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はじめに

            福 生 市 弓 道 連 盟

会長  長 谷 川 貞 夫

福生市弓道連盟は、昭和４２年６月に福生市体育協会の加盟団体となり、本年５０周年を

迎えました。その後、新設された現福生市中央体育館に附設された弓道場が会員の活動拠点

となりました。現在、１００名を超える会員が健康のため、昇段のため、そして弓道の本質

を追求するためなど、それぞれの立場で稽古しております。

このような活気ある現状となりましたのも、行政機関としての福生市および福生市教育委

員会のご理解とご協力があってのものです。この場を借りまして心から感謝申し上げます。

さて、この５０年を少し振り返ってみます。設立前、市内熊川の片倉自転車という会社に

小さな道場があり数名で稽古をしておりました。５０年前は弓道の世界も第二次世界大戦前

後の混乱状態が色濃く残っておりました。戦前に小笠原流や本多流など各流派を武徳会弓道

としてまとめられたものが戦後解散し、全日本弓道連盟や大日本弓道会などいくつかの財団

法人として復活し、故荒井平吉初代会長は、大日本弓道会の範士、全日本弓道連盟の教士と

して活躍なさいました（大日本弓道会は昭和５０年頃解散）。

福生市に公営の道場がなかった頃の会員に故井上裕之第２代会長、堀部秀夫第３代会長、

池田浩三現副会長、そして小生長谷川貞夫現会長などが居りました。

一方、全日本弓道連盟との関係では東京都弓道連盟第三地区傘下の１３番目の支部として

活動して参りました。

現在では、福生市弓道連盟あるいは福生支部が、都民大会や支部対抗での優勝や入賞を数

多くはたしております。私事ですが、都民大会でチームとして最後一本で入賞を決めたとき

の緊張は忘れられない誇りです。

一方、現在でも福生市の弓道場は３人立ちです。建設当時は市部には道場が少なく３人立

ちの道場も見かけました。６人山立ち（一つの的を２人で使う）という行射作法も昔はあり

ました。会員数が１００名を超える今、危険性除去のため、会員数に見合った道場の設置が

望まれますし、待たれます。種々の危険性をなくし、堂々とした行射の出来る大きな道場の

設置の夢が実現する日を待っている今日この頃です。

最後になりましたが、福生市弓道連盟の会員諸氏の益々のご活躍と、福生市弓道連盟を、

支えて下さっている福生市体育協会に感謝申し上げます。
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お祝いのことば

    福生市長  加 藤 育 男

福生市弓道連盟が創立５０周年を迎えられたことを心よりお慶び申し上げます。

貴連盟は、まだ福生町だった頃に、熊川の旧片倉自転車株式会社内の弓道場に同好者の

方々が集まり、練習したことに始まりました。その後長きにわたり、指導者並びに関係者の

皆様には、弓道競技の発展及び市民の健康増進、青少年の健全育成に御尽力いただき、深く

感謝申し上げます。

貴連盟は、積極的に様々な活動をされる中で、多くの優れた業績や素晴らしい選手を生み

出し、今日に至っております。平成２７年度にはその功績により、東京都スポーツ功労賞、

そして福生市教育委員会表彰を受賞されました。また、今年度実施された第５０回東京都市

町村総合体育大会におかれましては、並み居る強豪を抑えて優勝し、多くの人に大きな感動

を与えてくださいました。これまでに築かれてきた輝かしい歴史と今日の隆盛は、長谷川貞

夫会長をはじめとする歴代の会長、役員並びに関係者の皆様の並々ならぬ熱意と努力の賜物

であると心から敬意を表する次第でございます。

現在、福生市では、市民のスポーツ実施率の向上を図るため、「する」、「みる」、「支える」

スポーツの推進に取り組んでおります。今後も、生涯スポーツ、地域スポーツの一層の推進

を図ってまいりますので、是非御協力くださいますようお願い申し上げます。

結びに、福生市弓道連盟のますますの御発展と会員の皆様方の御活躍を祈念いたしまして、

お祝いのことばとさせていただきます。
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福生市弓道連盟５０周年記念誌

祝辞

福 生 市 議 会

議長 杉 山 行 男

福生市弓道連盟創立５０周年誠におめでとうございます。

半世紀にわたる歴代会長はじめ役員の皆様のご尽力に心から敬意と感謝を申し上げます

弓道は、心身鍛練としての弓の歴史を紡いできております。大正、昭和の時代、弓道は中

等学校以上の学校教育として正課やクラブ活動に採用され、その後も昭和１６年、文部省に

よる体練科武道として再び実戦と直結する方向に導かれましたが、昭和２０年１１月に武道

の授業は禁止となり、昭和２６年７月、文部次官通牒により学校における弓道の実施が許可

されました。さらに昭和４２年、体育局長通達によって高等学校における弓道の正科が採択

され、弓道は新しい意味における教育的意義、体育的意義が認められ、学校体育として発足

することとなりました。

現在の弓道は、近代科学の新しい研究と新しい武道理念のもとに、教育においての意義づ

けを深めると同時に、新しい弓の世界を開拓・普及していくことが求められております。そ

のためにも世界交流の場で発信するなど、伝統文化としての弓道は人間形成にとりましても

かけがえのない伝統武道でございます。

福生市弓道連盟におかれましては、弓道の伝統武道を通して、半生記にわたり、地域での

弓道の普及に、また若手の育成に取り組み、福生市のスポーツの推進に努められてこられま

したことは、私たち市民にとりましても大変有り難く思っているところでございます。

また近年は、青梅線沿線弓道大会では７連勝と活躍しておられるとも伺っております。

今後とも、西多摩を牽引する福生市弓道連盟の益々の発展とご活躍をご祈念申しあげまし

てご挨拶と致します。
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   福生市弓道連盟創立五十周年を祝して

東京都議会議員 田 村 利 光

『愚か者は〝経験″に学び、賢きものは〝歴史″に学ぶ。』という言葉があります。

ここで言う〝経験″とは、一種の流行、ブームのようなものです。

政治が、度々この〝経験″に翻弄されることは、誠に嘆かわしいことであり、我々議員も襟

を正さなければならないと思います。そして、賢き者が学ぶ〝歴史″。それは時代を超えて

通用する人間の叡智。正に、福生市弓道連盟の歩んできた道のりそのものが〝歴史〟だと言

えます。

私も、学生時代弓道を経験したことから、多くのことを学びました。

その一つが、『千射万箭悉皆新（せんしゃばんせんことごとくみなあらたなり）』です。

何本、いえ何千本引いても、同じ射は一本もない、だからこそ、その一本を大切に、集中し

て引く。そんな意味だと教わりました。瞑想やマインドフルネスにも通じる考え方だと思い

ます。

また、『啐啄同時（そつたくどうじ）』という言葉は、鳥の雛が孵るとき、親鳥が外から殻

をつつくタイミングと、雛が中からつつく、タイミングが合ったときに、殻が割れることを

表しています。

弓道でも、上達しようとする師弟の思いの強さと、気持ちが一致したときに技の殻が破れる

のではないでしょうか。

このように、生きる上でも多くの示唆を与えてくれる弓道に、皆様がこれからも親しみ、

福生市弓道連盟という〝歴史″が、連綿として栄えることを祈念いたしまして、お祝いの言

葉とさせていただきます。
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福生市弓道連盟

創立５０周年を祝して

福 生 市 教 育 委 員 会

教育長  川 越 孝 洋

福生市弓道連盟がめでたく創立５０周年を迎えられましたことを、福生市教育委員会を代

表して心からお祝い申し上げます。

また、貴連盟がスポーツの統括的推進団体として、福生市のスポーツ行政に深い御理解を

賜っておりますことに対しまして、心から厚くお礼を申し上げます。

貴連盟は、東京オリンピック後の昭和４２年に、スポーツに希望を託し、スポーツを通じ

て市民の体力向上や健康の増進、青少年の健全育成を目的に、地域の体育・スポーツ組織と

して誕生し、以来、５０年の歩みと共に福生市の地域スポーツの普及・振興を通じて、まち

づくりに輝かしい足跡を残されております。各種の事業を積極的に推進され、多くの優れた

業績やすばらしい選手を生み出しながら、平成２７年度に東京都スポーツ功労賞を受賞され

るなど、その輝かしい業績を経て今日に至っております。これまでに築いてきた歴史と今日

の隆盛は、長谷川貞夫会長をはじめとする歴代の会長、役員並びに関係者の皆様の並々なら

ぬ熱意と努力の賜物であり、敬意を表する次第でございます。

福生市スポーツ推進計画では、生涯スポーツ社会の実現に向け、市民、スポーツ関係団体、

行政等が協働して、スポーツ推進に関わる施策を総合的、計画的に実行することを目指して

おりますが、スポーツは、年齢を問わず体力等に応じて親しむことができ、健康な身体を培

い、人間性を豊かにするなど、その意義や効果はまことに大きなものがあります。

教育委員会といたしましても、今後とも、福生市のスポーツの振興に積極的に取り組んで

参りたいと考えております。

貴連盟が今後もさらに充実した体制のもとで、福生市のスポーツの振興・発展に寄与され

ることを切に望むものであります。

結びに、福生市弓道連盟が創立５０周年を契機に、これまで築いてこられた輝かしい歴史

と伝統を今後とも積み重ねられますよう御祈念申し上げ、お祝いのことばといたします。
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連盟創立５０周年を祝して

特定非営利活動法人福生市体育協会

                  会 長   三 ツ 橋 誠 一

この度、福生市弓道連盟創立５０周年という節目を迎えられましたことに、心からお慶び

を申し上げます。

また、記念誌の発刊は後世に記録を引き継ぐ意味からも意義深く重ねてお慶び申しあげます。

さて、連盟創立から初心者弓道教室の開催を始め、広報誌を創刊するなど着実に活動を続

けてこられ、３０年からの２０年間は競技の多種目化そして少子化の影響等で他の競技団体

では加盟者が減少するなど大きな変化がありましたが、貴連盟は講演会の開催や初心者弓道

教室を継続して会員数を増加され、なお個々人の競技力アップを行って荒波を乗り越えて来

られたことに対して連盟役員をはじめ会員皆様方のご努力に敬意を表します。

この間、都民体育大会、東京都市町村総合体育大会、東京都スポーツレクリエーションフ

ェスティバル弓道大会、都下弓道大会、また、明治神宮奉納全国弓道大会等上部大会に多く

の選手が出場され好成績を収められました。

その実績が評価され、平成１２年から池田選手が国民体育大会東京都チームの選手として

出場、そして平成１５年度、１６年度には東京都チームの監督として３位入賞また優勝する

などの輝かしい成績を収めております。

今後とも特定非営利活動法人福生市体育協会と致しまして、貴連盟の発展と皆様のご健勝

ご多幸を祈念し、お祝いの言葉と致します
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連盟創立５０周年を迎えて

福 生 市 弓 道 連 盟

顧問 堀 部 秀 夫

「光陰矢の如し」と云う

“連盟創立以来、半世紀が過ぎてしまった。”と表現すべきなのか

“５０年を迎えた”というべきなのか、迷うところです。

平成９年１１月には、創立３０周年記念行事が行われました。

当時、連盟副会長を拝命しておりましたが、おり良くこの記念行事に携わることができまし

たことは、昨日のように覚えております。

記念誌の発行、祝射会、祝賀会の３つの記念事業を企画し、１１月２日に弓道場で 祝射会。

祝賀会は福生幸楽園で開催されました。あれから２０年が経ち、会員も増加、 １００名を

超える大所帯へと変貌してまいりました。

私が、本連盟に入会したのは、昭和４８年、春のころだと記憶しております。

当時、勤務先で弓道を行っていましたが、ちょうど、中央体育館が竣工し、そこに弓道場が

できたとの情報がはいり、見学に行ってみました。

道場には、初代、故荒井平吉会長、故松井先生、故式田先生らが好々爺としておられたのが

印象に残っております。

早速、福生市弓道連盟へ入ることとなりました。

当時、福生市弓道連盟は、会員約２０名ぐらいで運営していました。

連盟月例会、都民大会、市町村大会、支部対抗大会等の各種大会に参加させていただき、今

思えば、私が出てもいいのかと想うことも多々ありました。

大会後、居酒屋での弓談義、反省がいつの間にか次の試合における「ああしたい、こうすれ

ば勝てる」に化けたものでした。

勝っても負けても“弓談義”、充実した空間が存在していました。

いつの間にか、５０年。あっという間の５０年でした。

ここに、連盟創立５０周年記念行事を迎え、あらためて

「おめでとうございます」を申し上げます

既に鬼籍に入られておりますが、初代、荒井平吉会長、二代、井上裕之会長、並木秀先生、

高嶋方正先生ほか多くの諸先輩に感謝申し上げるしだいです。

結びに、福生市弓道連盟のますますの発展と会員相互の親睦融和、そして弓道と云うもの

が放つ、独特な魅力と神秘性を具現されていくことを祈念いたします。
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連盟創立５０周年の想い出

福 生 市 弓 道 連 盟

副会長   池 田 浩 三

福生市弓道連盟は創立５０周年を迎えることができました。

ここに、関係者の皆様とともにお祝いを申し上げます。

熊川、片倉自転車工業敷地内弓道場で活動していた弓道愛好者達の師範である、故荒井平

吉先生の尽力により、昭和４２年春、福生市体育協会加盟と同時に福生市弓道連盟が発足し

ました。当時、市民（町民）総合体育大会弓道競技もここで開催しておりましたが、昭和４

４年秋に開催された弓道大会には私も出場した想い出があります。競技そのものよりも、い

ろいろな儀式（矢渡 祝射 演武）が長かったこと、やぶ蚊に悩まされたという記憶が鮮明

に残っています。

昭和４８年４月、中央体育館竣工にともない、拠点（弓道場）も体育館に移設されました。

同年９月、現在の弓道場へ“さらっと”顔を出したのが、弓道連盟との再会でした。

そこでは初代会長、故荒井平吉氏が端然と弓を引いていました。

荒井会長から声を掛けられ、説明を受け、即入会しました。

４０数年前、中央体育館でただがむしゃらに弓を引き、居酒屋において結論の出ない反省

会、そして祝勝会ができたのも、弓道場ならびに弓道連盟があったおかげでした。

本連盟の目的では、「体位の向上、健康の保持、健全な精神の育成、礼節の涵養に努める

とともに会員相互の親睦を図る」と明記されております。なかでも会員相互の親睦を図るこ

とを大きな目標としています。

初心者弓道教室の開催による会員増加、多摩川中央公園バーベキュー大会実施などにより会

員間交流が図られました。結果、市民総合体育大会、都民大会、市町村総合体育大会等各種

大会に多くの選手を派遣し、好成績を収めてまいりました。今後も継続して連盟発展と活性

化を推進してまいります。

結びに、特定非営利活動法人福生市体育協会加盟団体の一員として市民、地域住民、会員

の期待に応えられる団体になるよう更なる努力をかさねてまいります。

関係各位におかれましては、これまで以上のご支援とご協力をお願い申し上げます。
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福生市弓道連盟歴代会長

初代会長 故荒井 平吉 （昭和３８年１０月 ～ 平成 ４年 ３月）

故荒井平吉先生は、大日本弓道会（現在は閉会となっております）において範士八段を認

許された弓道の達人でした。

福生市熊川で創業されておりました、片倉自転車工業内に弓道場を建設、初代会長として

福生市弓道連盟の草創期の発展に尽力されました。

昭和４８年、中央体育館竣工とともに体育館東側に現弓道場が建てられてからは、体育館

弓道場を拠点として連盟発展に寄与されました。

二代会長 故井上 裕之 （平成 ４年 ４月 ～ 平成２０年 ３月）

故井上裕之先生は、初代会長のあとを受け、１６年間、会長職を歴任されました。

平成９年度には、連盟発足３０周年記念行事を挙行され、祝射会ならびに祝賀会を実施する

とともに連盟創立３０周年記念誌を発刊いたしました。

自身、身体障害者でありながら、４０代より弓道修養に挑戦されました。

会長時代、初心者弓道教室の開催を促進され、連盟発展に寄与されました。

三代会長 堀部 秀夫 （平成２０年 ４月 ～ 平成２５年 ３月）

堀部秀夫先生（現連盟顧問）は、会長就任あいさつのなかで「和気あいあいで楽しい集団

と会員増加」を宣言されました。

初心者弓道教室では、常に陣頭指揮にたてられ、新しい会員との稽古では、懇切丁寧でわ

かり易い指導を実践された結果、１００名を超える多くの組織（会員）となりました。

平成２３年度には、第４５回東京都市町村総合体育大会弓道競技を開催、競技委員長とし

て、「弓道」開始式での儀式にあたる「矢渡」を実施され、連盟発展に寄与されました。

四代会長 長谷川貞夫 （平成２５年 ４月 ～ 現在）

長谷川貞夫先生は、堀部前会長のあとをうけ、平成２５年、会長に就任されました。

現在、東京学芸大学名誉教授として活動しておりますが、同大学副学長を歴任するとともに、

元全日本弓道連盟東京都弓道連盟第三地区常務理事として活躍し、福生市弓道連盟を支えて

まいりました。現在、学芸大学弓道部師範として弓道部員の稽古をみまもり続けています。

福生市では、元福生市教育委員会委員長として市の行政関連に精通、今回の創立５０周年

記念行事を企画立案し、連盟発展におおいに寄与され現在に至っております。
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会 員 紹 介
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堀部顧問

池田副会長

万場副会長椎名副会長

長谷川会長
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三浦理事

島田理事 山口理事

橋詰理事
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鳥羽理事

森理事 平戸理事

遠藤理事 長谷川理事

13



髙水 渡邉

小川

松原

石川

浅野

佐藤

佐々木

澤田 森田(弘)
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平林

町田

西浦

関 細谷

森(千)

須藤

本多

越湖

鈴木(広)

徳江
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眞守

碓井 永井 久保

鳥海 小倉(笑)

柴田

江口 小倉(亜)

榎本市村

山田
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本間 横須賀 近藤

土屋 柴 井上

笹本 鈴木(順)

青木(賀) 植松 勝又

藤本
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岩津 奥木

嘉嶋

金巻

川添

大竹 林

フォード

島 星野中嶋

村野
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タム 古川

高倉 西村 渡部

森田 片岡 塩﨑

清水 曹 岡

袋井
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記念写真１ 昭和５０年代

             

                    

                                            
                           井上さんと池田さん

完成翌年の道場にて（荒井初代会長）

                           

    

招待射会での古式演武 射手は荒井会長

荒井初代会長と井上さん               月例会のひと時
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記念写真２ 昭和５０年代

                                            

若き日の弓引き達         師範席があった頃 荒井会長と共に

                     

   道場風景（昭和５６年頃）            秋山五段昇段祝射会（昭和５７年）

                                

                          

                             

７名で初の合宿（山梨泉山荘 昭和５８年）

会員賛助金で完成した最初の幕の前で

記念撮影（昭和５８年）                  
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記念写真３ 平成時代へ

                            

                              

                           創立三十周年記念射会（平成９年）

祝賀会風景（平成７年）

        

会員総出の垜大規模修繕（平成７年）

                                  

                       

富山国体出場の池田選手（中央、平成１２年）      初射会のひととき（平成１６年）

          

                                             

                     

   石川五段昇段祝射会（平成１６年）

                         高嶋さん傘寿祝射会（平成１６年）
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記念写真４

                            

                             

                            

男子団体六人制初優勝（平成１６年）

埼玉国体男子近的優勝（中央右池田監督、平成１６年）

井上第二代会長傘寿記念射会（平成１７年）

会員力作の「和楽」幕完成

         （平成１７年）

                         

            

森選手兵庫国体出場（平成１８年）
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記念写真５

都民大会男子初優勝（平成１９年）        市町村大会初優勝（平成２０年）

              

第三代堀部会長矢渡し（平成２２年、月例会）  松原さん全日本女子弓道大会（東日本の部）で

                            準優勝（平成２２年）

                            

        

池田錬士六段昇段祝射会（平成２２年）
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記念写真６

        三浦錬士六段昇段祝賀会（平成２２年）

       三浦錬士六段昇段祝射会（平成２３年）

               

   

   

橋詰さん（中央）体育功労賞表彰（平成２３年）   ７人全員初段合格（平成２３年）

シルクの里合宿の帰りにサクランボ狩り（平成２４年）    山口五段昇段祝射会（平成２４年）
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記念写真７

                    

                     

      万場錬士六段昇段祝射会（平成２４年）

        

            

                              

第 四代長谷 川会長 矢渡 し      

平戸教士全日本選手権東京都代表壮行射会（平成２４年）      （昇段祝射会、平成２５年）   

    

         平戸教士七段昇段祝射会（平成２５年）
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記念写真８

  

   鳥羽五段昇段祝射会（平成２６年）   東京都支部対抗弓道大会初優勝（平成２６年）

     渡邉五段錬士昇格祝射会（平成２６年）

東京都スポーツ功労賞授与（平成２７年）  東京都支部対抗弓道大会２連覇成る（平成２７年）

                                   

福生市教育委員会表彰

を受ける（平成２８年）

小川さん山口ねんりんピック都代表に（平成２７年）
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記念写真９ 五十年、そして未来へ

                                     

      椎名錬士                     

      

  

椎名五段、髙水五段錬士昇格祝射会（平成２８年）

                                       

髙水錬士

                            

市町村大会主管で優勝 選手・役員の皆さん（平成２９年）

                       

     第三地区支部対抗弓道大会女子優勝

（福生初の女子団体優勝、平成２９年）
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記念写真１０ 連盟の行事から

                      

初心者弓道教室風景               バーベキュー大会

    

                                 

                                

                                                                

           和やかで楽しい祝賀・忘年会（写真は平成２８年）

                      

              

福生市民総合体育大会開会式と競技風景

              その後恒例の弓道場整備作業のスナップ

29



福生市弓道連盟における会員構成

平成２９年７月現在

本連盟は、福生市体育協会に第４番目の団体として昭和４２年６月に加盟するとともに福

生市弓道連盟が設立されました。昭和４８年、現在の中央体育館落成と同時に、熊川（片倉

自転車工業内弓道場）から福生市中央体育館内弓道場へ移設され現在に至っています。

１．平成２９年度 会員数および構成（男女年齢別）

年齢構

成
10 歳代 20歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳代

80 歳以

上
計 合計

男性 0 10 4 2 11 11 3 3 44
114

女性 3 10 13 16 14 8 5 1 70

２．会員数の年度別推移（平成１８年～２９年）

年度 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

人数 37 44 49 52 59 67 76 83 94 111 115 114
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３．男女別市内市外（住所）会員数

市内 市外

男性 女性 男性 女性

23 36 23 32

４．グラフ１、２、３について

連盟設立当初は約１０名前後の会員で運営していましたが、中央体育館弓道場での稽古が

可能となったことから徐々に会員が増えてまいりました。

昭和５０年代から平成１０年代にかけては、３０数名の会員数で横這いが続いておりました

が、創立５０周年を迎えた今、１００名を超える団体へと成長を遂げることができました。

・１０年間で、会員数が３倍に伸びました。

要因として、初心者弓道教室開催案内を連盟ホームページならびに福生市広報でひろく

周知したことがあげられます。

・女性会員が多くなりました。

福生市に限らず昨今の弓道界でも、女性会員が大幅に増えています。

弓道は老若男女を問わず「やる気」があれば、誰でもはじめることが可能です。

・市外からの会員が多いようです。

武蔵村山市、瑞穂町など弓道場のない市町から、福生市の弓道場へ来られる方が多くな

っています。

・２０歳代、５０歳代、６０歳代が多いようです。

若い会員、育児を終えられた会員、そして仕事を卒業された会員の活躍が期待されます。
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福生市弓道連盟のあゆみ

昭和３８年１０月 荒井平吉氏を初代会長として、福生町熊川、片倉自転車工業内

弓道場で活動開始

昭和４２年 ６月 福生市弓道連盟発足、同年６月６日福生市体育協会加盟認可

        東京都第三地区弓道連盟に福生支部として加盟

昭和４５年１０月 第１回福生市民総合体育大会開催（全８種目）弓道競技実施

昭和４８年 ４月 福生市民体育館（現福生市中央体育館）弓道場完成

活動拠点を中央体育館に移動

中央体育館弓道場開設により、井上二代会長、堀部三代会長、

長谷川四代会長、池田副会長が順次入会（現連盟の礎を築く）

昭和４９年 ９月 東京都青年弓道大会第１部優勝（連盟として初の入賞記録）

昭和５０年 ７月 荒井平吉氏、全弓連より錬士の称号を推薦拝受、

同８月に錬士昇格祝射会開催

１１月 明治神宮奉納全国弓道大会（称号者の部）優勝荒井平吉氏

昭和５１年１１月 荒井平吉氏、全弓連より六段を認許される

昭和５２年 ５月 初心者弓道教室始まる

     ６月 池田浩三氏結婚祝射会

昭和５３年 ９月 垜整備実施

昭和５４年 ４月 金曜会発足（初代会長 岩市浩平氏） 荒井会長個人道場設立

１０月 金曜会第 1回射会

１１月 １１日 第１回青梅線沿線大会（秋川主管）（100 射 51中）福生優勝

大会立上げ発起人（黒川文博氏(秋川市)、長谷川貞夫氏(福生)等）

         （開催順番：秋川→昭島→青梅→奥多摩→福生：開催５市町で

春秋開催持回り）

昭和５５年１１月 第三地連支部対抗大会（24射 14中） 同中６位

８月 第１４回東京都市町村総合体育大会弓道競技（40射 22中）

昭和５６年 １月 広報誌「ふっさのゆみ」創刊

２月 百射会 不定期にほぼ毎月開催

４月 昇段祝射会（金曜会主催これを契機として祝射会を開催する）

５月 都民大会(都立多摩スポーツ会館弓道場) 役員６名派遣

６月 第４回青梅線沿線大会（奥多摩町主管）

６月 弓道場、塀の移設工事実施

７月 ２６日 第１５回東京都市町村総合体育大会弓道競技（福生主管）

  都立多摩スポーツ会館弓道場

１１月 第５回青梅線沿線大会（福生主管）（100 射 51中） 福生優勝

   次回から５月と１１月の原則第２日曜日開催となる

１１月 支部対抗戦（三地区予選）男子３名 ６位（予選通過）

昭和５７年 ５月 第６回青梅線沿線大会（秋川主管）上位５名（各自 12射）の的中

合計の順位に変更

          ６月 矢道と矢取道との間に植栽

          ７月 並木秀氏喜寿祝射会

     ８月 第１６回東京都市町村総合体育大会弓道競技（羽村主管 福生から応援）

    １１月 第７回青梅線沿線大会（昭島主管 羽村初参加）
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昭和５８年 ３月 山梨県「泉山荘」弓道場において最初の弓道合宿開催 （７名）

４月 都下弓道大会(現多摩地区弓道大会)(福生主管）多摩スポーツ会館

７月 弓道場垜に矢除け板壁設置 垜幕新設（会員賛助金による）

２４日垜幕新設祝射会 祝賀会／３１日バーベキュー

１０月 体育館外壁工事のため弓道場一時使用不可(１１月までの２カ月)

昭和５９年 ７月 荒井平吉氏「教士」昇格 昇格祝射会

     ８月 東京都市町村総合体育大会弓道競技３位

１１月 第１１回青梅線沿線大会（福生主管）

昭和６０年 ３月 金曜射会１年ぶり開催

４月 月例会表彰変更 会長選定の個人表彰廃止

団体表彰 参加賞は従来通り 得点制による年間個人賞新設

７月 武者系に統一（礼射系の経験者は許容する）

      ８月 東京都市町村総合体育大会弓道競技（40射 20中）ベスト８

９月 支部対抗戦（５人制）(40 射 20中)５位

昭和６１年   （この頃より百射会 祝射会等を連盟主催行事に移行）

昭和６２年 ４月 都下弓道大会（40射 23 中） ４位

     ５月 第１６回青梅線沿線大会（福生主管）

昭和６３年    特筆事項無し（連盟低迷期）

平成 元年１１月 第２１回青梅線沿線大会（福生主管）

平成 ２年 ５月 明治神宮奉納遠的弓道大会（有段者） 優勝万場晋二選手

     ５月 都民体育大会(男子)( 40 射 22中予選不通過)《東京武道館初回》

平成 ３年   特筆事項無し

平成 ４年 ４月 第二代会長 井上裕之氏

     ４月 金曜射会 連盟開催行事化

     ５月 第４６回都民大会男子（40射 24中）８位

     ５月 第２６回青梅線沿線弓道大会（福生主管）（60射 25中）５位

７月 合宿（１泊２日）石和泉山荘 参加１８名

７月 垜整備実施

９月 垜幕交換

平成 ５年 ２月 都支部対抗弓道大会（４名）（32射 19 中）同中９位

６月 合宿研修（１泊２日）於中伊豆 参加１７名

８月 垜整備実施（１０月にも実施）

１０月 月例会実施（近隣市招待試合開催のため、前年度まで１０月は実施せず）

平成 ６年 ６月 弓道場改修工事（１６～３０日 師範席撤去）

１０月 第３１回青梅線沿線弓道大会(福生主管)

１１月 明治神宮奉納全国弓道大会（有段者） 優勝池田浩三選手

平成 ７年 ６月 弓保管所 荷物保管所整理

７月 合宿研修（１泊２日）於松本 参加２０名

７月 前期百射会（この頃から年２回(前期 後期)開催となる）

７月 垜大規模修繕

平成 ８年 １月 福生市体育協会創立３５周年記念行事

４月 青梅線沿線弓道大会：４月第４日曜日と１０月最終日曜日開催

選手参加数無制限 正月懇親会廃止

４月 福生市弓道連盟発足３０年記念実行委員会設立（堀部実行委員長）
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６月 櫻井哲児氏結婚祝射会

平成 ９年 ２月 松本市 長野弓道会福生合宿歓迎会 交歓試合

４月 第３６回青梅線沿線弓道大会(福生主管)(60 射 33中)３位

４月 荒井道場閉鎖

７月 合宿研修（１泊２日）於水上荘 参加１２名

８月 垜整備実施 バーベキュー

１１月 福生市弓道連盟創立３０周年記念祝射会 祝賀会を挙行(２５名参加)

平成１０年 ２月 ８ミリビデオカメラ モニター設置

     ６月 合宿研修（１泊２日）於水上荘 参加１４名

１０月 青梅線沿線弓道大会(青梅主管) (60 射 36中) 福生優勝

１２月 東京都支部対抗第三地区予選会（昭島 40射 21 中 ７位）

１２月 福生特別講習会 講師：中塚祥一郎先生

平成１１年 ６月 東京都第三地連創立５０周年記念弓道大会参加

６月 合宿研修（１泊２日）於水上荘 参加９名

８月 垜整備実施

９月 射場シャッターを電動式に交換

１０月 第４１回青梅線沿線弓道大会（福生主管） (60 射 26中) 福生３位

１１月 明治神宮奉納全国弓道大会（有段者） 優勝池田浩三選手

１２月 東京都支部対抗第三地区予選会（昭島 40射 18 中） ベスト８

平成１２年 １月 新年射会にて垜幕新調

２月 第４７回支部対抗弓道大会 （40射 24 中）８位入賞

４月 月例会新規表彰 瞬間最大的中賞チーム 9中以上

最高的中賞優勝チーム 30中以上

６月 合宿研修（１泊２日）於水上荘 参加５名

７月 ＮＨＫラジオ体操公開放送 体協役員として２名派遣

９月 第１１回東京都ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｪｰｼｮﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ弓道大会(20 射 13中)３位入賞

９月 第三地連第４回例会（於新設中央道場）５名参加

９月 富山国体出場 池田浩三選手壮行激励会

１０月 富山国体出場 池田浩三選手

１０月 全日本弓道遠的選手権大会出場 池田浩三選手

１２月 福生市弓道連盟ホームページ開設

平成１３年 ２月 建国記念奉祝弓道大会（有段者）優勝池田浩三選手

６月 合宿研修（１泊２日）於水上荘 参加７名

７月 第３５回東京都市町村総合体育大会弓道競技(40 射 24中)３位

１０月 三地区支部対抗（男子）(40 射 21中)９位タイ

１２月 東京都支部対抗第三地区予選会(昭島 40 射 22 中)７位

平成１４年 １月 射場防寒ビニールカーテン設置（以後 毎年冬季設置）

     ２月 建国記念奉納弓道大会（有段者） 優勝池田浩三選手

     ２月 東京都連支部対抗弓道大会( 40 射 25中)競射の結果 ベスト８ならず

     ４月 第４６回青梅線沿線弓道大会（福生主管）(60 射 38中) ２位

     ５月 第５４回都民体育大会（男子）( 40 射 24中) ３位

     ６月 合宿研修（１泊２日）於シルクの里 参加１０名

     ７月 男子団体戦（６人制）(48 射 25中) ６位タイ

     ７月 第３７回東京都市町村総合体育大会弓道競技(40 射 23中) ４位
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     ８月 百射会 92中の記録(20射皆中付)鳥羽敏実選手

     ９月 都民生涯スポーツ大会(20 射 13中) 準優勝

９月 よさこい高知国体 池田浩三選手

９月 バーベキュー 参加者１８名

平成１５年 ３月 安土整備（砂入れ替え）

４月 第５７回東京都多摩地区弓道大会（府中）(40 射 24中)

準優勝 最多的中賞

４月 昭島弓道場改装工事に伴い昭島弓道協会 福生で 1年間稽古

     ５月 都民大会女子不参加（この頃より選手揃わず大会不参加続く）

     ７月 男子団体戦（６人制）(48 射 24中) ６位タイ

     ９月 合宿研修（１泊２日）於シルクの里 参加１２名

     ９月 金曜射会中止が続く（年度末をもって廃止）

１０月 バーベキュー 参加者１６名

１０月 静岡国体 東京都成年男子近的３位 池田浩三監督

平成１６年 ３月 高嶋方正氏傘寿祝射会

     ３月 年度末で金曜射会廃止

５月 明治神宮奉納遠的大会（五段以上の部） 優勝池田浩三選手

     ７月 男子６人団体戦(48 射 29 中) 優勝

     ８月 第３８回市町村総合体育大会弓道競技(40 射 19中) ９位タイ

９月 合宿研修（１泊２日）於シルクの里 参加(9＋6)名

１０月 全日本弓道遠的選手権大会出場 池田浩三選手

１０月 彩の国まごころ国体 東京都成年男子近的優勝 池田浩三監督

    １１月 第５１回青梅線沿線弓道大会（福生主管）(60 射 34中) ２位

平成１７年 １月 弓道場 垜幕交換 幕名「和楽」初代

４月 第５９回東京都多摩地区弓道大会（福生主管にて開催）

     ４月 福生市弓道連盟ホームページリニューアル

      ５月 ４日 バーベキュー初回実施 １３名参加

     ７月 男子６人団体戦(48 射 28 中) 準優勝

     ７月 第３９回市町村弓道大会弓道競技(40 射 21中) ６位

８月 関東ブロック東京大会（ミニ国体）少年女子森千津子選手

     ９月 井上裕之会長傘寿祝射会

     ９月 合宿研修（１泊２日）於シルクの里 参加６名

１０月 第５３回青梅線沿線弓道大会（あきる野主管）(60 射 37中) 優勝

１０月 岡山国体 東京都成年男子 池田浩三監督

平成１８年 ２月 東京都連支部対抗弓道大会(40 射 26中) ７位

     ２月 建国記念奉納弓道大会(有段者) 優勝徳江智選手

     ４月 第５４回青梅線沿線弓道大会（青梅主管）(60 射 40中) 優勝連覇

     ５月 国際弓道連盟設立

     ５月 バーベキュー実施（以降毎年実施）

     ７月 男子６人団体戦(48 射 23 中) ８位タイ

     ７月 第４０回東京都市町村総合体育大会弓道競技(40 射 24中) 準優勝

     ８月 関東ブロック栃木大会（ミニ国体）森千津子選手

     ９月 第１７回都民生涯スポーツ大会(20 射 15中) 優勝

１０月 兵庫国体 東京都成年男子 池田浩三監督
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１０月 兵庫国体成年女子出場 森千津子選手

１０月 道場片付け 垜整備 耐震工事 石綿除去工事のため、中央体育館

弓道場使用休止(～H19.3)

この期間、昭島市総合スポーツセンター弓道場を借用

１０月 第５５回青梅線沿線弓道大会（羽村主管）(60 射 41中)優勝３連覇

平成１９年 ２月 東京都連支部対抗弓道大会(40 射 25中) ４位

４月 第６１回東京都多摩地区弓道大会（東大和市主管） 同中４位

４月 弓道場復元作業

４月 国際弓道連盟発足記念式典参加

     ４月 第５６回青梅線沿線弓道大会（主管昭島：福生工事中だった為）

     ５月 第６０回都民大会男子(40 射 26中) 優勝

     ７月 第４１回東京都市町村総合体育大会弓道競技(40 射 23中) ６位

     ９月 合宿研修(1泊 2日)於シルクの里 参加６名

１０月 第三地連支部対抗戦(男子) (40 射 24 中) ７位

１０月 秋田国体 東京都男子池田浩三監督

１０月 第５７回青梅線沿線弓道大会（福生主管）(60 射 37中) 優勝

平成２０年 ３月 瞬間最大的中賞品 弦から足袋に

     ４月 第三代会長 堀部秀夫氏

     ４月 第６２回東京都多摩地区弓道大会（西東京市主管）(40 射 24中)３位

５月 １９日～２６日 道場工事

     ７月 第４２回東京都市町村総合体育大会弓道競技(40 射 27中) 初優勝

     ９月 合宿研修（１泊２日）於シルクの里 参加３名＋東大和市

１０月 福生市民総合体育大会開会式後 垜整備恒例行事

平成２１年 ３月 モニター更新（32型シャープ）

５月 第６２回都民大会男子(40 射 25中) ３位

     ６月 弓道場 垜幕交換 幕名「和楽」

７月 第４３回東京都市町村総合体育大会弓道競技(40 射 28中) ３位

１０月 第６１回青梅線沿線弓道大会（福生主管） (60 射 38中) 優勝

平成２２年 １月 都支部対抗戦(40 射 24中) ８位

     ４月 ビデオカメラ更新（ビクターエブリオ）

     ６月 東日本女子弓道大会（３ ４段の部） 準優勝松原智美選手

     ７月 第４４回東京都市町村総合体育大会弓道競技(40 射 20中) ４位

         ７月 福生市弓道連盟 市制４０周年記念事業にて表彰

１０月 第三地連支部対抗弓道大会（男子）(40 射 25中) ５位

１０月 第６３回青梅線沿線弓道大会（あきる野主管）(60 射 40中)優勝

平成２３年 ３月 １１日 東日本大震災

     ５月 東日本大震災義捐金募金送付

７月 第４５回東京都市町村総合体育大会弓道競技（於昭島）（福生主管）

平成２４年 １月 体育館外壁補修工事 弓道場雨樋補修工事(２０日～２６日)

     ３月 弓道場床補修工事( １２日～１６日)

     ４月 第６６回青梅線沿線弓道大会（主管福生）(60 射 39中) ２位

     ５月 巻藁練習場完成

     ６月 合宿研修（１泊２日）於シルクの里 参加１４名

７月 第４６回東京都市町村総合体育大会弓道競技（昭島 40射 24 中)優勝
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     ８月 垜、幕、ネット整備 １０名参加

     ９月 第２２回都民生涯スポーツ大会(20 射 12中) ６位

     ９月 全日本弓道選手権大会出場 平戸昭友選手

平成２５年 ４月 第四代会長 長谷川貞夫氏

９月 第２３回都民生涯スポーツ大会(20 射 11 中) ６位

     ９月 東京国体 ソフトボール大会 弓道大会役員派遣

平成２６年 １月 第６１回都支部対抗弓道大会（都武）(40 射 24中) 優勝

     ２月 大雪のため、例会および地連審査中止

     ４月 第７０回青梅線沿線弓道大会（主管羽村）(60 射 39中) 優勝

     ５月 第６７回都民大会男子(40 射 24中) ６位

７月 第４７回東京都市町村総合体育大会弓道競技（府中 40射 30 中)３位

８月 百射会 94中の記録(20射皆中 1回付)池田浩三選手

１０月 全日本遠的選手権大会出場 渡邉真理選手

１０月 第７１回青梅線沿線弓道大会（福生主管）(60 射 41中) 優勝連覇

１１月 東京都支部対抗第三地区予選会(中央道場 40射 25 中) ５位

平成２７年 １月 第６２回都支部対抗弓道大会(都武) (40 射 26中) 優勝連覇

     ４月 月例会 チーム最高的中賞:35 中以上で優勝

瞬間最高的中賞:10 中以上１回のみ

     ４月 第７２回青梅線沿線弓道大会（主管昭島）(60 射 38中)優勝３連覇

     ５月 第６８回都民大会男子(40 射 24中) ６位

１０月 ねんりんピック山口２０１５出場 小川菊代選手

１０月 第７３回青梅線沿線弓道大会（あきる野主管）(60 射 40 中)優勝４連覇

１０月 東京都スポーツ功労賞受賞

１２月 第三地区支部対抗団体戦(町田 40 射 26 中) ４位

平成２８年 ３月 福生市教育委員会表彰受賞

４月 第６９回東京都多摩地区弓道大会(40 射 19中) ７位タイ

４月 第７４回青梅線沿線弓道大会（主管青梅）(60 射 42中) 優勝５連覇

     ９月 支部対抗戦（女） ３名団体(24 射 12中) ７位

     ９月 支部対抗戦（男） ３名団体(24 射 15中) ４位

１０月 第７５回青梅線沿線弓道大会（羽村主管）(60 射 42中)優勝６連覇

１２月 第三地区支部対抗団体戦(40 射 23中) ７位

１２月 連盟理事会にて創立５０周年記念関連行事実施の決定

平成２９年 １月 第６４回都支部対抗弓道大会（都武）(40 射 26中) ８位タイ

１月 連盟創立５０周年記念実行委員会発足

４月 連盟総会にて５０周年記念行事日程決定（平成３０年２月１７日）

４月 第７６回青梅線沿線弓道大会（福生主管）(60 射 43中)優勝７連覇

７月 第５０回東京都市町村総合体育大会弓道競技（福生市主管） 優勝

９月 第三地区支部対抗戦（３人制）（24射 15 中）

  女子チームとして初めての優勝

１２月 第三地区支部対抗団体戦(40 射 24中)４位

平成３０年 １月 第６５回都支部対抗弓道大会（都武）

２月 福生市弓道連盟創立５０周年記念行事開催
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≪以下に、上記あゆみに添えて、平成２９年度の福生市弓道連盟年間活動計画

詳細ならびに結果を可能な限り掲載≫

４／２ 第７０回東京都多摩地区弓道大会(昭島市)

  (40 射 18中)不通過 個人戦６位入賞 （昭島弓道場）

８ 五段～錬士六段講習会 １名参加

９ 平成２９年度第１回月例会３名団体戦 １５名参加

９ 平成２９年度定期総会(17:00～) 平成２８年度事業結果会計報告,

９ 平成２９年度事業案予算案審議決定 １７名出席

１５ 大学生対象講習会 役員派遣役員２名派遣（山口 高水）

１６ 第一回例会（地区毎）９名参加 入賞２部優勝 ３部３位

２３ 独自講習会（四段以下：羽村） ２名参加

２５～２７  安土矢止め工事

２９ 全日本選手権予選会（第一回）府中 ２名参加

３０ 第７６回青梅線沿線弓道大会（福生）２４名(60 射 43中) 優勝７連覇

個人入賞 1部 1位 ２部１位 ３位 ４位

５／３ 第１３２回明治神宮奉納遠的弓道大会 参加なし

４ バーベキュー参加２５名

７ 第１回地連審査（無指定～四段）中央 初段 1名 弐段 1名 参段 1名合格

９ 前期初心者弓道教室開始（毎週火曜日）３名参加

１４ 第２回月例会 １９名参加

２１ 平成２９年度都民体育大会（女子）都武道館(40 射 17中) 不通過

２１ 支部指導者講習会参加なし 役員３名派遣（町田 横須賀 井上）

２７ 平成２９年度都民体育大会（男子） 都武道館(40 射 19中) 不通過

６／10 全日本選手権予選会（第二回）１名参加

１１ 第３回月例会１９名参加

１１ 地連五地区対抗弓道大会 強化稽古 森 三浦 渡邉選手

１７ 第二回例会（地区毎）１０名参加 ２部７位

１８ 四段以上対象伝達講習会 1名参加

２７ 前期初心者弓道教室修了（毎週火曜日）３名 入会３名

７／２ 東京都三地区対抗弓道大会 三浦選手（中央道場）

９ 東京都弓道選手権大会（国体壮行会）１名参加 （中央道場）

９ 第４回月例会 １４名参加

１６ 地区毎講習会（４段以上）参加なし （羽村市弓道場）

２３ 第５０回東京都市町村総合体育大会弓道競技 昭島（福生主管）優勝

予選(40 射 24中) 準々決⑥-0稲城 準決⑥-3武蔵野 決勝⑥-4八王子

２９ 独自講習会 ２名参加 （あきる野市弓道場）

３０ 第三回例会 ８人参加 ３部２位

８／５ 公認指導員更新講習会 参加なし

１１ 第二回地連審査会中央 初段 1名合格

１３ 第５回月例会／祝射会／祝賀会 ２２名参加／２１名参加／１８名参加

２６ 第四回例会（遠的）２名参加 （中央道場） 役員２名派遣（池田 万場）

２７ 前期百射会 １０名参加 １０名完射 羽分超５名

２７ 第３４回東京都遠的選手権大会 （中央道場）参加なし

９／２ 後期初心者弓道教室開始（毎週土曜日）８名参加
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３ 第２６回都民生涯スポーツ大会（弓道）（20射 7中、4中） 予選不通過

１０ 第６回月例会 ２２名参加

１０ 地区毎講習会 地方公認委員講習会（江東区スポーツ会館）１名参加

１８ 三地区支部対抗戦（女子３名）（至誠館） 優勝（女子大会初優勝）

予選(24 射 15中) 準々決②-1府中 準決④-2NTT 決勝③-2 町田

１８ 三地区支部対抗戦（男子３名）（中央道場） 24射 13中 予選不通過

10／１ 第２３回シニアフェスタ弓道 （都武道館）４名参加

８ 三地区称号者対象講習会 （小金井公園弓道場）参加なし

８ 第７回月例会 ２１名参加

８ 福生市民総合体育大会弓道競技 延べ４０名参加

９ 第４２回福生市民総合体育大会開会式 ５名参加

９ 午後 安土整備４人

２１ 後期初心者弓道教室修了（毎週土曜日）６名 入会６名

２２ 第７７回青梅線沿線大会(昭島)台風 21 号接近のため中止(来春昭島主管で開催)

２９ 独自講習会（四段以下：羽村）６名参加

11／３ 第１３３回明治神宮奉納全国弓道大会 ２参加

１２ 第８回月例会 １２名参加

１２ 第三回地連審査（一般）（中央道場） 初段５名 弐段２名 参段１名合格

１９ 第五回例会（地区毎：昭島）９名参加 １部４位 ５位 ２部２位 ３部１位

12／３ 三地区支部団体戦５人団体 町田 予選(40 射 24中) 4-6 決定戦 5中 ４位

１０ 第三地区納射会 中央道場 至誠館 １３名参加 ２部優勝 ３部４位

１７ 祝射会 納射会 9:30 開始 ３２名参加

１７ 第９回月例会 13時開始 ２６名参加

１７ 昇段祝賀会 忘年会 17時 30 開始 ３４名参加

１／４ 都連新年射会（称号者）中央道場 参加なし

７ 新年射会 10時開始 １５名参加

７ 第１０回月例会 13時開始 １８名参加

１３ 新年射会（第三地区）（土）中央道場 ５名参加

１４ 弓道選手権大会（2部男 3部男）（中央道場） ６名参加

２１ 弓道選手権大会（1部女 3部女）（中央道場） ２名参加

２８ 第６５回都支部対抗弓道大会（都武道館）

２／３ 弓道選手権大会（1部男 2部女）（中央道場 至誠館） ２名参加

１１ 第４７回建国記念奉祝弓道大会 （中央道場） 参加なし

１１ 第１１回月例会

１２ 第四回地連審査（一般）（月 休）中央道場

１７ 福生市弓道連盟創立５０周年記念行事

記念式典：福生市民会館 記念懇親会：さくら会館

２４ 第六回例会（段別）中央道場 至誠館

３／３ 第六回例会（五段）小金井

４ 後期百射会 9:30～

１１ 第１２回月例会

１１ 月例会 理事会開催

１８ 東京都指導者講習会 中央道場

２３～２４ 合宿講習会 （五段以上 石和）
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福生市弓道連盟 各種弓道大会入賞記録

＜ 団 体 戦 ＞

年 月 日 大会名       成績

昭和４９年 ９月１５日 東京都青年大会           優勝

（池田 梅田 吉木）

平成１４年 ９月 １日 都民生涯スポーツ大会        準優勝

（類家 椎名 三浦 鳥羽 万場）

平成１５年 ４月 ６日 多摩地区弓道大会          準優勝

（池田 椎名 三浦 類家 万場）

平成１６年 ７月１８日 東京都弓道連盟第三地区６人制団体戦 優勝

（池田 椎名 万場 三浦 鳥羽 須藤）

平成１７年 ７月１７日 東京都弓道連盟第三地区６人制団体戦 準優勝

（池田 椎名 万場 三浦 鳥羽 須藤）

平成１８年 ７月２３日 第４０回東京都市町村総合体育大会  準優勝

（三浦 須藤 松原 万場 鳥羽）

平成１８年 ９月 ３日 都民生涯スポーツ大会        優勝

                     （山口 松原 三浦 鳥羽 万場）

平成１９年 ５月２７日 第６１回都民体育大会（男子）    優勝

（三浦 椎名 万場 鳥羽 池田）

平成２０年 ７月２７日 第４２回東京都市町村総合体育大会  優勝

（三浦 松原 万場 鳥羽 池田）

平成２４年 ７月２９日 第４６回東京都市町村総合体育大会  優勝

（西浦 鈴木 万場 森 鳥羽）

平成２６年 １月２６日 第２５回都知事杯記念兼支部対抗戦  優勝

（池田 高水 小川 遠藤 山口 万場）

平成２７年 １月２５日 第２６回都知事杯記念兼支部対抗戦  優勝（２連覇）

（池田 高水 小川 山口 万場）

平成２９年 ７月２３日 第５０回東京都市町村総合体育大会  優勝

（高水 池田 鳥羽 椎名 万場）

平成２９年 ９月１８日 東京都弓道連盟第三地区支部対抗戦(女子) 優勝

（永井 久保 細谷）
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＜ 個 人 戦 ＞

年 月 日    大会名       成績

昭和５０年１１月 ３日 明治神宮奉納全国弓道大会    優勝    荒井 平吉

昭和５７年 ３月２１日 東京第３地区選手権大会   一部優勝  岩市 浩平

昭和５７年 ３月２１日 東京第３地区選手権大会     二部正法賞 長谷川貞夫

昭和６０年 ４月 ７日 都下弓道大会          一部優勝  岩市 浩平

昭和６２年 ４月 ５日 都下弓道大会          優勝    荒井 辰雄

平成 ２年 ５月 ３日 明治神宮奉納遠的大会      二部優勝  万場 晋二

平成 ６年１１月 ３日 明治神宮奉納弓道大会      二部優勝  池田 浩三

平成１１年１１月 ３日 明治神宮奉納弓道大会      二部優勝  池田 浩三

平成１３年 ２月１１日 建国記念奉納弓道大会      二部優勝  池田 浩三

平成１３年 ７月１５日 東京都弓道選手権大会      一部準優勝 三浦 和雄

平成１４年 ２月１１日 建国記念奉納弓道大会      二部優勝  池田 浩三

平成１４年 ２月２４日 東京都弓道連盟第三地区例会   二部優勝  三浦 和雄

平成１６年 ５月 ３日 明治神宮奉納遠的大会      二部優勝  池田 浩三

平成１８年 １月２２日 東京都弓道選手権大会 三部優勝  池田 浩三

平成１８年 ２月１１日 建国記念奉納弓道大会 一部優勝  徳江 智

平成１８年 ４月 ２日 多摩地区弓道大会         優勝    万場 晋二

平成１８年 ８月２７日 東京都弓道連盟第三地区例会（遠的）一部優勝 徳江 智

平成１８年 ８月２７日 東京都弓道連盟第三地区例会（遠的）三部優勝 池田 浩三

平成１９年 １月２８日 東京都弓道選手権大会       三部優勝  池田 浩三

平成１９年 ８月２６日 東京都弓道連盟第三地区遠的大会  一部優勝 森 千津子

平成２２年 ６月 ６日 全日本東日本女子弓道大会     準優勝 松原 智美

平成２５年 １月２０日 東京都弓道選手権大会       一部準優勝 橋詰 和子

平成２５年 ７月１５日 東京都弓道連盟第三地区例会    一部優勝 西浦 喜昭

平成２６年 ２月１１日 第４５回建国記念奉祝弓道大会   三部優勝  池田 浩三

平成２９年１２月１０日 東京都弓道連盟三地区納射会    二部優勝 山口 裕
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「ふっさのゆみ」の歩み
「ふっさのゆみ」は連盟の月刊紙です。現在もほぼ毎月発行され、会員の皆様に新会員の

紹介や内外の大会結果、昇段・昇格や行事予定などをお伝えしています。現存するものはコ

ピーが連盟に保存され、連盟のホームページにも掲載されています。連盟の昔の様子を伝え

る貴重な資料となっています。

ここでは創刊号から最新号までのうち、節目の号をいくつかをご紹介します。ヘッダーの

移り変わりも面白いものです。現在までの発行号数は、現在の通番以前のもので確認されて

いるもので、約２８０号になります。「ふっさのゆみ」の編集者は「瓦版屋」と称していま

す。このコーナーの作成にあたり、歴代瓦版屋の皆さんにご協力を頂きました。

創刊

「ふっさのゆみ」の創刊は、昭和５６年（１９８１年）１月１日でした。以下がその創刊号

です。手作り感満載です。とは言っても、ガリ版刷りではなく、手書きでした。責任者は

長谷川さん、岩市さん、椎名さん。（それぞれの頭文字を連ねた長岩椎がペンネームになっ

ています。）創刊の目的は、連盟や地連の行事や連絡事項の会員への周知でした。会員のト

ピックスやくだけた話題もとり上げられました。（発刊の経緯は、本誌「座談会」のコーナ

ーでも紹介されています。）
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金曜会報

昭和５８年（１９８３年）からは、金曜射会を行っていた会員有志の会報と位置づけられま

した。この頃から編集・発行者を『瓦版屋』と称するようになりました。この号では、手書

きのイラストも登場し、文字も絵も段組みも自由で、その点でパソコンより自由な表現が見

られます。瓦版は元来木版摺りだったそうです。文字通り瓦版らしい時代でしたね。

新聞レイアウト

昭和５８年（１９８３年）と翌年には新聞のレイアウトもありました。通常の新聞のように、

記事がびっしりで、写真も掲載されています。瓦版というより、学級新聞の味わいでしょう

か。新聞の形を目指した瓦版屋さんの意気込みが感じられます。
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手書きからワープロへ

平成和７年（１９９５年）５月に復活第１号として発行されたものです。この頃からワープ

ロによる編集が始まりました。パソコンとはまた違ったワープロの字体が、懐かしく思い出

されます。ワープロの活用によって、修正は格段に楽になったのではないでしょうか。この

号にある石川よし美さんの言葉には、たいへん感動させられます。

ふたたび復活号

平成９年（１９９７年）５月号です。短い休止後の復活号。この年佐藤さんが担当され、

手書きでの復活です。休止のたびに「ふっさのゆみ」を絶やすなという思いで、手書きで

でもなんとか復活をという当時の瓦版屋さんの思い。その努力があって今日の「ふっさの

ゆみ」があることを、改めて感じさせられます。
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いよいよパソコンに

平成１０年（１９９８年）またまた復活とありますが、昭和５６年の創刊から１７年を経て、

いよいよパソコン版となりました。ここから瓦版屋は類家さんです。編集も保存も格段に

効率化されたことでしょう。ヘッダーは手書きで、味わいが残されています。

瓦版もカラフルに

平成１４年（２００２年）１月号から瓦版屋は三浦さんに引き継がれました。ヘッダーは、

現在使われているものになりました。写真も含め、全体がカラフルになりました。冒頭の写

真はご自身で撮影されたものも多かったようです。季節の素材を探すご苦労が察せられます。
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１００号記念

瓦版屋は第８４号から山口になり、平成２２年（２０１０年）３月号で、現在の通番での

第１００号に到達しました。以下はその記念号です。初めて３ページで発行です。記念号で

は過去の号からのトピックスを紹介しました。

そして現在に至る

近年はますます写真も増え、いっそうカラフルになりました。トップの見出しは、大きな大

会での優勝など、ビッグニュースに登場します。昔の瓦版屋なら、きっと、「福生女子が支

部対抗で優勝だよ！さあ、買った、買った！」と叫んだことでしょう。大見出しがたくさん

見られるよう期待しましょう。
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歴代瓦版屋の手記（１００号記念号から抜粋したものです）

椎名甲子夫さん

「ふっさのゆみ」はかつて「金曜会瓦版屋」として、昭和５６年に創刊されました。発案者

の長谷川先生から情報を得て、岩市・椎名が取材し、手書きで作成しました。５年ほど続き、

その後１０年間ほど育児休暇により途絶えました。１９８５年５月に「瓦版屋」で復活し、

しかもワープロになり読みやすくなりました。その後も何度か短い中断を繰り返し、「瓦版

屋」も佐藤さん、類家さん、三浦さん、そして現在の山口さんに引き継がれてきました。以

上のような経過から、正確な発行号数はわかりません。現在欠けている古い号も見つけ、「ふ

っさのゆみ」を福生市弓道連盟のひとつの歴史として揃えたいですね。

類家光幸さん

「ふっさのゆみ」もたくさんの会員に引き継がれ、個性豊かに貴重な情報を送り続けてくれ

ています。携わった編集員としてはこの上ない喜びと、感謝の気持ちでいっぱいです。これ

からも福生弓道連盟が続く限り、「ふっさのゆみ」が、会員相互の潤滑油……コンドロイチ

ン（高齢化社会ではこちらの方かも）になり「和楽」の道場が続くことを願っております。

三浦和雄さん

「ふっさのゆみ」発刊１００号。早いものですね。私は２４号から８３号まで担当させてい

ただきました。この６年の間に新規入会・再開された方は３２人を数えました。池田さん作

成ＨＰの「ふっさのゆみ」を見て、福生市弓道連盟の活動・活躍を知り初心者教室に参加し

たと言う方も多く、「ふっさのゆみ」の広報性も痛感しています。会員の増加だけではなく

各大会での優勝、入賞とレベルも確実にアップしてきています。これからも福生市弓道連盟

のますますの活躍と「ふっさのゆみ」が盛りだくさんのニュースで飾られますことを期待し

たいですね。

「『ふっさのゆみ』の歩み」に寄せて 現瓦版屋 山口 裕

任期中に１００号という節目の号を担当させていただき、さらに連盟五十周年にあたり、

「『ふっさのゆみ』の歩み」を担当させていただきました。今回は１００号記念の時以上に

昔の号に目を通しました。それぞれの時代の活動、活躍ぶりが想像されます。また、「ふっ

さのゆみ」が、何度も休刊しつつも復活を果たしたことに、当時の会員の気概を感じさせら

れます。これからも次世代の瓦版屋が、時代や連盟の活動を反映した「ふっさのゆみ」を継

続発展させて頂けるものと確信しています。「ふっさのゆみ」の末永い継続と、皆さんに愛

読されますことをお祈りします。

※現存する「ふっさのゆみ」のコピーは、弓道場にファイルされています。この度連盟五十

周年にあたり、鋭意収集された号も新たに追加しました。連盟の歴史をたどるとともに、

当時の皆さんの活動に思いを馳せてください。
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福生市弓道連盟創立５０周年記念座談会

５０ 周 年 を 迎 え て

開催日   平成２９年１０月２９日（日）

場所時間  福生市中央体育館 和室 １３：００～１６：００

出席者（敬称略） 福生市弓道連盟理事 各位

会長： 長谷川貞夫

副会長：池田 浩三 椎名甲子夫 万場 晋二

理事： 三浦 和雄 島田 文子 山口 裕 鳥羽 敏実 森   亨

司会： 髙水 大輔

【司会】福生市弓道連盟創立５０周年を記念して座談会を開催いたします。

本日は、長谷川会長、ならびに各理事の皆様にお集まりいただき、ありがとうございます。

連盟発足５０年の懐かしい想いで等をお話ししていただきます。

なお司会進行は記念誌制作担当、髙水が務めさせていただきます。

どうぞ宜しくお願いいたします。

＊連盟発足時について

【司会】昭和４２年６月、福生市弓道連盟が体育協会加盟と同時に創立されたと聴いていま

すが、当時のことをお話しいただけますか。

【長谷川】当時、弓道場は、福生市熊川で操業していました片倉自転車工業構内の片隅にあ

ったと記憶しています。現在のような弓道場としての“つくり”ではなく、３人立ですが床

板も無い様な簡素なものでした。

             片倉製糸という組織が親会社でした。世界遺産に登録されて

いる、「富岡製糸工場跡」を見学すると各種資料の中に“片

倉製糸”という名前がたくさん出てきます。

この会社から、片倉自転車が生まれています。

たしか自転車の名称に、片倉シルク号と命名されていたのを

覚えています。シルクと云えば絹ですね。

【司会】池田さんは、どのような想い出がありますか。

【池田】私は、昭和４４年の町民大会（弓道大会）と４５年の市民大会（７月１日：市制特

例法により東京都福生市となる）に参加した想い出があります。

開催場所は片倉自転車内の弓道場でした。たしか、３人立

の道場と記憶しています。初代会長の故荒井平吉先生が、

古式装束を着てなにかやっていました。今思うと、“蟇目”

の儀式だったのではないでしょうか。

射手、奉行、露払い、太刀持が揃い、なぜか革の敷物が用

意されていました。当時の来賓が誰であったのか、

まるっきり覚えておりません。

【三浦】市総体の時には、何名ぐらい参加していましたか。

【池田】だいたい、４０数名が参加していたとおもいます。
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【鳥羽】現在の市総体（弓道）参加人数より多いみたいですが。

【長谷川】当時の大会は、荒井さん個人が各近隣、地域の弓道家を招聘していたような状態

でした。結果、ある程度の人員が集まりました。

まだまだ、福生市弓道連盟単独で市民弓道大会を開催する土壌ではなかったと思います。

中央体育館内弓道場の設置は、連盟として大きなインパクトがあったと考えています。

＊中央体育館内弓道場について

【司会】現在の弓道場になったのはいつ頃でしょうか。

【長谷川】今の弓道場の板目をよく見ていただけますか。

道場前面に新しい板目の跡があります。実は、４８年の開設当時の弓道場には師範席として

「畳」約２畳分が、床より一段高く構築されていました。

そのせいで、師範席からは、的の当たり外れが全く見えませんでした。

【池田】入会した当時、師範席でよく日本酒のお燗番をやりました。反射ストーブの上に薬

缶を乗せ、一合徳利を２本適温（人肌）にして、各先生の猪口にそそぎました。

今だったら、ドーピングものですが。

【三浦】私が入会した頃、いろいろな大会に行くと、昼食休憩では池田さんから、ビールを

すすめられました。

【椎名】記録によれば、平成６年まで師範席があり、改修後現在の形態に変わりました。

【池田】私は昭和４８年、９月に入会しました。

高校弓道部卒業後は、ＯＢとして学校で稽古をしておりましたが、福生市中央体育館内に弓

道場があると聴き、ふらっと体育館に行ったのが幸か不幸か、現在まで続いています。

初代、荒井会長から道場の説明を受けすぐに入会しました。

当時、弐段を取得（連盟では有段者は希少でした）していましたが、なんら抵抗なく稽古に

参加できました。

【長谷川】有段者といえば、堀部さんが四段、井上さんは初段、私は三段でした。

【池田】たしか入会した翌月の月例会に参加、夜は堀部さん、長谷川さんと飲みに行ってし

まいました。ここから私の「弓道即酒」の人生がはじまりました。（笑）

【山口】昭和５０年頃から約３年間、福生に所属していました。例会後の飲み会に数回行っ

た想い出があります。たしか“みのる”と云う居酒屋でした。

＊青梅線沿線弓道大会について

【司会】青梅線沿線弓道大会についてのお話をお願いします。

【池田】昭和５３年ごろ、当時、第三地連等の大会における出場選手がレアなことから、近

隣地域で大会を開催し、誰でも参加できる大会を実現したい。とのことから発足の機運が持

ち上がったと記憶しています。

【長谷川】あきる野市の黒川さんと私が幹事となり、昭島の竹本先生の了解を得、翌昭和５

４年の秋に第１回の青梅線沿線弓道大会があきる野市（当時、秋川市）で開催されました。

【池田】途中から、各市持ち回りで飲み会をやろうということになりました。

各市持ち回りで２回ぐらいまでおこないましたが、福生が幹事の時に中断したままとなって

います。

【万場】あきる野市が強くて、５回連続優勝した結果、優勝杯を取り切り、新しい優勝杯を

購入しました。

【鳥羽】この大会は、外での大会への前哨戦として、大いに効果がありました。
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【島田】私も、青梅線沿線大会が福生例会以外での初試合

であったことを想いだしました。

【森】現在、福生は７連覇中（５連覇時で優勝杯いただき）

ですが、１０連覇した場合どうするのでしょうか。

【池田】今のところ、ルールはありません。

【万場】この大会、結構、個人優勝しています。

なぜか相性がいいようです。

＊各種大会入賞について

【司会】今では毎年、当たり前のように各種大会で入賞しておりますが、過去はどうだった

のでしょうか。

【椎名】先般、９月の大会（支部対抗３人制）で、福生女子チームとして初めて入賞（優勝）

をしました。

１０年ほど前、都民大会等で女子チームを組むのがやっとの時代、専務理事として都連事務

局に選手報告をぎりぎりに出したことを想いだすと、隔絶の思いです。

【島田】最近は、道場での女子稽古が活況を呈しています。

【万場】平成１９年に都民大会男子で優勝しました。

長谷川会長、池田副会長から昔の話を聴きますと、「まさか福生が」「ありえない」とのこと

でした。

【司会】私は、平成２６年ならびに２７年の、都

連支部対抗・都知事杯にメンバーとして参加し優

勝を経験しました。

トーナメント戦では競射々々の連続でした。何故

か、別ブロックのチームは高的中が出ていました

が、我が福生チームは６中ぐらいで勝ち上がり、

あれよあれよの優勝でした。

あの頃の自分が一番当たってました。

どうも錬士になってから、当たりがなくなって

しまったようです。（笑）

【鳥羽】今年、第５０回東京都市町村総合体育大会を福生主管で実施しました。役員と選手

の兼担でしたが優勝してしまいました。この試合も別ブロックでは高的中が続いていました

が、福生チームは５中～６中で勝ち上がりました。くじ運ですかね。

【三浦】私は、新宿道場の例会で２部個人優勝、表彰時、中塚先生の話を今でもよく覚えて

おります。先生は、弓道のなかで“澄し”の重要性を説かれ、この大会で優勝された方は、

その心構えができていたと講評されていました。

【司会】国体への出場経験（池田さん、森千津子さん）についてはどうですか。

【池田】私は、２度（富山国体、高知国体）出場させていただきました。

当時、私と万場さんで何度も選考会（都国体予選）に出させていただきましたが、３強選手

の壁を破れませんでした。

【万場】３強選手（Ｋさん、Ｕさん、Ｓさん）は指定席でしたね。

【池田】私が国体成年男子監督時代、森さんのお嬢さんが出てきました。

森千津子さんです。まさか、高校３年生の時に国体関東ブロック予選で出会い、翌年、成年

女子で兵庫国体に出場するとは、なおかつ福生支部からの代表選手として。

森夫婦とはこのころ知合いました。
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【森】娘の付き添いで国体というものにはじめて

出会いました。

あの大会（国体）は、“外したら負け”と云う

ことを教えられました。

娘の影響で、弓道にのめりこんでしまいました。

＊「ふっさのゆみ」について

【司会】では次に「ふっさのゆみ」の話に移ります。創刊に関わられた椎名さん、まずは発

刊のいきさつをお願いします。

【椎名】創刊の頃（１９８１年、昭和５６年頃）、連盟は２か所で活動していました。

そこで地連の情報等を会員に周知、共有するために有志の発案で始まりました。

【司会】４０年前はパソコンもなく、大変でしたでしょうね。

【椎名】紙面の区割りも文章も、全て手書きです。手書きをそのままコピーしました。

【司会】「ふっさのゆみ」はどんな存在なのでしょうか。

【山口】               現在私が担当ですが、毎号道場に持参すると、皆

さん熱心に読まれます。

新会員の紹介や行事予定の他、試合や審査など

の結果にちょっとした追加情報を提供する、文

字通り瓦版のような存在かと思います。また会

員同士の会話にも、ささやかながら話題を提供

できるかなとも。

【司会】ほぼ毎月の発行にはご苦労もおありでしょうね。

【山口】池田副会長から、毎月発行の厳命（笑）を頂いていますが、いちばん困るのは、話

題が少なくて、なんともスペースが埋まらない時ですね（笑）。射会がない時期や、入賞者

が出なかった時などで、やむを得ず合併号になります。

【司会】「ふっさのゆみ」は他支部の方も読まれているようですね。

【山口】そうですね。よく射会の時など、「いつも楽しみにしていますよ。」などと声を掛け

られます。ありがたいことですし、身も引き締まります。

＊月例会での想い出は

【司会】過去、月例会はどのように行っていたのでしょうか。

【長谷川】弓道場が３人立ちであることから、

１チーム３人の計６０射での的中上位による

団体戦と、個人２０射の的中上位による個人戦

というのは、現在と同じです。

【池田】個人賞には市長杯や議長杯があって、

１位（市長杯）、２位（議長杯）でした。その他

荒井会長が決める会長杯がありました。

【山口】５０年代初めの転勤前は、私も参加させてもらいました。
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【椎名】私が始めたころは、池田さんが賞品を準備していたのですが、優勝賞品は池田さん

が欲しい物を買い、常にその賞品を取っていきました。（笑）

【池田】あの頃は羽分け超えする人は、あまりいなかったですからね。

【司会】ところで、月例会参加費は長い間にどのように変わりましたか。

【長谷川】ここの道場で月例会を行うようになってから、何十年も同じです。

【一同】へぇーそうなんですか！

【司会】参加者に変動がありましたか。

【椎名】記録が昭和５２年度からしかないのですが、この年に参加者３３名の月例会があり

その後、５０年代末から平成２年までは、参加者平均が１０人に満たない年度が続きました。

【長谷川】その頃は、納射会に全員に副賞が行き渡るようにするなどして、参加者を増やす

工夫をしてきたが、参加者が少なくて中止した月もありました。

【万場】平成になってから、少しずつ参加者が増え、的中率も上がってきたように思います。

その頃から、外の大会で入賞することが少しずつ増えてきました。

【島田】参加者が多くなり、開始時間が早くなったのは、主婦としては大変でした。

【三浦】会員参加者数が多くなり、１３時から１８時までに月例会を実施するとなると、狭

いけれど的を４つにして、立射で「会」、「打ち起し」でやったりと、それなりの苦労もあり

ました。

【万場】月例会ではないが、百射会で鳥羽さんが９２中したことは大きいですね。

【鳥羽】まあそれも、数年後に池田さんが９４中して、記録を塗り替えられましたけどね。

【森】二人とも、その中で２０射皆中もしていますよね。すごいことです。

【池田】全体の的中率向上に伴い、表彰対象の的中数を変えました。

当初、３人団体戦では３０中で特別賞獲得でしたが、５年前に３３中、昨年からは３５中に

レベルを上げました。３０中、３３中のハードルでは賞品代がかかり過ぎとなりました。

＊連盟合宿について

【司会】年間行事では、合宿が計画されていますが最近は実施されていません。

この辺も含めてお話をお願いします。

【三浦】私が初めて合宿に参加したのは、平成１１年７月の水上荘（塩山）でした。

平成１０年２月の初心者教室で弓を引き始めて１年半足らずですが、弓が楽しい時期で

合宿はとても楽しみでした。矢数を沢山かけて、手の皮が剥けるのかな、と想像していまし

たが、２日間で６０射でした。ちょっと期待外れでしたかね。

【池田】昭和５８年３月、石和の泉山荘で有志合宿を行いました。並木さん、秋山さん、榎

本さん、長谷川さん、星さん、岩市さんと私でした。これが連盟有志としての初合宿であっ

たと記憶しています。

【長谷川】合宿にしても色々な形があるとおもいます。

合宿の意義、目的、強化方法など今後の課題としてください。

【三浦】合宿の想い出のなかで、練習風景のビデオを撮っていただき、自分の射を初めて見

て思い描いている射との違いに驚いたことを覚えています。

塩山の水上荘では、安土の整備から始まり、やぶ蚊が多く悩まされたこと、夜は囲炉裏を囲

んでの懇親会、で宿からのプレゼントでいただいたワインの一升瓶を飲み明かしたことも思

い出の一つです。
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その後平成１２年も水上荘、平成１３年は参加者

が少なく福生の道場で１日のミニ合宿。

平成１４年は、シルクの里で６人の寂しい合宿。

平成２４年には、久しぶりの合宿であったことと

新入会員も増えたことで、１４人の皆さんが参加

されました。２日目の帰りにはサクランボ狩りを

楽しみました。

しかし、合宿に対する思い入れがしっかり練習を

したい人、楽しみたい人とそれぞれ異なり新人の

皆さんには少し不満があったようです。

【椎名】年間行事予定に、必ず連盟合宿を計画していますが、計画倒れとなり取りやめとな

っています。

【三浦】その後、合宿を計画するも参加希望者が少なく、ここ数年は実施していませんでし

た。最近合宿をやりたいという声も少し出てきていますので、皆さんの機運が上がってくれ

ばまた計画したいと思います。

その時には、合宿のスケジュールをよくよく検討したいと思います。

＊各種行事（講習会、祝射会、射初会、納射会）について

【司会】年間をとおして、いろいろな行事が設定されています。何か、想い出等またこんな

事をやってみたいなど、お話ください。

【三浦】弓道場の広狭もありますが、もう少し講習会などをやっていただきたいと思います。

【池田】手取り足取りの講習会も良いと思いますが、躬行（自ら弓道の実践）することも必

要だと考えます。

【椎名】会員も増え、これに伴い祝射会祝賀会の実施回数も増えています。参加人数と時間

によっては、簡易な射礼となり皆さんには大変申し訳ありません。

【森】最近、昇段者への祝射祝賀会は結構多くなっていると感じています。椎名副会長のお

っしゃる通り、道場が３人立のため、また参加人数も多くなり時間的な制約から時間を短縮

した射礼となっています。

【万場】祝射会での割り振りをやっていますが、色々と考え工夫し苦労しています。

【島田】お茶出しと茶菓子ですが、この時は会員の皆様が多く持ってきてくれるので助かっ

ています。

【池田】道場でのイベント終了後は、必ず飲み会をするように心がけています。

ノミュニケーションって大事です。本当は、自分が飲みたいのですが。（笑）

【島田】射初と納射会では、和服着用（持っている方）ですので、普段、稽古のできない襷

（たすき）さばきで弓が引けます。

＊弓道教室について

【司会】最近では、年２回の弓道教室となっていますが、過去にはどのような教室があった

のでしょうか。

【椎名】当弓道連盟が初心者を対象とした弓道教室が始まったのは今から遡ること４０年前

の昭和５２年（１９７７年）が最初のようです。

目的は、１．市民の健康増進、２．弓道の普及と連盟会員増加です。
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【万場】始まった当初は年１回の開催で私が入った昭和６０年の頃も１回だったと記憶して

います。その頃は夜だけの教室で１９時半から２１時までで回数も１０回やった気がします。

当時は教室が修了しても入会する人が少なく、中々会員が増えない状況が続いていました。

平成２年から教室の開催数を年３回に増やしピークは年４回（春季２コース、秋季２コース）

実施し会員増のための施策を色々と試みましたが思うように参加者が増えませんでした。

【三浦】以前から参加募集は市の広報誌に載せてもらっていましたが、記事がなかなか見つ

けづらいなどがあり、思うように参加者が伸びませんでした。

しかしパソコンの普及によりインターネットが身近になり、色々な情報が出てくるのを待つ

のではなく自分から取りに行く時代になってきていました。

【万場】そこに目を付けたのが池田副会長です。

弓道連盟のホームページを立ち上げそこに連盟情報を載せたところ見事に大ホームランで

した。広報誌を見て応募という方よりホームページを見て応募という方が多くなり、福生在

住の方だけでなく他市町からも応募してくる方もおり、足切りまで考えるほどに参加者が多

く集まるようになりました。

また、過去の反省から教室終了後に入会された方に講師の継続的な指導も結実して、２０

年前は３０人いるかいないかの会員数が、現在１００名を超えるまでに大きくなりました。

今いる会員のほとんどが弓道教室からの継続者で男性よりも女性会員が多く熱心さも女性

の方が上なような気がします、男性陣頑張ってください。

【司会】３人立道場のため、審査等では皆さん苦労していますね。

【鳥羽】私も教室から弓道を始めましたが、一緒に始めた人たちは皆辞め、結局１０年程は

私の後ろには誰もいませんでした。

【三浦】稽古着を買うまでは続くが、そのあとがダメでした。

【山口】現在、火曜日教室のあとの面倒を一人でみてます。

多くの会員が参加され、なかなか順番が回ってこない状況です。

＊恒例、バーバＱ大会について

【司会】５月４日の休日には、連盟のバーベキュー大会が毎年開催されています。私もここ

数年参加していますが、過去にはどのようなことがあったのでしょうか。

【池田】始めた当初は、柳山公園などでやった記憶があります。当時、会員数もあまり居ま

せんでしたので、何人来るのか分からず「俺は一人でも飲る」なんて豪語してやりました。

【鳥羽】ロケット公園でバーベキュー大会が

あったのを覚えています。

【森】それって（ロケット公園）、柳山公園のこと

ですね。

【鳥羽】そうなのですか。なんか、ロケット公園の

方が、ゴロが良いと感じています。

【椎名】記録では、平成１７年５月４日から、

定例化（年間行事予定として計画）されたことに

なっています。それまでは、有志での大会でした。

【山口】私の記憶にあるのは、雨が突然降ってきた

のにバーベキューは続行、傘をさしながら飲み食い

をしました。アルコールが入ると何でもありなんですね。
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【島田】多摩川中央公園のかまど付近で開催の時、何度か参加させていただきました。

堀部さん、石川さん、高嶋さん、橋詰さん、町田さん達がいて、懐かしい想い出となってい

ます。

【長谷川】バーベキュー大会が恒例化する前は、体育館外の土手でお花見などをしたことが

あります。これらが、バーベキュー大会へと繋がって行ったのではないでしょうか。

【司会】最近は、若手中心で幹事をしています。鳥海さん、今後も宜しくお願いします。

＊現在の弓道場について

【司会】今の弓道場について、皆さんはどのように想い、感じているのでしょうか。

【三浦】非常に狭い処ですが、風通しの良い道場だと感じています。

【司会】風通しの良いとは。

【三浦】夏は、矢道から風が入り、道場控え室の硝子窓に抜けて大変涼しく、他の弓道場に

は無い居心地のよい道場です。もう一つは、“狭いながらも、和気あいあいと稽古ができる”

雰囲気が醸成され、私もいつの間にか２０年も続けてしまいました。

【長谷川】最近は、弓道場の奥行を広くとるような設計が主流となっています。何故かとい

うと、近年、弓道では射技の他に体配（一般的に云う歩き方等の処作）稽古が重視される様

になってきています。弓を引く以外にいろいろな動作を修練する必要があります。

弓道場は最低でも５人が一緒に引け、かつ体配稽古が充分できるような弓道場が望ましいと

考えています。

【鳥羽】福生弓道場では冬の寒さをしのぐため、ビニールシートで養生していますが、この

様な形態は他にもあるのですか。

【長谷川】長野の善光寺弓道場では、冬場、引き戸を締め切ったままで小窓を設け、そこか

ら的に向かって弓を射っています。実は、この道場に行ったところ引き戸が閉まっていたの

で道場は休みかなっと思っていたのですが、そこから（小窓）矢がビューンと飛び出し、ビ

ックリした想い出があります。

【椎名】今の冬場対策は、万場さんの設計でしたよね。

【万場】長野県では、冬場対策は当たり前でした。

【島田】福生であのビニールシートを張るようになってからは、本当に楽になりました。

【椎名】福生弓道場の使用料ですが、以前は全て無料だったと記憶していますが。

【長谷川】確かに、過去、連盟貸切以外の時間帯でも無料でした。現在では、受益者負担と

いう考え方が一般的です。時代の流れと解釈してください。

【池田】先般、建てかえなった駒沢弓道場で稽古をしましたが、半日の弓道場貸切利用料は

相当に高いものでした。

【鳥羽】羽村弓道場は自主管理と伺っておりますが、維持費は結構掛かるようです。

【池田】３人で引く弓道場は、東京の区と市では福生市のみかもしれません。

＊今後の会員動向は如何でしょうか

【司会】連盟ホームページにて、ここ１０年間の会員数等の推移をみると、約３倍（会員数）

となっていますが、今後はどうなっていくのでしょうか。

【万場】弓道教室の欄でも述べましたが、ホームページの活用により、１００名を超える会

員数へと発展しました。ただ、弓道場の能力（稽古人数）を考えると、この辺が限界かなと

感じています。
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【島田】女性同志で稽古の場を設けています。主に水曜日と金曜日の午後を稽古日としてい

ますが、楽しい会となっています。やはり、いろんな角度から弓道を楽しめる機会があれば、

会員は増えていくのではないでしょうか。

【池田】市外からの連盟会員が全体の約３０％を占めています。弓道場の無い武蔵村山市、

瑞穂町などから来られる方が多くいます。残念ながらこれら会員は、都民大会、市町村大会

など出場資格の無い会員の方々です。何らかの配慮も必要かと感じています。

【山口】経験者の掘り起こしも大事かと思います。初心者弓道教室参加者で、「あれっと」

と思うような人がおり、聴いてみれば「学生時代にやってました」。

さすがに上達も早く、昔取った杵を垣間見ました。

弓道はマイナースポーツですが、マイナーゆえの生き方過ごし方があると思います。

＊今後の連盟はどのように展開していくのでしょうか

【司会】最後に福生市弓道連盟の今後の展開を皆様に述べていただきましたが、司会者とし

て以下のとおりまとめてみました。

福生市中央体育館内弓道場は利用者（主に福生市弓道連盟会員）の増加により、通常の稽

古、市民総合体育大会（弓道競技）、月例会、初心者弓道教室等において、現在の「３人立

ちの道場」では手狭となってきています。

また各種弓道競技会（都民大会、市町村大会、東京都弓道連盟主催の公式大会、段位審査

会）を行うときは、「５人立ちの弓道場」が一般化しております。

今後、当該の弓道競技会等に即した弓道を展開し検討していきたいと思います。

【司会】ご出席の皆さまにはまだまだお話しがあるか

と思いますが、これで本日の座談会を終わらせていた

だきます。

お忙しい中ご参加いただき、懐かしい想い出かつ

貴重なお話しをいただきありがとうございました。

司会担当 髙水大輔

【福生市弓道連目創立５０周年記念座談会における留意事項】

この座談会を文書編集するにあたり、以下の事項についてご容赦願います。

・実会話を活かすため、“である” “ですます”調を混在しました。

・所属、役職等は当時のままに記してあることがあります。

・原則、出席者の話題、考え方等々、極力そのまま掲載してあります。

・敬称等のある場合と無い場合が混在します。

・座談会に基づき編集のため、数値データ等（年代、回数、的中、etc）には間違いがある

場合もあります。
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数字で見る福生市弓道連盟のあゆみ

１．月例会記録（年度毎平均値） 【昭和５１年度以前資料なし、空欄は記録なし】

昭和５１年度以前については資料がなく記録掲載ができなかった。過去も団体戦および個

人戦が行われていたが、成績としては個人１、２位のものが主として残っており、平均的中

率や団体的中数についての記録が乏しかった。過去の月例会の記録が残っていた昭和５２～

５８年度については、記録を集計して記載することができた。それ以降については、残念な

がら資料が散逸しており発見できず、平成７年度までは、主に現存する総会資料に基づいて

作成した。なお記録として掲載のない部分については空欄とした。

年度
参加

人数

平均

的中率

三名団体的中数(60射)
1位 2位 3位

個人的中数(20射)
1位 2位 3位

昭和 52 24.0 30.0 28.2 24.6 20.6 15.0 13.2 11.6
53 19.0 32.4 29.5 24.8 19.9 14.4 11.4 10.3
54 13.1 36.7 27.2 23.9 20.0 13.4 11.5 10.4
55 12.6 39.2 29.5 23.5 22.0 13.5 11.9 10.5
56 12.4 41.9 32.4 26.3 22.6 13.6 12.7 11.3
57 11.2 34.5 27.4 22.1 17.4 12.2 10.4 9.7
58 9.2 33.6 25.4 19.5 14.3 12.0 10.5 8.5
59
60
61
62 13.4 11.5
63 7.3 13.7 10.7

平成元 7.2 12.8 10.9
２ 9.4 15.3 12.4
３ 11.4 13.5 11.1
４ 13.9 12.4 10.4
５ 15.6 12.9 11.5
６ 14.2 25.1 12.7 10.6
７ 15.5 25.8 21.3 19.7 13.2 10.5 9.3
８ 15.6 30.6 25.0 21.1 18.3 12.8 10.6 9.1
９ 12.8 35.8 28.1 23.0 20.1 14.8 11.6 9.9
10 13.7 31.3 25.8 21.4 18.5 13.9 10.5 9.1
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年度
参加

人数

平均

的中率

三名団体的中数(60射)
1位 2位 3位

個人的中数(20射)
1位 2位 3位

11 13.2 31.9 26.7 22.4 18.6 13.4 10.5 8.9
12 11.8 35.6 27.6 24.4 19.4 13.8 11.3 10.2
13 11.6 39.3 30.4 26.2 22.5 14.8 12.1 10.8
14 11.6 40.1 29.9 24.3 22.6 15.3 13.3 11.1
15 12.2 40.3 32.7 26.8 21.3 16.2 12.3 10.8
16 10.4 42.4 29.3 25.4 22.3 15.2 13.2 12.0
17 11.4 43.3 32.2 27.8 24.7 15.1 12.8 11.5
18 10.4 45.8 34.3 27.9 24.5 15.2 12.9 11.6
19 10.3 46.2 34.1 29.7 23.3 16.3 13.9 12.2
20 11.7 43.9 33.3 28.2 23.6 15.8 13.8 11.8
21 14.2 40.0 33.2 26.4 23.5 14.9 13.4 11.7
22 18.0 39.5 31.8 28.5 24.3 14.4 13.0 12.2
23 16.7 37.8 30.3 27.4 24.3 14.5 13.5 12.2
24 18.8 37.7 30.3 26.8 24.0 15.1 14.0 12.8
25 19.8 41.5 33.9 30.5 28.3 15.9 14.5 13.3
26 18.4 42.0 34.8 30.4 27.0 15.9 14.5 13.4
27 22.0 40.1 33.4 30.3 27.2 15.7 14.3 13.4
28 17.3 43.5 32.8 30.3 27.8 15.3 13.8 13.0
29 19.3 41.7 33.3 29.2 26.8 16.2 14.8 13.6
30
   （Ｈ３０年１月現在）
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２．初心者弓道教室は昭和５２年度から始まり、以降、毎年度１回以上開催。

初心者弓道教室参加者と修了後の入会者数を以下に示す。

年度 教室回数 参加者数 入会者数 年度 教室回数 参加者数 入会者数

昭和５２年 不明 不明 不明 平成１１年 ３回 ９名 ４名

５３ 年 不明 不明 不明 １２年 ３回 ８名 ５名

５４ 年 １回 １３名 ７名 １３年 ７回 １７名 ３名

５５ 年 １回 ６名 ２名 １４年 ４回 ２１名 １１名

５６ 年 １回 １４名 ２名 １５年 ４回 １２名 ３名

５７ 年 １回 １７名 ４名 １６年 ４回 ７名 ６名

５８ 年 １回 １８名 ７名 １７年 ４回 ９名 ４名

５９ 年 １回 ９名 ２名 １８年 ４回 ８名 ２名

６０ 年 ２回 １７名 ３名 １９年 ４回 ９名 ６名

６１ 年 １回 ２名 ０ ２０年 ４回 １７名 １２名

６２ 年 １回 １３名 １名 ２１年 ４回 ４名 ３名

６３ 年 １回 ８名 ２名 ２２年 ５回 １１名 ７名

平成 元年 １回 １２名 １名 ２３年 ４回 １１名 ８名

２ 年 ３回 ２４名 ５名 ２４年 ４回 １８名 １３名

３ 年 １回 ４名 ２名 ２５年 ４回 １８名 １１名

４ 年 ３回 ４２名 １０名 ２６年 ４回 ３０名 １６名

５ 年 ４回 ２７名 ４名 ２７年 ４回 ３１名 １９名

６ 年 ３回 １６名 ７名 ２８年 ２回 １７名 １２名

７ 年 ３回 １０名 ４名 ２９年 ２回 ９名 ９名

８ 年 ４回 １０名 ４名 ３０年

９ 年 ３回 １４名 ３名

１０年 ３回 １１名 ７名
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３．年度別昇段、昇格者数（昭和４８年度以前は不明）

年度 一級 初段 弐段 参段 四段 五段 錬士 六段 教士 七段～

昭和４９年 ６名 １０名 ２名 １名

５０年 ３名 １名

５１年 ３名 ６名 ２名 １名

５２年 ６名 １０名 ５名 １名

５３年 ２名 ５名 ２名 ３名 １名

５４年 １名 ３名 ５名 ２名

５５年 ４名 ３名 ２名 ４名 １名

５６年 １名 ４名 １名 ２名 ２名

５７年 ８名 ４名 １名 ３名 ２名 １名

５８年 ５名 ２名 １名

５９年 ２名 ２名 １名 １名

６０年 １名 ３名 ２名 １名 １名

６１年 ２名 １名 １名

６２年

６３年 １名 １名

平成 元年 １名 １名 １名 ２名 １名

２年 １名 １名 １名

３年 １名 ２名 １名

４年 ７名 ３名 ３名 ２名

５年 ２名 ５名 ２名 １名

６年 ３名 ３名 １名 １名

７年 １名 １名 ２名

８年 １名 １名 ３名

９年

１０年 １名 １名 １名 １名

１１年 ２名 １名 ２名

１２年 １名 １名 ３名

１３年 １名 １名 １名 １名

１４年 １名 １名
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一級 初段 弐段 参段 四段 五段 錬士 六段 教士 七段～

平成１５年 ２名 １名 １名

１６年 １名

１７年 １名

１８年 ２名 １名 １名

１９年 １名 １名 １名 １名

２０年 ３名 ２名 １名

２１年 ２名 １名 １名 ２名

２２年 １名 ２名 ３名 １名

２３年 ７名 ２名 １名 １名

２４年 ２名 ８名 １名 １名 １名 １名 １名

２５年 ３名 ２名 ２名 ２名

２６年 ２名 ２名 １名 ２名 １名

２７年 １名 ３名 ２名 ２名 ２名 １名

２８年 ３名 ２名 ２名 ２名

２９年 ７名 ３名 ２名

３０年
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福生市弓道連盟創立５０周年記念式典懇親会

本連盟創立５０周年を起点として、広く、市民の皆様に「弓道」という日本古来の武道を

認識していただき、弓道をとおして市民あるいは地域の人々と交流を深め、福生市ならびに

福生市弓道連盟の益々の発展向上に寄与することを目的とします。

記念式典

期日  平成３０年２月１７日（土）

場所  福生市民会館 第４集会室 第５集会室

時間  １４：００～１４：４０

出席者 ８５名

式次第 開会宣言

主催者挨拶

    来賓祝辞

    来賓紹介

    福生市弓道連盟紹介

あゆみ 各種大会記録 国体 その他

    表彰

    巻藁射礼

記念懇親会

期日  平成３０年２月１７日（土）

場所  福生市さくら会館 ３階ホール

時間  １５：００～１６：３０

出席者 ８５名

式次第 開会挨拶

    来賓挨拶

    乾杯

    懇談

懇談途中来賓挨拶

    福生市弓道連盟紹介

弓道稽古模様 大会模様 記念写真 その他

    締め

主催  福生市弓道連盟

後援  特定非営利活動法人福生市体育協会
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福生市弓道連盟規約

         第 １ 章           総   則

第１    条 本会は福生市弓道連盟と称し、福生市体育協会に所属し、事務所を会長宅に置く。

第２    条 本会は福生市教育委員会と連絡を図り弓道により、体位の向上・健康の保持・健

全な精神の育成・礼節の涵養に努めると共に会員相互の親睦を図ることを目的と

する。

         第 ２ 章           会   員

第３    条 本会の会員は、原則として福生市内在住のものおよび在勤・在学のものとする。

     但し、市外在住者については理事会の承認を必要とする。

第４    条 本会に入会しようとするものは、入会申込書に所要事項記入のうえ、入会金およ

び会費を添えて会長に申込み、会員証の交付を受ける。

第５    条 本会を退会しようとするものは、その旨を会長に届け出、会員証を返還する。

         第 ３ 章           役   員

第６    条 本会に次の役員を置く。

     (ｲ) 理事 ８名以上１２名以内

     (ﾛ) 監事 ２名

第７    条 本会に会長１名 副会長３名以内を置き、理事の中から理事会において選出する。

第８    条 役員は次の職務を行う。

     2 会長は本会を代表し、会務を統轄する。

     3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれに代る。

     4 理事は理事会を構成し、本会の業務執行について協議する。

     5 本会に会計係を置く。係りは理事の中から会長が指名する。

     6 会計係は経理事務を担当し、会計全般を掌る。

     7 監事は会計の執行状況を監査する。

第９    条 理事の選出に当っては、前期理事会において次期理事を選出する。

     2 監事は総会において選任する。

第１０条 役員の任期は２年とする。但し、再任を妨げない。

     補充によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
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         第 ４ 章           経   費

第１１条 本会の経費は次の収入をもって支弁する。

     (ｲ) 会費

     (ﾛ) 福生市体育協会からの助成金

     (ﾊ) 寄付金

第１２条 本会の会計年度は毎年４月１日より翌年３月３１日までとする。

         第 ５ 章           会   議

第１３条 本会は次の会議をもつ。

     (ｲ) 総会

     (ﾛ) 理事会

第１４条 総会は毎年４月に会長が招集する。但し、会長が必要と認めたときは臨時総会を

開くことができる。

第１５条 総会は役員の承認、予算・決算及びその他の重要事項を決定する。

第１６条 理事会は次の事項を審議する。

     2 事業執行に関する事項

     3 予算、決算に関する事項

     4 その他必要な事項

         第 ６ 章           賞   罰

第１７条 本会に多大の功労のあったものは、理事会の議決により表彰することができる。

第１８条 本会の体面を汚したり、本会の運営を妨害するが如き行為をなしたるものは、理

事会に諮り処分を決定する。

第１９条 本会は慶弔費を支給することができる。

         第 ７ 章           規約の改廃

第２０条 本規約は総会の議決を経なければ改廃する事はできない。

第２１条 本会の運営に当って必要があれば、本規約にしたがって細則または内規を別に定

めることができる。
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         第 ８ 章           雑   則

第２２条 本規約に関する必要な事項は理事会の議決を経て別に定める。

               附   則

     本規約は昭和４２年６月６日より施行する。

               附   則

     本規約は昭和４９年４月１日、一部を改正施行する。

               附   則

     本規約は平成４年４月１日、一部を改正施行する。

               附   則

     本規約は平成６年４月１日、一部を改正施行する。

               附   則

     本規約は平成９年４月１日、一部を改正施行する。

               附   則

     本規約は平成１０年４月１日、一部を改正施行する。

               附   則

     本規約は平成１６年４月１日、一部を改正施行する。
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福生市弓道連盟会費に関する内規

第１条 本規約第１１条 (ｲ)の会費は以下のように定める。

(1) 入会金       ０円

(2) 会費は、一般会員、オレンジ会員、シルバー会員、特別会員に区分し、以下のとおり

とする。

  ① 一般会員  年会費７２００円（月当たり６００円）

  ② オレンジ会員（６０歳以上でかつ会員経験年数１年以上を対象）

年度更新時 １０００円・道場利用（連盟貸切時間帯）１００円／回

  ③ シルバー会員（７５歳以上でかつ会員経験年数５年以上を対象）

年度更新時 １０００円・道場利用（連盟貸切時間帯）無料

  ④ 特別会員（連盟に多大な功労があったものを理事会で推薦し決定）

永世会員として遇する ・道場利用（連盟貸切時間帯）無料

(3) 学生等は(2)項①の半額とする。

(4) 月の中途で入会のときは、その翌月より会費を徴収する。

(5) (2)項①②③については当該年度末に選択（①／②／③）を可とする

(6) 一時休会

  ①、②および③の会員で、下記事由に該当しかつ会員がその旨を文書、口頭、メール、

電話等の手段で会に通知し会長が認めた場合、一時休会員とする。なお本会に復帰の場

合、復帰年度翌月より年度末までの会費を支払うことにより会への復帰とする。

（事由）

介護 ボランティア活動 疾病 療養 結婚 出産 育児 家事単身赴任 転勤 受

験 留学 その他会長が必要と認めた場合

＊結婚 出産 育児については当該者および配偶者も同等

２． 東京都第三地区弓道連盟登録費等およびスポーツ安全保険料等は任意加入とする。

３．１項ならびに２項と併せて次年度会費とし、原則年度末までに会計に払い込むことと

する。

なお一般会員については半期払いを可とする。
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第２条 払い込まれた会費の返還は行わない。

        附   則

    この内規は、平成９年４月１日から施行する。

        附   則

    この内規は、平成１０年４月１日、一部を改正施行する。

        附   則

    この内規は、平成１２年４月１日、一部を改正施行する。

        附   則

    この内規は、平成１３年４月１日、一部を改正施行する。

        附   則

    この内規は、平成１５年４月１日、一部を改正施行する。

        附   則

    この内規は、平成２５年４月１日、一部を改正施行する。

        附   則

    この内規は、平成２７年４月１日、一部を改正施行する。

        附   則

    この内規は、平成２８年４月１日、一部を改正施行する。
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福生市弓道連盟慶弔費に関する内規

第１条 本規約第１９条における慶弔費は、本連盟会員を対象とし、以下のように定める。

第２条 慶事に関する祝い金は次のとおりとする。

    2 結婚は一件につき、祝い金１０，０００円とする。

  3 叙勲は祝い金１０，０００円とする。

第３条 弔事についての弔意金は１０，０００円とする。

第４条 傷病などによる長期入院についての見舞い金は１０，０００円とする。

第５条 会長が必要と認めたとき、前条までにかかわらず慶弔の意を表すことができる。

        附   則

    この内規は、平成１０年４月１日から施行する。
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記念誌作成に参加して

福生市弓道連盟設立５０周年記念誌に携わることで、自分がまだこの世に存在しない時代

の連盟をのぞき見ることができた。

連盟設立時は会員が少なかったため、月例会が中止になることがあった。今となっては、

会員数、１００名を超える大所帯となり、月例会も常に１５名は超え、多いときには３０名

近くになることもある。これは、やはり、ホームページでの呼び込み、講師による手厚い初

心者指導、教室終わりのアフターフォローという３拍子揃った成果である。会員数が増加す

ることで、弓を引き終え、射場から控えに１歩入ると、和気藹々とした雰囲気が広がり、会

員の方と談話を楽しんでいる。これこそまさに福生市弓道連盟の幕に書かれている「和楽」

ではないだろうか。

会員数増加はチーム力・戦力の向上にもつながっている。近年、団体戦においては入賞圏

内の成績を残してきている。その証拠として、１番記憶に新しいのが３人制支部対抗戦女子

初優勝である。女子のみの試合では成績があまり振るわないことが多かったため、これは快

挙といえる。優勝したことを自信にして、今後の活躍にも期待。

もう１つは、５人制支部対抗２連覇である。自分自身も選手として出場し、２連覇の場に

立ち会うことができた。人数が増えれば増えるほど、全員の調子の波を合わせるのが難しい

が、この大会では、全員の波が一体化し、津波を巻き起こすことができたのであろう。

大会結果・行事の広報を行ってきたのが、“ふっさのゆみ”である。手書きの時代から現

在まで多くの情報を会員各位へ共有する手段となっている。

インターネットが盛んとなっている今日、ホームページを活用することで、会員数が１０

０名を超える組織となったといえる。今後もさらに会員数が増加し、全会員が気持ちよく稽

古できる福生市弓道連盟となっていくことを祈念するとともに、連盟３０周年記念誌編集後

記の言葉を再び引用して、結びとしたい。

「創立５０周年を契機に、この記念誌が会員のみなさんの記念として、また一つの道標と

して少しでも役立って頂ければ望外の慶びです。」

髙水大輔
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