
    

月 日 行事 場所 記事（幹事他）

1 月 

3 日（火） 研究会初稽古 9:30～11:00 東戸塚 岡 ★会員のみ

4 日（水） 稽古始め 東戸塚

22 日（日） 新春奉納稽古 鶴岡八幡宮 山本洋 大雄

2 月 
18 日（土） 通常早朝稽古開始 06:00～08:00 東戸塚 鈴木猛 谷口道洋

25 日～26 日 東戸塚本部/厚木/稲城/高輪 合同合宿 箱根 大雄

3 月 

4 日（土） 研究会 06:30～9:00 東戸塚 ★登録会員のみ

18 日（土） 第四回神奈川県合気道連盟講習会 県立武道館 山本洋

26 日（日） 研修・春季昇級審査 3/12 締切 東戸塚 山本洋

4 月 

9 日（日） 鎌倉武道館講習会 鎌倉武道館 山本洋

29 日（金） 
合気神社 例大祭 ●推薦昇段された方はできるだ

け参加をお勧めします
茨城県岩間 山本洋

5 月 

4 日（木） 八景合気会五十周年記念行事 横浜市大 山本洋

7 日（日） 
鶴岡八幡宮春季奉納演武大会・菖蒲祭（植芝充央道

場長御指導） AC-K 後援  
鶴岡八幡宮 山本洋 大雄

27 日（土） 第 55 回全日本合気道大会 日本武道館 山本洋 常盤 武田聡

6 月 
4 日（日） 第 16 回 AKI 少年奉納錬成大会 鶴岡八幡宮 大雄 矢島 野口 大野

１1 日（日） 逗子市民大会 逗子アリーナ 常盤 野口

7 月 

16 日（日） 第 39 回 全国少年少女合気道錬成大会 日本武道館 大雄 矢島 

22 日（土） 第十三回神奈川県合気道大会 県立武道館 山本洋 大雄

8 月 5 日～7 日 一般部夏合宿 未定 山本洋 常盤

9 月 

9 日（土） 秋季奉納大会 AC-K 後援 鶴岡八幡宮 山本洋 大雄

17 日（日) 昇段審査 早朝稽古参加厳守 午前   9/3 締切 東戸塚 山本洋 大雄

24 日（日） 神奈川県合気道連盟広域合同稽古（予定） 鎌倉武道館 山本洋

10 月 

1 日（日） 昇級審査  9/17 締切 未定 山本洋 大雄

14 日（土） 高段者推薦研修会 東戸塚 山本洋

15 日（日） 神奈川県民スポーツ週間武道体験教室 県立武道館 山本洋

21 日～23 日 研究会合宿 未定 岡 山本洋 ★会員のみ

11 月 

初旬 市大・関東 大学祭演武会 各大学

23（木） 横浜市大合気道部 50 周年記念行事 横浜市大 山本洋

26（日） 横須賀市民大会 横須賀総合体育館 不入斗 青木

12 月 

2 日（土） 研究会早朝稽古納め 東戸塚 岡 山本洋

16 日（土） 通年早朝稽古納め 東戸塚 大雄

17 日（日） 大掃除・納会 東戸塚 大雄

26 日（火） 稽古納め 東戸塚 大雄

A.K.I. 2017 年度 年間予定



 

★ Aiki GAIA 塾： 「合気のこころ」をより多くの方に伝える志のある方が対象です。祝祭日（通年）

10 時～13 時（下記日程を御参照ください）。 合宿・出張・集中研修などは、その都度ホームペー

ジ掲載します。 原則として一般公開です。 （事前申し込み制・幹事 山本洋） 

１月１１日（成人の日） ２月１１日（建国記念の日） ３月２１日（春分の日振替休日） 
５月３～５日 ７月１８日（海の日） ９月１９日（敬老の日） 
９月２２日（秋分の日） １０月１０日（体育の日） １１月３日（文化の日） 
１１月２３日（勤労感謝の日） １２月２３日（天皇誕生日）  
その他：シドニーセミナー（2 月 10-12 日・武田大雄六段）キャンベラ・イースターセミナー(4 月 14-16
日・鈴木康由 7 段) スイス合同セミナー（9 月 15-17 日・武田大雄六段）AKI Canada 25 周年記念セミナ

ー（9 月 22-24 日・武田義信師範）ドイツセミナー（9 月 29-10 月 1 日・武田師範）AKI Chile セミナー

（10 月・武田大雄六段）など 

特別基礎講習会： 通年・月一回（主として日曜日 14 時～16 時） 指導：山本 洋・六段） 

★ 神奈川県合気道連盟（AC-K）：平成 14 年 2 月 28 日・県体育協会認可。現在８０団体超が加盟

しており、AKI が事務局（担当:山本 洋）を担当しています。各道場連携で通年公開体験稽古キャ

ンペーンを実施いたしますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 
★ 神奈川県武道連絡協議会：（計九団体）へ 2009 年 12 月に加盟済み。より一層の活動展開を行い

ます。 
★ 研究会・２０１７： 指導者研修会（幹事：岡 春庭） 武田義信師範の許可を受けた有段者の方対象。合

気道の社会活用を目指し、本年より合気ガイアと連動して活動を強化します。毎月第一週目の土曜日は、

研究会専用で、朝 06:30～09:00 の稽古を行います。 
★ 通常の早朝稽古は、第一週目を除く、毎土曜日 06:00～です。（遅刻禁止） 
★ 鈴木康由先生特別稽古」は、上西（八景所属）へお問い合わせ下さい。原則として月曜 19:00～ 東戸

塚 →同先生の豪州合宿については鈴木先生の許可を必要とします。 
★ 昇級・昇段審査の申込みは、審査日の２週間前までに A.K.I.本部必着厳守下さい。各道場指導

者は、それまでに自道場の分をそろえてお申し込み頂きますようお願い致します。●国際有段者証への公

式行事講習会参加記録の無い場合は受付できない場合がありますので、各会指導者はご留意ください。 

● 厳守頂きたい事柄です。 

個人または、個別団体が直接連絡なされることで、諸々の誤解やトラブルが生じております。 

国内外 A.K.I.以外の講習会・道場（愛媛県松山市・秋山兄弟道場、他グループの道場や、海外 A.K.I.な

ど）での稽古を希望される方は、先方に御迷惑をお掛けすることになりますので、必ず事前に A.K.I.本部ま

でご一報下さい。 

特に、海外 A.K.I 道場へ参加を企画される場合は、現地への連絡を A.K.I.本部（ウイング）で行いま

すので、必ず事前に山本（洋）まで御連絡下さい。 

● 海外にて指導者としてセミナーを行う場合には、必ず A.K.I.本部（担当：山本洋）及び現地指導者まで御連

絡頂きますようお願い致します。 

 

 



 

★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、 審査規定の厳守と稽古日数の明記 （記載がない場合は、原則として受付できません） 
２、 連盟主催行事参加記録（有段者は国際有段者証を行事毎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 

いるか、合気道普及に尽くしていることを要件とします。  

５、 他団体会員として在籍している方の審査は絶対に行わないで下さい。 

※ 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。  

● 東戸塚本部道場指導者一覧 

師範 武田 義信 八段 

一般部 

常任指導者 

鈴木 猛 七段（師範補佐） 
武田 大雄 六段（道場長） 

山本 洋 六段（特別基礎講習指導） 
小澤 雅弘 六段 

指導者 岡 春庭 六段（研究会主幹） 
常盤 達夫 六段 

水曜日・基礎指導 武田 大雄 六段 
きっず塾 
（幼児部） 指導長 武田 大雄 六段 

きっず塾 

少年部 
指導者 

谷口 道洋 四段 
前川 憲明 四段 
谷口 賢至 三段 
沼田 太郎 四段 

百瀬 まりな 五段（休み中） 
一般部午前

講習 指導長 武田 大雄 六段 

合気 GAIA
塾 公認指導者 

武田義信（塾長）・鈴木猛・武田大雄・山本洋（事務担当） 
岡春庭・常盤達夫・ 

小澤雅弘・鎌田浩司・谷口道洋 
 

● 鶴岡八幡宮研修道場指導者一覧 

主席師範 武田 義信 八段 
師範補佐 沼田 秀夫 七段 

一般部 専任指導者 鈴木 猛 七段 
武田 大雄 六段 

指導補佐 山本 洋 六段 

少年部 
指導主任 大川 耕司 五段 

矢島 由美子 五段 

指導補 大川 寛之 三段、金 正美 四段、 
毛利 美由良 三段（水曜午前クラス）、前川 真紀 四段 

 



 
A.K.I. 本部：     http://www.aikidonetworks.org/ 
A.K.I. Australia：     http://www.aikidosydney.com/ 
A.K.I. New Zealand：    http://akivicnz.wordpress.com/ 
A.K.I. U.S.A：     http://www.aikidokenkyukai.org/  
A.K.I. Canada：    http://www.kootenayaikido.ca/index.html 
A.K.I. South America：    http://www.aikidohakusan.cl/ 

  A.K.I. Germany：    http://www.aki-germany.de/ 
  A.K.I. England： 

 
 
 
 

 AKI 鎌倉  武田 聡 0467-43-0519 
 AKI 庄内  門谷康満 0234-22-1448 
 AKI 磯子  山本憲一 0467-23-8840 
 AKI 湘南台 佐藤高平 0467-43-2067 
 AKI 高輪  田中 章  03-3441-7311 
 AKI 館林  森戸伸一 090-9011-4717 
 稲城合気道研究会(AKI 稲城)  大塚 勉 042-754-1873 
 AKI 三崎  青木秀隆 0468-61-6442  

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  

 Ｕ．Ｓ．Ａ  リア・鈴木（サンタバーバラ） 

 カ ナ ダ  ジョン・レネ（ＢＣ州） 

チ  リ  マヌエル・ディアズ（サンチアゴ） 

ド イ ツ  アンドレ・ファイク（エッセン） 

イ ギ リ ス  アリスター・ギリース（シュリベンハム） 
☆ インターネット担当／海老原 満  045-751-8343 
                     E-mail;  mitsuru@ebihara.net 

 A.K.I. 本部道場  武田義信 045-824-1921 
 鎌倉合気道会(AKI 笹目)  制野隆芳 046-830-5270 
 横須賀市合気道連盟  沼田秀夫 0468-61-8105 
 AKI 追浜  松下隆治  045-336-9583 
 AKI 逗子 常盤達夫  045-804-1292 
 八景合気会(AKI 八景) 山本 洋 045-473-2497 
 藤沢合気道会(AKI 藤沢)  鈴木 猛 045-894-9311 
 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 
 関東学院大学小田原 小澤雅弘 0462-41-2011  
 AKI 厚木  小澤雅弘 0462-41-2011 
 AKI 二俣川   岡 春庭 045-813-5170 
戸塚区合気道連盟 武田大雄 090-7210-0446 

 AKI 鵠沼  佐藤高平 0467-43-2067 
 AKI 三田  クリスガスリー 090-8504-9625 

 
 鶴岡八幡宮研修道場合気道科            0467-22-0315 

 
友好道場：秋山兄弟道場 http://www.akiyama-kyodai.gr.jp/aikido/aikidou.html 

http://www.aikidonetworks.org/
http://www.aikidosydney.com/
http://www.aikidokenkyukai.org/
http://www.kootenayaikido.ca/index.html
http://www.aikidohakusan.cl/
http://www.aki-germany.de/

