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■ 会長年頭所感
新 年明け まして おめ
でとうございます。
昨 年も いろ んな 事
がありました。遠い昔
のようですが、大西先
生の「範士祝賀会」も
昨年でした。近畿全域
より 250 名を越える
参加を頂き、ありがとうございました。秋に
は山田 直美先生の全日本 女子選手権大会 優
勝、皇后盃獲得のビッグニュースが入りまし
た。これは大阪府連全体に、特に女性陣に、
大いな るやる気と活気が 生まれたと感じ ま
した。また審査に於いても数多くの昇段、昇
格者が生まれました。ありがたいこ とで す。
反面、頑張っているにもかかわらず成果を
出せな いでいる受審者の 方も多数居られ ま
す。そんな方々の参考に……先日、東京の友
人がこんな話をしました。
審査に成功する為の 3 つの条件は
「運」
「度胸」
「力(実力)」だと・・・・・。
順序はさて置き、3 つが揃って初めて成功す
るのだ・・・と。私は昨年の五段の講習会の
時に「一か八か」
「伸るか反るか」と言う「気
概」を持って欲しいと言いました。困難な事
に立ち 向かう強い心と気 力を持って欲し い
と思います。これは審査に留まらず、競技会
その他、何にでも当てはまるものです。皆さ
んも、まず「力(実力)」をつけてから、「運」
と「度胸」をしぼり出し「気概」を持って臨
んで下さい。昨今ともすれば、「運」と「度
胸」だけで突っ走る方達が目立ちます。
今年は雪害が出るなど、とりわけ厳しい冬
になっております。しかし皆さん、弓に冬眠
はございません。体調管理に充分注意され、
しっかり稽古に励んでください。そして春の
シーズン到来を待ちたいと思います。今年も
皆で頑張りま
しょう！そし
て多くの良い
ニュースが届
く事を願って
います。
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■ 岸和田市秋季総合体育大会
11 月 23 日岸和田市総合体育館弓道場に於いて
秋季総合体育大会(弓道の部)が開催されまし
た。参加者 143 名過去最高の参加者でした。
【成績結果】
☆市長杯
一ノ瀬佳彦(岸和田)
☆選手権
長谷川 舞(浪速高)
☆高校生の部
①松葉直人(岸和田産)②宮本萌衣(岸和田
産)③山際尊子(岸和田産)④濱平胤命(浪速
高)⑤今村綾乃(岸和田産)⑥長谷川舞(浪速
高)⑦明賀 巧(浪速高)
☆一般女子の部
①高田淑恵(朝日)②篠田淳美(堺)③山口
淳子(堺)④中村幸恵(高槻)⑤濱埼笑里夏
(岸和田)⑥上利朝美(岸和田)⑦澤井由美
子(吹田)
☆一般男子の部
①樽谷久翔(甲南大)②渡士定次(岸和田)
③上田淳一(堺)④早川祐司(堺)⑤西郷
重幸(加支多)⑥時田安雄(吹田)⑦竹島
昌典(万博)

入賞者の皆さん

(報 告 塚 本 正 雄 )

■ 大阪府連 12 月度例会
12 月 13 日大阪城弓道場に於いて、大阪府連の
平成 22 年納射会が 132 名の参加により開催され、
昼食後には参加者全員による総会も行われ前日に
理事会で承認されました本年度決算・来年度予算
が報告されました。
【成 績 結 果】
☆男子有段者の部
①國本 健（堺）②高橋史郎（万博）
③菊田幸志（加支多）④中尾邦廣（加支多）
⑤松本潤一郎（住吉）
☆女子の部
①堀井佳菜（清和）②小畑かがり（豊中）
③澤根規代（吹田）④高田淑江（朝日）
⑤井塚みゆき（豊中）⑥野口雅子（真和）
2010.01.06 発行

1 月号

発行

大阪府連だより

編集

通巻 37‑2 号

☆称号者の部
①佐藤誠一（茨木）②野中秀治（万博）
③大楽真健（万博）④種坂隆志（加支多）
⑤竹内淳一（豊中）⑥森 幸夫（高槻）
☆団体
①豊中市弓道協会②加支多八幡弓友会
③岸和田弓友会

☆

弓道場・クラブ紹介
《

中村正三会長
各部優勝者

団体優勝
（報告 井上英夫）

■ 12 月

昇段・昇格者

昇段・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

錬士

南

石丸 信(朝日)
東 京
錬士

良一(万博)
兵 庫
錬士

木村佳永子(吹田)
東 京

川辺初美(高槻)
東 京

謹 賀 新 年
〒532‑0013
大阪市淀川区木川西 2 丁目 2−4
TEL 06(6301)2019 FAX 06(6301)2507
12 月〜2 月迄全ての商品を 1 割引にて
御奉仕させていただいております。
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万博弓友会

☆

》

日本万国博覧会記念公園弓道場

昭和 45 年《人類の進歩と調和》をテーマにした「万
国博覧会」が開催され、博覧会終了後その跡地を利
用した、記念公園第１次整備計画事業の一つとして
日本万国博覧会記念公園弓道場（敷地面積 3,949 ㎡、
近的・遠的両射場共最大 8 人立）が建設され、昭和
51 年 4 月 26 日に道場開きが行われました。
その際、当時の大阪府連会長範士八段岡本要先生
のご提案により、約 15 名の有志が集まり弓友会設立
の準備を行い、同 52 年 1 月に万博弓友会が発足、活
動の第一歩を踏みだし、現在では称号者 24 名を含む
会員総数 200 名を数えるまでに発展致しました。
当道場は、大阪府下で唯一遠的射場が併設されて
いる為、他ｸﾗﾌﾞからの道場利用者も多く、ｸﾗﾌﾞを超
えた交流の輪を広げているとともに、広い敷地内の
春は桜、秋は紅葉など季節の移ろいを感じながら、
会員一同弓道研鑽に努めています。月例会は午前講
習・午後射会を行いますが、年に数回、午前遠的射
会を行い道場の有効利用を図るとともに会員への遠
的普及に努めています。その他の行事として合宿、
五十射会、尼崎弓道協会との親善射会を行う他、4
月から 11 月の毎週土曜日の夜間には会員・非会員を
問わず参加自由の万博弓友会先生方による講習会
（17:00〜18:30）を行って居りますので皆様方のご
参加をお待ちして居ります。
●所在地：吹田市千里万博公園 6−5
℡ 06−6877−3355
●アクセス：ﾓﾉﾚｰﾙ「公園東口」下車、徒歩 7 分
近鉄・阪急ﾊﾞｽ「日本庭園前」下車、徒歩 5 分
●駐車場：10 台駐車可（無料）
●休館日：水曜日（祝日の場合は、翌日休館）
●使用料金：昼間 9 持〜17 時 500 円、夜間（4 月
〜11 月の土曜日のみ） 15 時〜21 時 500 円、
15 時以前の入場者の 17 時以降使用料 200 円。
●弓友会への問合せ先：℡06−6877−3355
担当者氏名：前田有次郎
●ＨＰ：「万博弓友会」で検索
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