
剣道道場  指導者及び剣士各位                                                10th May 2015 

                                                                                    

デュッセルドルフ少年剣道クラブ  

代表       加藤秀夫             

実行委員     八木成充 

                                                                                                     

 

「「「「2015 年年年年度度度度デュッセデュッセデュッセデュッセルドルフ少年剣道ルドルフ少年剣道ルドルフ少年剣道ルドルフ少年剣道クラブクラブクラブクラブ錬成会」のご案内錬成会」のご案内錬成会」のご案内錬成会」のご案内 
 

剣道道場の皆様、日頃は大変お世話になり、ありがとうございます。 

先日、事前にご案内しました当クラブ主催の少年剣道錬成会につき、実施内容が固まりましたので、

下記ご案内申し上げます。皆様奮ってご参加頂けますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

 

■日程：              2015 年年年年 6 月月月月 13 日（土）日（土）日（土）日（土） 

■場所：              Comenius-Gymnasium Sporthalle  (Luetticher Strasse34, 40547  Düsseldorf) 

 

■稽古内容 

 

【午前の部】【午前の部】【午前の部】【午前の部】 【午後の部】【午後の部】【午後の部】【午後の部】

09:15 受付開始 14:00-15:30 カテゴリー別合同稽古（練習試合・審判法）

10:00 集合 15:30-16:00        休憩

10:15 開始の礼 16:00-17:45        地稽古（廻り稽古（指導稽古・互角稽古）

10:15-12:00       カテゴリー別合同稽古（基本稽古） 17:50 終りの礼

12:00-14:00      昼食 19:00 懇親会（Brauhaus Alter Bahnhof）  
 

■主任指導者：  加藤秀夫（教士 7 段） 

 

■参加対象者：   6 歳以上で道場・クラブ所属会員（防具なしの初心者から参加可能） 

 

■参加費用：   無料 

 

■昼食代：    10 ユーロ（日本食弁当＋お茶） 

 

（＊）準備の都合上、当日、昼食をキャンセルされても返金できませんので、ご了承願います。 

 

■懇親会：自由参加。体育館近くのドイツ料理レストラン（Alter Bahnhof）で実施。注文、飲食代は

各自でお支払い願います。 

 

■体育館駐車場：添付の地図をご参照下さい。 

       

■申込方法： 添付参加申し込み用紙に必要事項をご記入の上、5 月 30 日（土）までにメールにてご

連絡をお願い致します。5 つのカテゴリーに分け稽古します。 

       また、昼食代は、稽古会当日、受付で徴収させて頂きますので、部内でまとめてお支

払い頂きますよう宜しくお願い申し上げます。 

        

メールアドレス：dusseldorf.shonen.kendo@googlemail.com 

 

※ご質問等も、上記アドレスまでお問い合わせ下さい。 

 

なお、翌日 6 月 14 日（日）は、同じ体育館で当クラブの通常の稽古を行いますので（10:00-12:00）、

自由にご参加頂いて結構ですので、是非宜しくお願い致します。 

 

ホテルでの宿泊を希望される方は、ご参考までに「デュッセルドルフホテル案内」をご覧下さい。 

                   

以上 

 

 



To All Kendo Dojo Leader and Kendo-ka                      10th May 2015 

                                                                                    

Dusseldorf Shonen Kendo Club 

Dojo Leader                Hidoe KATO             
Seminar Leader Shigemitsu YAGI 

 

2015 Duesseldorf  Shonen Kendo Club Seminar 
 

Dear  All Kendo Lovers 

 

First of all, we appreciate your support on Kendo events.  

As we have already informed you on 6th May 2015, Dusseldorf Shonen Kendo Club shall hold a Shonen Kendo 

Seminar as below. We will appreciate your participation. 

 

■Date:       13th (Sat) June , 2015 

■Place:       Comenius-Gymnasium Sporthalle (Luetticher Strasse 34, 40547 Düsseldorf ) 

 

■Contents: 

 

【Morning】【Morning】【Morning】【Morning】 【Afternoon】【Afternoon】【Afternoon】【Afternoon】

09:15 Reception desk open 14:00-15:30 Keiko jointly by category (game,how to judge)

10:00 Assembly 15:30-16:00       Break

10:15 Rei for start 16:00-17:45       Mawari Keiko,Gokaku Keiko,Jigeiko

10:15-12:00        Keiko jointly  by category (basic) 17:50 Rei for finish

12:00-14:00        Lunch break 19:00 Dinner party（at Brauhaus Alter Bahnhof）  
 

■Chief Instructor:  Hideo Kato (Kyoshi 7 Dan) 

 

■Participants:          Kendo Dojo/Club members above 6 years old(Beginner without bogu can join) 

                                   

■Participation Fee:     Free 

 

■Lunch Box:                EUR 10 (Japanese Lunch Box & Tea) 

 

*Please note kindly that NO REFUND for the cancellation of the lunchbox fee on the day of this seminar. 

  

■Dinner:                       You can freely join dinner party at nearest Germany restaurant(Alter Bahnhof ). Order, 

food and drink to be paid  by individual.  

 

■Parking Space:         Please see attached map. 

 

■Application:  Please kindly fill in the detail on registration form and send it by 30th May 2015. 

                            We will have seminar with 5 categories. 

       The participation fee shall be collected on the day of this seminar. Therefore, we appreciate it if 

Dojo leader can put it together and pay the amount all together. 

        

Mail address：dusseldorf.shonen.kendo@googlemail.com 

 

*Please contact above e-mail address if you have any questions.  

 

 

The normal Keiko of Dusseldorf Shonen Kendo Club will be also held on 14th June (Sun) at the same place and 

we will invite all Kendo players who participate in the seminar of previous day. You can freely join it. 

 

If you would like to stay in a hotel, we enclose the Hotel Info in Dusseldorf for your reference. 

 

Kind regards 

 

 


