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■ 百舌鳥八幡宮弓始神事

古式大的式

1 月 2 日堺市百舌鳥八幡宮において弓始神
事、古式大的式があり、府連有志 23 名が奉
仕しました。今年の百舌鳥八幡宮は朝から薄
日が差し、穏やかな陽気となり、開始時間の
前から大勢の参詣者 が見 学に 集ま りま した 。
式が始まり大的に的中すると、大きな歓声
と拍手がおこり、華やかな中にも厳かに行わ
れ、一年の平安を祈願して無事に終わりまし
た。

■ 第 27 回 加支多八幡宮 新春百射会

1 月 3 日加支多八幡宮弓道場に於いて恒例の
新春百射会が開催された。府下弓友会から
73 名と いう多数 の参 加者 により 時間的な 制
約か ら、進 行を 早めたも のの 残念なが ら 76
射で納射せざるを得なかった。競技は午後 9
時閉会という 12 時間を超えるマラソン競技
会となった。 結果は次の通り。
【女子の部】
① 林 直子(万博)②坂上友子(万博) ③北 川
浩 子( 豊中) ④前 川祐 美( 岸 産高) ⑤ 泉本 美
智( 岸 産高) ⑥小 林雅 代( 八 尾) ⑦井 塚み ゆ
き(豊中)⑧友田真祐美(八尾)⑨池田真弓
( 住吉) ⑩上 野滿 理子( 加支 多) ⑪小 川ま り
子(八尾)
【男子四段以下の部】
①原 登志夫(岸和田)②塩江英俊(加支多)
③村上道明( 交野)④國本 健(堺)⑤白木毅
彦(堺)
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【男子五段以上の部】
①里山良光(交野)②二宮 一(高槻)
③佐伯秀男(高槻)④津田 悟(高槻)
⑤谷村尚彦(豊中)⑥菊田幸志(加支多)
⑦濱崎高志(交野)

■ 大阪府連初射会
1 月 10 日大阪府
弓道連盟の初射
会が万博記念公
園弓道場で開催
された。
参加者 154 名
と例年にない多
数の参加であった。 中野英夫府連会長挨
拶の後、平成 21 年年間賞の発表と表彰が行
われ、大西フミ子範士による巻藁射礼・中野
会長の矢渡しに続いて昇段・昇格者による射
礼、参加者全員によ る一 手祝 射が 行わ れた 。
お正月にふさわしく金的、扇的、カルタ的
の余興が行われ、最後に全日出場選手の見事
な立射礼による納射が行われ、和やかなうち
に盛会裏に閉会した。
☆平成 20 年年間賞は次の通り。
参段以下の部
山崎雅也(堺)
四・五段の部
石丸 信(朝日)
女子の部
林 直子(万博)
称号の部
下田隆司(朝日)
選手権
下田隆司(朝日)
団体の部
吹田弓友会

■

住吉大社御結鎮神事

1 月 13 日住吉大社に於いて府連有志による
恒例の御結鎮祭が行われた。ここ住吉大社は
昨年遷宮が行われ、本殿を始めとして各社殿
や太鼓橋など装いも新た になり、よ り一層華
やかにそして厳かな神事 だった。当 日は薄氷
が張り、北西の風も強く 烏帽子が飛 ぶ等ご奉
仕の方々もご苦労されました。
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■ 第 5 回万博記念機構杯
大阪府遠的色的得点制弓道大会

☆

弓道場・クラブ紹介

☆

《 枚方市弓道連盟 》
1 月 17 日好天に恵まれた万博記念公園弓道場
において、第 5 回万博記念機構杯大阪府遠的
色的得点制弓道大会が開催された。
府連の野中理事長による矢渡しが行われ競
技に入った。当日は、お正月のことでもあり
各クラブの初射会や京都三十三間堂の成人射
会など重なった事もあり例年に比べて参加者
がやや少なかった。参加者 68 名。結果は次の
通り。
☆男子の部
①野中秀治(万博)②山中敬雄(豊中)③白石
大介(豊中)④西田 勉(岸和田)⑤佐々木英
弘(高津)
☆女子の部
①前田綾香( 万博)②小西充子(万博)③北川
浩子(豊中)④林 直子(万博)⑤中村真由美
(高津)

男子入賞者

■ 1月

女子入賞者

昇段・昇格者

錬士昇格おめでとうございます・
今後、益々のご活躍をお祈り申し上げます。

錬 士
佐伯秀男(高槻)

弓道場

井上英夫会長

渚体育館空撮

枚方市弓道連盟は平成 10 年 3 月に竣工した
渚市民体育館３F アーチェリーとの共用施設
「スカイアリーナ」を拠点に活動しています。
当初は枚方弓道会（会員 9 名）でスタート。
平成 11 年秋、大阪府連に加盟を果たし、吉
山伸二教士六段のもと現在会員数 85 名。平
成 18 年㈶枚方体育協会への加盟と共に弓道
連盟に改称、北河内地区に於いては交野弓技
連盟に次ぐ数少ない 2 番目のクラブです。
ゆっ たり 流 れ る淀 川 を控 え 無 料駐 車 場 があ
る 5〜6 人立の道場ですので会員一同、弓友
の皆様のご来場をお待ちしています。
●所在地：枚方市渚西 3‐26‑10
TEL 072‑898‑8181、FAX 072‑898‑858
●アクセス：京阪「御殿山」下車徒歩 800ｍ
●駐車場：終日無料 100 台
●個人使用可能日時間帯：少々複雑ですが…
・第①第③土曜、第②第④日曜 9〜21 時
(注)第②日曜は 9〜18 時連盟月例会、第③土
曜は終日連盟団体使用 会員外は 300 円で可
＜支払は体育館でなく道場にて連盟へ＞
・毎週月〜木曜 17〜21 時、金曜は休館日
●料金：2 時間 200 円(60 歳以上は半額)
※枚方市在住在勤在学でない方は上記の倍額
●個人使用条件：段位認許状写持参で即利用
●体育館利用証発行：顔写真(2.0×2.5cm)を
持参し、受付時に発行依頼書と共に提出
●渚市民体育館 URL：年間利用可能日掲載
http://hirakata‑taikyo.org/nagisa/top
●枚方市弓道連盟への問合せ
井上英夫 TEL; 072‑868‑7801
Mailto；lapita‑inoue@eva.hi‑ho.ne.jp

(高松 1 月 17 日)
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