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■ 万博弓友会 創立 40 周年記念祝賀射会
11 月 5 日万博弓友会創立 40 周年記念祝賀
射会が開催されました。万博弓友会は昭和 51
年 4 月 26 日に道場開きが行われ、翌 52 年 1
月岡本要先生の働きかけで万博弓友会が誕生、
中村・中野・野中・砂口・猪飼・松丸・横沼
を中心として活動を開始しました。
式典では中野会長の挨拶に続いて感謝状が
送られ、記念撮影の後府連執行部代表、招待
クラブ代表、万博弓友会代表による祝射に入
りました。参加者 113 名による盛大な記念祝
賀射会でした。

■ 第 3 回世界弓道大会近畿代表選考会
11 月 11 日第 3 回世界弓道大会近畿代表選考
会が和歌山県田辺市立弓道場において開催され
ました。近畿の選考人数は 4 名で下記の方々が
選考されました。
尚、
東京選考会は 12 月 16 日に開催されます。
☆近畿代表選手
吉田 志(豊中)・丸井雄介(真和)
林 秀子(奈良)・山崎涼子(和歌山)

■平成 29 年度近畿地域弓道交流会
11 月 11 日～12 日、平成 29 年度近畿地域
弓道交流会が田辺市立弓道場で開催されまし
た。参加受講生 36 名、大阪からは

感謝状を受ける先生方

祝賀射会矢渡

■ 岸和田市秋季総合体育大会(弓道の部)
11 月 12 日岸和田市総合体育館弓道場に於いて
岸和田市秋季総合体育大会(弓道の部)が開催さ
れました。参加者 91 名、結果は次の通り。

教士七段 小松英次

・ 野中秀治

教士六段 高辻照生

・ 小西充子

錬士六段 中村真由美・ 篠田淳美
の各先生方が参加されました。講師の先生方は
範士八段林

文夫、範士八段中野秀也、教士七段

中野英夫、教士七段田中康雄、教士七段西中 正
教士七段大堀晏敬の各先生でした。
審査における行射要領による一手行射、持的射礼、
一つ的射礼が行われ、講習内容は「射礼の復習」

☆市長杯 森田立樹(岸和田)
☆選手権賞 大田達也(加支多)
☆一般女子の部
①中村幸恵(高槻)
・②新谷幸子(岸和田)
③佐藤さつき(岸和田)・④森田昌子(住吉)
⑤山口淳子(吹田)
・⑥小畑由美(吹田)
⑦鎌田晃子(堺)
☆一般男子の部
①山本和彦(八尾)
・②前田宏身(堺)
③利武能照(吹田)
・④森田立樹(岸和田)
⑤國本 健(堺)
・⑥岩木秀諭(吹田)
⑦塩江英俊(岸和田)

開会式
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市長杯・選手権・男女優勝選手

を目的として厳しく行われました。

■ 大阪府連冬季審査
11 月 19 日大阪府連冬季審査は、
「級～無指定・
初段」は万博弓道場、弐段～四段は堺・初芝体
育館弓道場に於いて実施されました。
今回の審査は受審者が 330 名と多数になり、結
果発表も 7 時を過ぎてからと言う長い一日でし
た。結果は次の通りでした。
☆無指定
初段 31 名 級位 88 名
☆初段 19 名
☆弐段 41 名
☆参段 21 名
中西真子(教育大） ・植田 純(市立大）
土屋友亮(薬科大） ・横井亮太(府立大)
田中良征(外語大） ・坂口亜希子(八尾）
中川純伶(外語大） ・北野久美子(堺）
峰村俊行(大ガス） ・飯沼正雄(茨)
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篠原ひとみ(住吉) ・廣谷恵嗣(堺）
有定昌之(八尾） ・田中隆夫(交野）
鈴木三平(府立大） ・池田一史(茨木)
小村節夫(豊中)
・秋末瑞枝(吹田)
福島愛子(豊中)
・藤後道子(真和)
久保田真也(高槻)
☆四段 8 名
桶本尚子(豊中)
・山岡勝子(吹田)
宮之前さより(住吉) ・吉田丈夫(高槻)
高田重実(茨木)
・越山畠弘(住吉)
森岡 徹(万博)
・村地政治(高槻)

■ 大阪府弓道連盟会長 中野英夫先生再任
12 月 9 日大阪府連平成 29 年決算理事会が開催
されました。この席に於いて任期満了となる中野
会長から 5 期・10 年を務めた事と併せて体調不良
の説明があり会長退任の意向が伝えられました。
理事会として討議の結果平成 30 年・31 年の
次期会長を重ねて強く依頼したい旨打診、中野会
長より受任の回答を得ましたので次期中野先生の
再任が決定致しました。

■ 12 月の昇格者
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

参段審査風景

四段審査風景

■ 古式神事研修会
11 月 23 日万博記念公園弓道場に於いて大阪
府連の古式神事の研修会が行われました。
大阪府連は百舌鳥八幡宮「弓始め神事」(1 月
2 日)・住吉大社「御結鎮神事」(1 月 13 日)・高
津宮「的祭神事」(2 月 23 日)・石切剱箭神社
「弓神事」
（4 月 16 日）四社の神事にご奉仕
しております。今年は新たにご奉仕頂ける方を
募集いたしまして 8 名の方が参加されました。
研修会も従来介添え役を務めていた方数人に射手

稲毛雄二(吹田)
12 月 2 日 田辺

錬

士

中塚美穂(万博)
12 月 2 日 田辺

錬

士

上野満理子(加支多)
12 月 2 日 田辺

の稽古をして頂くなど暗くなるまで行われ、新年の
ご奉仕への準備も無事に終わりました。

新人の男女射手研修の様子

■ 野中先生全弓連企画部会参画
11 月、野中秀治先生は全弓連に請われて「企画部
会」部会員として参画することになりました。全
弓連の改革大綱にもとずく組織改革を担っている
部会の一つで、審査会・競技会・講習会に関わる
事項、審査委員・審判委員・指導者の資格に関わ
る事項、称号者の推薦や追授に関する事項等の規
定の策定を司る部署です。
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全弓連通達のお知らせ
冬期間の行事における寒冷対策について
冬期間(11 月～3 月)における大会、審査会、
講習会開催時において和服を着用する場合
は和服(襦袢)下に筒袖または稽古着等の着
用を推奨することが決定されました。
弓道会におけるコンプライアンスの徹底
先般の大相撲における暴力問題など、改めて
弓道界としてもコンプライアンスの徹底に
取り組みたく通達が出ました。
上記詳細については各クラブ宛に通達文書
が配信されますのでそちらをご覧ください。
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