
 

■ 大阪府連執行部業務分担決定 

   大阪府弓道連盟執行部業務分担が次のように 
   決まりました。  
   会  長 中野英夫  
   副  会 長 大西フミ子 小松英次 野中秀治 
        高辻照生  
   理  事  長 野中秀治   
   副理事長 高辻照生  福永芳則  
   ○総 務  
    事務局  福永芳則  大原吾朗  井藤良子  
    会 計  佐藤誠一  横沼由美子  
    システム 高辻照生  道廣泰介 吉田真佐美 
         中野美哉子  
    広 報  三木信高  井上英夫 吉田真佐美 
         鉄谷康博  塚本正雄  池畑良作  
         才門香織  
    古 式  高辻照生  砂口勝紀  及川悦子  
    万博運営  大原吾朗  堂上恭史  

○各 部  
 例 会  及川悦子  山田直美  津田  悟  
      高橋史郎  光成   一  服部和子  
  審 査  山下博美  南   良一  蔵屋文彦  
      渡士定次  吉山美和  山尾春美  
      杉本巌生  佐々木直行 樹下恵子 
      前田有次郎  
 射 会  森 幸夫  藏野 敏  北川浩子  
      藤本靖雄  山下幸子  古跡孝和  
 大 会  田中淳治  小西充子  木下英子  
      中村真由美  二宮 一  石丸  信  
      佐々木誠郎  菅野浩平  
 講 習  砂口勝紀  高見勝彦  吉山伸二  
      小野 栞  徳山貴信  因藤常子  
      小川たまき  北岡登志子  
 選手強化  小松英次  梶川和男  野口泰弘  
 女 子  松丸洋子  小川たまき 山尾春美 
      中村真由美  
 高体連  佐藤建治  田川雅也  
 監 事  八嶌 昭  種坂隆志  
 顧 問  内山ヒサミ  浅井清雄  
 参 与  野上勝利  坂根貞幸  辻川正治  
      渡辺展行  
 選手選考委員  
  ・全日本選手権  
   大西フミ子・野上勝利・中野英夫  
   小松英次・野中秀治・高辻照生  
   出田一男・古閑末弘  

 

 
選手選考委員  
 ・国体・都市間  
  大西フミ子・野上勝利・中野英夫  
  小松英次・野中秀治・高辻照生  
  出田一男・古閑末弘・梶川和男  
  佐藤建治  

■ 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 24名 

が奉仕しました。今年の百舌鳥八幡宮は朝 

から風は冷たかったものの、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。 

 

 

 

 

 

 

(写真：鉄谷康博・塚本正雄・池畑良作) 

■ 第 29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ました。府下弓友会か

ら 75名が参加者しました。今年は千代松大

耕市長(泉佐野市長)・米埜巳年雄(泉佐野体

育協会会長)・奥田哲也(市教育委員会教育部

長)３人の来賓をお迎えしての競射会となり

ました。午前 8時開会式、終了午後 7時 50

分とほぼ 12時間に及ぶマラソン競技会とな

りましたが今年は進行を早める等工夫の結

果 100射行射できました。結果は次の通りで

した。 

【最多的中賞】 

  大楽真健(万博)82中 

【女子の部】 

①高田友美(清和)②林 直子(万博) 

③堀井佳菜(清和） 

  【男子四段以下の部】 

   ①西郷重幸(加支多)②久禮大弥(岸和田産) 

   ③中谷春貴(岸和田産) 
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【男子五段以上の部】 

   ①大楽真健(万博)②中尾邦廣(加支多) 

   ③二宮 一(高槻) 

 

     男女出場選手の競射風景 

 

■大阪府連初射会 

  1月 8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ました。 

参加者 126名。中野英夫府連会長挨拶の後 

八嶌 昭先生による日置流印西派の「巻藁射 

礼」、中野英夫会長の「矢渡し」が行われ「昇 

格者の持ち的射礼」・「昇段者の一つ的射礼」・ 

「全員参加による一手祝射」「国体出場選手に 

よる持ち的射礼」・「全日出場選手による一つ 

的射礼」・全員参加による近的・扇的・かるた 

的など余興的が賑やかに行われました。最後 

は野中理事長・小松副会長・高辻副理事長に 

よる立射礼による納射が行われお正月らしい 

雰囲気の中、盛会裏に閉会しました。 

 

  八嶋先生巻藁射礼   中野会長矢渡  
  

                

 

 

                                      

京都府弓道連盟会長  
範士九段 中川慎之先生  
( 享年 76歳  )     
1月 11日急逝されました。  
謹んでお悔やみ申し上げます 

         

 

☆ 弓道場・クラブ紹介 ☆ 

 《大阪府教職員弓道連盟》 

 

 

 

 

本田  理事長  府実業団 50 周年大会に初出場 
                       
現在本連盟には亀田博雅錬士五段会長の元、約
50人の会員が所属しています。先輩方のお話によ
ると、故牧野徳一教士六段、樽井喜三郎教士六段等
先生方のご尽力で、岸和田市立産業高校弓道部発
足当時から、教職員の有志により結成され、教職
員大会などで活躍されたそうです。特に元大阪府
弓道連盟会長で、本連盟元会長としても尽力され
ていた浅井清雄範士八段や、全国教職員弓道選手
権大会に３度の個人優勝を重ねられた、本連盟前
会長の故福嶋昇教士六段等の現役ＯＢ時代には、
教職員大会のみならず、各種大会で活躍をされて
いたことは記憶に新しいところです。 
本連盟の会員の内訳は、高校弓道部顧問である
高体連所属教員、学校の顧問ではないが弓道を趣
味とする小学校～大学の教職員、そしてそれらの
ＯＢです。 高体連顧問は部の指導に忙しく、それ
以外の会員は各所属弓道クラブで活動しています
ので、本連盟としての活動は全国と近畿の教職員
弓道大会への参加が中心となります。また十年前
に実業団弓道連盟に加盟したことにより、年 3回
の実業団例会と勤労者大会予選の参加も、本連盟
会員の活動目標に加わりました。今年は初の企画
として和歌山市内で合宿を行いました。 
今後も様々な機会に会員のレベルアップと親睦
を図っていきたいと考えております。教職員で弓
道をされている方はご一緒に活動をしたいと思い
ますので、是非ご一報お願い致します。 
 
●大阪府教職員弓道連盟への問い合わせ先 
理事長 本田一弘  

  メール：honda@kyudo-osaka.jp 
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