内をお借りします。社務所入り口は神社境内に上がって右手奥

になります。 

・男性の更衣場所は竃門神社斎殿をお借りします。石段を登り、社務所より一段下、途中右手に御

座います。 

・当日、13 時より式典奉納演武参加者の受付を行います。竃門神社境内上がって、本殿に向かっ

て左手で受付を団体ごとにお済ませ下さい。事前にお届けしている、流祖祭出欠表にお越しの方

のお名前と参加人数をご記入の上、ご提出下さい。後日、参加者名簿作成、集合写真配布の為に

ご協力下さい。 

・お車でお越しの方は出来るだけ下の駐車場をご利用下さい。 

 

 

 



大会会場案内（９月１７日日曜日 受付 9:00～、開始 9:40） 

 

場 所  福岡市立博多体育館 

福岡市博多区山王 1 丁目 9 番 5 号 

TEL 092－481－0301 

 

交通手段 

 1．JR 博多駅→山王公園前（西鉄バス） 

  JR 博多駅の博多口を出て右手の交通センター1F バス乗り場 13 番乗り場より、或いは博多駅

筑紫口側の筑紫口バス停より 8・17 番（扇町行）29・40・44・45 番（板付七丁目、雑飼隈行）、

114 番（山王 1 丁目行）の何れかのバスに乗車(10 分弱・190 円）、山王公園前下車、バス進行

方向より左手の公園を抜けたところ、徒歩 3 分。 

 

 2． JR 博多駅→博多体育館（タクシー） 

  約 5 分 

 

 3．JR 博多駅→東比恵駅（福岡市営地下鉄） 

  地下鉄博多駅より福岡空港方面に乗車（3 分・100 円お隣切符を購入）、東比恵駅下車、下車後

徒歩約 10 分。 

 

4．福岡空港→東比恵駅（福岡市営地下鉄） 

  地下鉄福岡空港駅より乗車（どれでもよい・100 円お隣切符を購入）、東比恵駅下車（3 分）、

下車後徒歩約 10 分。 

 

会場での注意事項 

１． 受付は地区別に団体毎で行いますので、事前にお届けしている大会出欠表に必要事項を御 

記入の上、代表か代理の方が受付にお渡し下さい。その際にパンフ・参加記念品及び弁当引

き換え券を参加申込人数分お受け取り下さい。 

 2．更衣室 

男性は 1F、2F の男子更衣室及び 3F 屋内スタンドを御利用下さい。 

   女性は 1F、2F の女子更衣室及び 1F の武道場を御利用下さい。尚、武道場には荷物を置い

たままにしないで下さい。（武道場更衣時間：朝 9 時～9 時 40 分、閉会式後～17 時迄） 

   ＊武道場は更衣室として使用以外の時間は稽古場所としてご利用下さい。 

3．館内は全面禁煙です。喫煙場所は 1F 出入口外のポーチに灰皿が有ります。 

 4．貴重品は各自で注意して保管して下さい。 

 5．会場駐車場に限りが有ります。出来るだけ公共交通機関でお越し下さい。特に福岡

県内、近隣の方の御理解、ご協力を御願いします。お車で御来場の場合は、数人で乗

り合わせて来場される等のご協力をお願いします。 

 


