
                   A.K.I. 2006 年度 年間予定 
           AC-K：神奈川合気道協会の略称  問い合わせは幹事の方へ 
 2005 年 12 月 30 日～31 日       オーストラリア研修会                   鈴木康由六段 

2005 年 12 月 31 日～2005 年 1 月 1 日 11:00 ~ 13:00 越年奉納稽古 （事前登録の事）八幡宮 大川 

月 日 行事 場所 記事（幹事他） 
3 日（火） 研究会初稽古 10:00～12:00 東戸塚 岡 ★会員のみ 
8 日（日） 稽古始め（基礎・上級合同）10:00～12:00 東戸塚  

1 月 

22 日（日） 新春奉納稽古・AC-K 公開体験稽古併催 鶴岡八幡宮 大塚  AC-K 後援

2 月 25 日～26 日 東戸塚本部道場合宿 千葉・勝浦 金子 
4 日（土） 研究会（早朝稽古開始）07:00～ 東戸塚 ★登録会員のみ 
11 日（土） 通常早朝稽古開始 06:00～08:00 東戸塚  
未定 少年部国際交流稽古 カナダ大使館  

3 月 

26 日（日） 研修・春季昇級審査 東戸塚 大塚 
4 月 15 日 (土) 藤沢市 合気道公開体験稽古 

       （藤沢合気道連盟主催） 
秩父宮体育館 鈴木猛 佐藤高平

AC-K 共催 
7 日（日） 春期奉納稽古・演武大会 

       （植芝守央道主ご指導） 
鶴岡八幡宮 大塚 

AC-K 共催 
5 月 

27 日（土） 全日本合気道大会 日本武道館 武田聡 
6 月 10 日（土） 少年部奉納錬成大会 鶴岡八幡宮 鎌田 

2 日（日） 第二回・AC-K 大会 
（神奈川県学生合気道連盟大会併催） 

鎌倉武道館 鎌田 佐藤 山本

AC-K 主催 
7 月 

21 日～24 日 少年部夏合宿 ★今年より三泊四日です 一月に発表 鎌田 
8 月 5 日～7 日 一般部夏合宿    大塚 
9 月 9 日（土） 秋期奉納大会 AC-K 公開体験稽古併催 鶴岡八幡宮 大塚、山本 AC-K 共催

1 日（日） 昇級審査（級のみ） 午前～午後 東戸塚 大塚 
8 日（日） 昇段審査（全段位） 早朝稽古参加厳守 東戸塚 大塚 

10 月 

下旬 研究会 秋山兄弟道場合宿 二泊三日 愛媛県・松山 岡 ★会員のみ 
上旬 市大・関東・関東小田原 大学祭演武会 各大学  
中旬 厚木市合気道連盟１０周年記念公開演武大会 厚木 AC-K 共催 

11 月 

19 日（日） 横須賀市民体育大会（横須賀市合気道連盟主催） 横須賀北体育館 青木 AC-K 共催

9 日（土） 通年早朝稽古納め 東戸塚  
24 日（日） 大掃除 10:00～ 合同稽古 11:30～・納会 東戸塚  

12 月 

31 日（土） 越年奉納稽古 鶴岡八幡宮 大塚 大川 

 

★昨年より、より多くの方に合気道をお伝えする目的と、稽古された方がご自身の研鑽および指導の場

つくりができるように、AC-K(神奈川県合気道協会)が前面に出て活動しております。皆様のご理解とご

協力をお願いいたします。 



 

★本年より本部道場の稽古日が変更になりますのでご注意下さい。               

●一般部 火曜日→水曜日に変更  ●基礎クラス 水曜日→火曜日に変更 

「研究会・２００６」 指導者研修会（幹事：岡） 武田義信師範の許可を受けた有段者の方対象です。 

• 本年より毎月第一週目の土曜日は、研究会専用で、朝 07:00～09:00 の稽古となります。 
• 通常の早朝稽古は、第一週目を除く、毎土曜日 06:00～です。 
• 本部道場五週目の日曜日は基礎・一般合同稽古のため 10:00～の稽古となりますのでご注意下さい。 
• 「鈴木康由先生特別稽古」は、百瀬（東戸塚所属）へお問い合わせ下さい。月曜 19:00～ 東戸塚 
• 海外 A.K.I 道場へ参加を企画される場合は、必ず事前に本部道場へご連絡下さい。 
• 鈴木康由先生・豪州特別合宿については鈴木先生の許可を必要とします。 

★各会指導者と幹事の方へ： 審査申請について下記事項を厳守お願い致します。  

1. 稽古日数の明記  
2. 連盟主催行事参加記録（有段者は国際有段者証を行事に持参して認め印を受ける）  
3. 年間を通じて連盟行事、早朝稽古などに、２０回以上参加しない方の審査申請は、原則として

受け付けません。 （特に昇段申請については厳格となります）  
4. ３段以上の審査を受ける場合、独自に、または、所属道場などで継続的に、積極的に、指導に

携わっていることを要件とします。  
• （その他） 八幡宮研修道場および、各道場へヴィジター参加される場合、指導者への挨拶を必ず励行

して下さい。  

●ホームページ：（それぞれ各国内の道場のホームページにリンクされています） 

A.K.I. 湘南合気道連盟本部：   http://www.aikidonetworks.org/ 
A.K.I. Australia：     http://www.aikidosydney.com/ 
A.K.I. Australia（不動心道場）：   http://www.angelfire.com/ia/AIKIDO/  
A.K.I. NewZealand：    http://www.vuw.ac.nz/%7Eralph/aikido.html 
A.K.I. U.S.A：     http://www.aikidokenkyukai.org/  
A.K.I. Canada：    http://www.kootenayaikido.ca/index.html 

 大船合気道協会  武田 聡 0467-43-0519 
 庄内合気道連盟  門谷康満 0234-22-1448 
 山手国際合気道会  ケン・シュルツ 0467-24-8372 
 磯子合気会  山本憲一 0467-23-8840 
 湘南台合気道会  姉崎正平 0466-23-6039 
 ＡＫＩ・高輪  村瀬 薫 03-3405-1565 
 ＡＫＩ・館林  武田大雄 0276-72-6144 
 万騎が原合気会  篠原 哲 045-366-7323 
 カナダ大使館合気道部 村瀬 薫 03-3405-1565            
 稲城合気道研究会  勝田幸秀 042-350-6446 
 横須賀合気道連盟三崎会  土橋弘之 0468-42-6726（西村） 
 ＡＫＩ・赤坂  村瀬 薫 03-3405-1565  

海 外 道 場 指 導 者 
 オーストラリア  スチーブン・シーモア（シドニー） 

 ニュージーランド ラルフ・ペットマン（ウェリントン） 

 Ｕ．Ｓ．Ａ  リア・鈴木（サンタバーバラ） 

 カ ナ ダ  ジョン・レネ（ＢＣ州） 

A.K.I. 湘南合気道連盟本部道場  武田義信 045-824-1921
 鎌倉市合気道連盟  制野隆芳 0468-24-1112 
 横須賀市合気道連盟  沼田秀夫 0468-61-8105 
 追浜合気会  松下隆治  045-336-9583 
 逗子市合気道連盟 常盤達夫  045-804-1292 
 八景合気会  高橋茂稔 045-783-3121 
 藤沢合気道会  鈴木 猛 045-894-9311 
 市川合気道会  田中英二 0473-22-7125 
 みなと合気道会  本田維宏 045-841-8780 
 横浜市立大学合気道部  山本 洋 045-473-2497 
 関東学院大学合気道部  常盤達夫  045-804-1292 
慶応義塾大学合気道同好会 石渡 央 046-865-6136 

 関東学院大学小田原 小澤雅弘 0462-41-2011 敬和会内

 厚木市合気道連盟  小澤雅弘 0462-41-2011 敬和会内

 二俣川合気会 (旭区合気道連盟)  岡 春庭 045-813-5170 
横浜市立鶴見工業高校合気道部  篠原 哲  045-366-7323 

 
鶴岡八幡宮研修道場合気道科            0467-22-0315☆ インターネット担当／海老原 満  045-364-1768 

                     E-mail;  mitsuru@ebihara.net 
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