
 

■  級・初段冬季審査講習会 
   11月2日万博記念公園弓道場に於いて「級・ 

初段受審者」対象の事前講習会が開催され、

59名が参加した。    

   講習は 

① 基本体②基本 

の動作③執弓の姿

勢④失の処理⑤入

退場⑥呼吸⑦審査

を受ける心構えに

ついて懇切丁寧な

指導が行なわれた。 

   講師 

   高辻照生教士 

   佐藤史子教士 

   山田直美教士 

   徳山貴信錬士 

 

 

■  万博記念公園弓道体験会 
   11月3日万博記念公園弓道場に於いて大阪 

府連主催、日本万博記念公園機構後援による

弓道体験会が実施された。朝からあいにくの

雨となり万博公園の行楽客が少なかった事も

あり、心配さ

れましたが、

午後から晴

れ上がり 65

名もの体験

希望者が集

り盛会のう

ちに無事終

了した。 

 

■  高槻弓友会親善射会 
   11月9日第15回高槻親善弓道大会が高槻 

市立総合体育館弓道場で開催された。本大会は 
高槻市体育協会主催によるもので、高槻市が 

スポーツを通じて近隣市民との交流を図る 

を目的として行われました。府下クラブの例 

会と重なった事もあり参加者が例年より少

なかったものの102名の参加をえて盛会裏に

終了した。 

   

 

 

成績は次の通り。 

 ☆選手権 東山二郎(高槻) 

 ☆男子の部 

①竹島昌典(万博)②宮野欣三(茨木)③東山二郎

(高槻)④山下博美(岸和田) ⑤津田 悟(高

槻)⑥佐伯秀男(高槻)⑦小澤幸雄(茨木)⑧神田

孝次(宇治)⑨万田益也(宇治)⑩里山良光(交野) 

☆女子の部 

①舩津 綾(茨木)②田中里美(吹田)③前田好江

(高槻)④衣笠克代(茨木) ⑤藤野節子(高槻)⑥

小高多恵子(宇治)⑦松本利津子(高槻)⑧松山美

喜(宇治)⑨世古和子(高槻)⑩澤根規代(吹田) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

選手権者    優勝者（賞品 米10Ｋｇ） 

■  学生伝達講習会 
  11月16日万博記念公園弓道場で学生伝達 

講習会が行なわれた。当日は朝からの雨とな 

り足元の悪い日となったものの熱のこもった 

講習会であった。参加者35名。 

講師 

  高辻照生教士 

  松丸洋子教士 

  小松正美教士 

  舩津卓三錬士 

 
           四つ矢捌き(簡易法)練習 

■  岸和田市総合体育大会弓道競技会 
11月16日 岸和田市秋季総合体育大会弓道 

競技大会が岸和田市体育協会の主催で市立総合 

体育館弓道場で開催された。岸和田大会は毎年 

ユニークな賞品が用意されることで知られてお

り、今年も優勝者にはメロン・柿等数々の賞品

が用意された。参加者93名 成績は次の通り。 
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☆選手権 馬渕信幸(桃山) 

☆市長杯 吉田恭子(岸和田) 

 ☆高校生の部 

  ①寺西 唯(岸産)②三原喜一(汎愛)③小林日

香里(東淀川)④木村美乃里(岸産)⑤辻 隼平

(岸産) 

 ☆一般男子の部 

①竹島昌典(万博)②大塚清和(岸和田)③菊

田幸志(加支多)④時田安雄(吹田)⑤原登志

夫(岸和田)⑥田中友博(岸和田)⑦馬渕信幸

(桃山) 

 ☆一般女子の部 

①吉田恭子(岸和田)②坂上友子(万博)③砂

田美穂(高槻)④堀口恭子(万博)⑤向井涼子

(万博) 

 ☆団体の部 
① 東 翔太(岸産)・西澤美知子(吹田)・塩江英俊

(加支多)②三原喜一(汎愛)・坂井由香(岸和
田)・岸田憲明(万博)③堺 佳彦(学院)・中尾
邦廣(加支多)・奥原慎一郎(万博) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  選手権者      女子優勝者(市長杯) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   男子優勝者     学生優勝者 

 

■ 平成20年度11月理事会開催 

   11月 22日大阪城公園弓道場会議室に於い

て理事会が開催され次の事項について審議さ

れた。 

第1号議案 平成20年度事業報告・収支 

決算(案)について 

 

 

  本議案は監査人より「適正かつ正確であった」

ことが報告され、全会一致を以って承認可決

された。 

 第2号議案 平成21年度事業報告・収支予算 

       (案)について 

  本議案について会計担当より、平成 21年度が

近畿連合会の担当県になることを踏まえた予

算である旨詳細な説明がなされ、全会一致を

以って承認可決された。 

 第3号議案 規約の一部改正について 

  本議案について理事長より称号者の年会費 

  減額について、及び会長選出方法の変更に 

  つき詳細な説明が為され、全会一致を以って 

  承認可決された。 

 第4号議案 役員の追加及び既役員の部署変更 

  本議案について理事長より詳細な説明が為さ 

れ、全会一致で承認可決された。 

 副会長 高辻照生（新任） 

 総 務 北浦幸三（広報→総務） 

 

■ 府連冬季審査 

   11月23日万博公園の紅葉が美しく映える 

穏やかな陽射しのなか、大阪府連冬季審査が 

級・初段は万博公園弓道場 二段・三段・四 

段は堺初芝弓道場に於いて実施され結果は 

次の通りでした。 

  一級 20名  二級 16名  三級 1名 

  初段   78名  二段  70名 

☆参段   25名 

川端亮平(府大)・岡千代子(堺)・仲永明未 

(市大)・村田未沙輝(教育大)・阪本 崇(歯 

科大)・池田真弓(住吉)・西村 翼(堺)・白 

橋晶子(万博)・松井宏樹(関大)・米山美樹( 

教育大)・松本恵子(岸和田)・友田真佑美( 

八尾)・川端孝幸(教育大)・小林仁志(府大) 

森 貴幸(阪大)・大場小有実(市大)・片桐沙 

百合(堺)・澤本眞有美(万博)・福田幸加(教育 

大)・後藤泰彰(関大)・植木秀伍(朝日)・衣畑 

敬太郎(教育大)・久保利あけみ(万博)・藤井 

聡子(吹田)村上彰悟(朝日) 

☆四段   11名 

  井塚みゆき(豊中)・池部重光(吹田)・加納 

  義一(茨木)・増田 茂(高槻)・中辻朋子(吹 

田)・榎浪宗弘(万博)・三橋信弥(星弓会)・ 

卜蔵伝一郎(朝日)・福田陽子(住吉)・高瀬 

暁男(万博)・小田一彦(加支多) 
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万博弓道場の審査風景 

 

 ■ 古式講習会 

11月 30日万博記念公園弓道場に於いて古式 
大的式の講習会が開催された。参加者 20 名。 
古式大的式の講習は毎年、大阪府下の神社で行 
なわれる神事に年 4 回奉仕する為に備えて 
この時期行なわれている。(誰でも参加できる) 
奉仕している神社 
   百舌鳥八幡宮  古式弓道射初式 
   住吉大社  御結鎮(みけち)神事 
   高津宮的祭奉射 
   石切劔箭神社（いしきりつるぎや） 
講習内容 
 男性の直垂、女性の水干の着付け 
 射手 介添え 矢取りの作法と手順 

 
                  

 

 

 

 

 

 

     東京定期中央審査結果 

    渡士定次 錬士五段（岸和田） 

   10月31日東京都で開催された「東京 

定期中央審査」において 

 六 段 合格されました。 

     おめでとうございます 

 

 

東海地区錬士臨時中央審査結果 

     田代禎史 五段 (万博) 

      岩川紀子 五段 （吹田） 

   11月30日三重県鈴鹿市で開催された 

  「東海地区錬士臨時中央審査」に於いて 

   錬 士 合格されました 

    おめでとうございます。 

 

■ 第21回健康福祉祭 

   10月25日鹿児島県薩摩川内市に於いて 

  健康福祉祭弓道競技が全国から68チーム 

544名が参加して実施された。薩摩川内市 

  は豊臣秀吉が薩摩藩島津義久と和睦をした 

事で有名な泰平寺がある。島津義久公は朝 
鮮へ出兵の時、戦勝祈願と共に泰平寺の地蔵 
さまを連れて行かれ、勝ち戦が続き、帰国す 
る時にこの地蔵さまを忘れて来ました。後日 
迎えに行くとこの地蔵さまの目に涙が溢れて 
いたそうです。この地蔵さまは泰平寺の地蔵 
堂に安置され、「泣き地蔵」と呼ばれて信仰を 
集めています。 

【情報提供】吉田丈夫(交野)・熊原宗史(堺) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

射場の大阪府選手   出番を待つ堺市選手 

 

 

 

←泰平寺の地蔵堂 
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