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  第３第３第３第３号号号号    

所沢市弓道連盟会員所沢市弓道連盟会員所沢市弓道連盟会員所沢市弓道連盟会員    292929293333    名名名名    

 

 

∞ 各部報告各部報告各部報告各部報告    ∞∞∞∞    

総務部総務部総務部総務部    

平成平成平成平成 21212121年度所沢市スポーツ大賞年度所沢市スポーツ大賞年度所沢市スポーツ大賞年度所沢市スポーツ大賞    

及び所沢市体育協会賞及び所沢市体育協会賞及び所沢市体育協会賞及び所沢市体育協会賞    

 3 月 6 日に開催された標記表彰式において所弓

連から以下の方々が表彰されました。 

体育功労賞：渡邉徳雄 

賀耒寛人(所沢市スポーツ少年団) 

 優秀選手賞：粕谷吉一 増田裕子 星川三樹男 

 中村徳海 下田 徹 土井恵美子 

西川小枝子 

優秀団体賞：弓道スポーツ少年団 

西川小枝子 大石舞衣 小野田沙樹 

       所沢Ａ 

永田欽一 星川三樹男 下田徹 

       所沢Ｂ 

粕谷吉一 目黒晴彦 篠原一郎 

       所沢Ｆ 

土井恵美子 土井政明 中村徳海 

       所沢Ｉ 

石川淳子 増田裕子 松嵜恭子  

    

指導部指導部指導部指導部    

所弓連所弓連所弓連所弓連指導者講習会指導者講習会指導者講習会指導者講習会    

 3 月 6日 受講者 21名 

 

競技部競技部競技部競技部    

競技競技競技競技会会会会成績成績成績成績    

【2 月】 

7日 第 15回武道祭  

所弓連の演武は、午前 10 時より矢渡しとスポー 

ツ少年団による立射と坐射が行われました。 

武道祭で大変面倒な仕事である、安土の組み立て

及び撤去は毎年お願いしている新井志津雄さんの

指揮の下、延べ 97 名の会員の協力でスムースに行

われました。 

また、演武内容の紹介も、新井さんが連れてこら

れたプロ？のアナウンスで、演武の動作と紹介のタ

イミングがピッタリと合い、観覧者も感動していま

した。 

 

矢渡し 

射  手 新家 透 

介 添 渡邊徳雄 上橋 宏 

 

スポーツ少年団演武 

立射：   

國本 葵(中 1) 本多由佳(中 2) 

宮本莉緒(中 2) 

坐射：   

鈴木波流(中 2) 天池颯太(中 3)  

青木頼子(高 3) 

矢取り： 

市川仁美(中 1) 天池幹太(中 1) 

 

11 日 中部・西部親善射会（日高） 

支部対抗戦  

西部支部   84 名 336 射 133 中 39.8％  

中部支部 109 名 436 射 164 中 37.6％ 

結果西部支部の勝ち 

 

個人戦 1位～25 位 

所弓連入賞者 

9 位松嵜恭子 11位永田欽一 14 位増田裕子 

15 位内藤丈蔵 18 位甲斐久歳 20 位石川淳子 

 

【3 月】 

7 日 西部支部評議員射会（参加者 92 名） 

1 位松嵜恭子 3位粕谷吉一 4位石川淳子 

5 位元田郁男 
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17 日 月例射会 神社（遠・近） 

遠的の部・参加 18 名 

1 位粕谷吉一 2位三好啓子 3位藤田良 

近的の部・参加 46 名(含スポ少) 

初段以下の部                      

1 位宮本莉緒 2位鈴木波流 3位天池颯太 

2・3 段の部 

1 位廣瀬雅孝 2位藤田 良 3 位塩島佳代  

4・5 段の部 

1 位山口ひろ子 2 位小林康則 3 位藤原敬一   

  称号の部 

1 位粕谷吉一 2位石川淳子 3位鈴木光昭 

 

この射会を持ちまして、21 年度に予定され

ておりました射会全てが滞りなく無事に終了

しました。 

    

    

∞∞∞∞    投投投投        稿稿稿稿    ∞∞∞∞    

錬 

基礎を大切に基礎を大切に基礎を大切に基礎を大切に    

松嵜恭子 

 五段になっていつの間にか 26年経ちました。 

 いつも一緒に練習している石川さん、増田さんに

審査を誘ってもらい、錬士六段をいただくことが出

来ました。 

 久しぶりの審査は体配の勉強のし直しからでし

た。六段の審査は県連 60 周年記念大会の練習をし

ている時だったので体配、射といろいろ細かな所ま

でご指導いただいたので適度な緊張の中で、私なり

に自信をもって受審する事が出来ました。 

 これからも私の師匠である故金子登先生に教え

ていただいた基礎を大切に、いつでも自由に練習出

来る道場の環境と、道場を整備してくださっている

方々に感謝して、いつまでも大切な仲間達と楽しく

弓をひいていきたいと思います。 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

∞∞∞∞    お知らせお知らせお知らせお知らせ    ∞∞∞∞ 

 

平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度弓道連盟弓道連盟弓道連盟弓道連盟年会費及び年会費及び年会費及び年会費及び新規新規新規新規・・・・中途中途中途中途

入会者の入会者の入会者の入会者の入会入会入会入会月別月別月別月別年年年年会費会費会費会費につにつにつについていていていて    

    

① 弓道連盟年会費弓道連盟年会費弓道連盟年会費弓道連盟年会費          （単位：円） 

 埼弓連 西部支部 所弓連 合計 

教士 5,500 1,000 10,000 16,500 

錬士 4,000 1,000 10,000 15,000 

四・五段 2,500 1,000 10,000 13,500 

三段以下 1,500 1,000 10,000 12,500 

高校生以下 500 1,000 3,000 4,500 

長寿者 

四段以上 

三段以下 

 

2,000 

1,000 

 

1,000 

1,000 

 

2,000 

2,000 

 

5,000 

4,000 

 

 

♪♪♪♪～～～～♪♪♪♪～～～～    ＣＯＦＦＥＥＣＯＦＦＥＥＣＯＦＦＥＥＣＯＦＦＥＥ・・・・ＴＩＭＥＴＩＭＥＴＩＭＥＴＩＭＥ    ♪♪♪♪～～～～♪♪♪♪～～～～    

鍵箱つくりました鍵箱つくりました鍵箱つくりました鍵箱つくりました    

神社道場の委託管理者になってから、建屋内部

の鍵の一元管理を徹底するため、新たに鍵ＢＯＸＢＯＸＢＯＸＢＯＸ

を設置しました。 

鍵を使ったら、必ずもとの場所へ戻してくださ

い。 

いま在るのは、①近的矢取り道合鍵 ②あづち

裏倉庫合鍵 ③遠的矢取り道合鍵で３つともス

ペアーとして作った合鍵ばかりで、本鍵（もとの

鍵）が見当たりません。 

紛失したのか、どなたかが持ち帰ったままなの

か、真相は分かりませんが、心当たりがありまし

たら、鍵箱に戻していただくか、総務担当までご

一報ください。 

Ｍｒ．ＫａＴａＢａＭｉ 
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※ 長寿会員の資格は事業年度開始日(4 月１日)時

点において、以下の要件を満たした者 

(1) 満 80歳以上 

(2) 所沢市弓道連盟入会後、継続して 15 年を経

過している者 

 

※ 会費納入はすべて、振込手数料連盟負担の郵便

振込みとする。 

「振込み取扱表」に必要事項記入の上、郵便局から

納入。 

 

※ 継続会員は、4月１日以降～4月 30日迄の間に

納入ください。 

 

 

② 新規・中途入会月別新規・中途入会月別新規・中途入会月別新規・中途入会月別    年会費年会費年会費年会費 

(1) 一般一般一般一般                （単位：円） 

入会月 ４～6 7 8 9 10 

会 費 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 

 

 

(2) 高校生以下高校生以下高校生以下高校生以下         （単位：円） 

入会月 ４～6 ７～9 10～2 3 

会 費 3,000 2,000 1,500 1,000 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

全弓連新システム移行に伴う会員全弓連新システム移行に伴う会員全弓連新システム移行に伴う会員全弓連新システム移行に伴う会員 IDIDIDID 番号の番号の番号の番号の

変更変更変更変更および審査申込書の記入についておよび審査申込書の記入についておよび審査申込書の記入についておよび審査申込書の記入について    

 

    全弓連新システムの運用開始に伴い、22 年度より

会員 ID の番号が変更になります。 

    変更内容および審査申込書記入について整理し

ましたので、今後の取扱についてご協力宜しくお願

い致します。 

 

1.会員 ID の変更内容について 

 会員 ID 番号が 9 桁から 7 桁になります。 

 新会員 ID の 7 桁は、7 桁目を”1”固定とし下 6 桁

は現会員 ID 番号の下 6 桁を使用します。 

 

 現会員 ID(9 桁) １ ６ ０ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

       ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

    新会員新会員新会員新会員 ID(ID(ID(ID(７桁７桁７桁７桁))))      １１１１    ２２２２    ３３３３    ４４４４    ５５５５    ６６６６    ７７７７    

      ↑↑↑↑     

“1”固定 現会員の下  6桁を使用 

 

2.審査申込書の記入について 

 県連締切日が平成 22年 4月１日以降は新会員 ID

を記入してください。なお、審査申込用紙は当面従

来の用紙を使用します。 

 

県連締切：４月１日以降 

地連ｺｰﾄﾞ 会員個別 ID 新新新新会員会員会員会員

ＩＤＩＤＩＤＩＤ        1111    ２２２２    ３３３３    ４４４４    ５５５５    ６６６６    ７７７７    

         ↑↑↑↑    

記入しない “1”記入 現会員の 下 6桁を使用 

 

届出書式一部変更のお知らせ届出書式一部変更のお知らせ届出書式一部変更のお知らせ届出書式一部変更のお知らせ    

    

住所変更届と昇格･昇段報告書の書式が一部変わ

りました。 

 変った部分は、国籍の項が新しく加わり、会員区

分を一般、大学生、高校生、中学生、小学生の 6区

分に区分けします。 

入会月 11 12 1 2 3 

会 費 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 
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 届出書作成に当たり、該当項目にチェックを入れ

ご提出願います。 

     

∞∞∞∞    会長月誌会長月誌会長月誌会長月誌    ∞∞∞∞    

2月   4日 所沢市体育協会「競技団体部会」 

       平成 21年度所沢市体育協会賞選考会 

2月  7日 第 15回所沢市武道館武道祭 

2月 13日 埼弓連平成 21年度第 3回理事会  

2月  20日 埼弓連西部支部平成 21年度理事会  

3月  6日  平成 21年度所沢市スポーツ大賞 

・所沢市体育協会賞表彰式      

3月  7日 埼弓連西部支部平成 21年度評議委  

員会 

3月  24日  所沢市体育協会体育施設推進委員会    

    

    

    

∞∞∞∞    編集編集編集編集    後記後記後記後記    ∞∞∞∞    

会員の皆様には、1 年間各部報告、各種の投

稿、製本・発送作業など所弓便の発刊のために、

種々のご協力を頂き大変有り難うございまし

た。 

これからも掲載内容の充実を図り、本誌によ

って所弓連を一層身近なものとして感じてい

ただくように誌面を造っていきたいと考えて

います。 

新年度もご協力をお願いいたします。 

 

編集委員 飯島稔凱 小林壽子 小林康則 

山口正彦 山口ひろ子    

 

所沢市弓道連盟広報誌 所弓便 第３号 

発 行 日 平成 22 年 4月 25 日 

発 行 者 所沢市弓道連盟 

会長 新家 透    


