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No47.令和2年4月 

１．1997年から23年間と、大変長らくご指導を頂きました、大野高裕先生が弓道部部長を退任されました。(新任時の後記写真参照)
後任には大河内博先生（創造理工学部環境資源工学科教授）が新たに就任されました。

　　大河内部長プロフィール
　　　神奈川県立厚木高校卒（西野監督と同窓）：1989年　理工学部卒：2008年教授就任
　　　専門は環境科学で、研究での富士登山は50回以上。理工ボート部部長

２．弓道部監督が武井一誠氏（S49）から西野敏哉氏（S58）に交代しました。
　　又、女子部監督に石原源一氏（S51、現幹事長）が新たに就任しました。（指導陣後記）

３．稲門体育会ゴルフコンペで稲弓会が4位に入賞。（後記参照）

４．17名の新入会員を迎えました。（後記参照）

令和元年  

(注） 掲載案件 末尾担当 連絡下 。

令和元年下期稲弓会行事報告 

▶︎ 稲弓会合宿　　　　　　　　　　　　　　　　　　
9月28，29日　　於：石和温泉(泉山荘)

昨年は台風の影響で早めに終了させるなど、あわただしい合
宿になりましたが、今回は　気候も良く、和気あいあいとし
た充実した合宿となりました。

参加者　19名（順不同、敬称略）
畠中、井上、小笠原、舩戸、黒川、原田、米田、宮崎、長谷
川、行方、村松、瀧本、下山、松田、小川、西田、穐原、河
西、西野

射会優勝者は　小川さん（20射14中）、準優勝　米田さん
（13中）で以下原田さん（11中）、松田さん（10中）でし
た。西野さんが２日目だけの参加でしたが12射10中で的中率
ではトップでした。

▶︎ 第22回一橋梓会戦　（上位10名の的中）　　　　　
11月2日　　於：東伏見

昨年は思わぬ敗戦をしましたが、今回は参加者も増え雪辱を
果たし、通算19勝2敗1分となりました。

稲弓会　129中　：　93中　一橋梓会

参加者27名（順不同、敬称略）
松田(16中)、小笠原(14中)、西野(14中)、米田(14中)、行方(13
中)、石原(12中)、多賀(12中)、佐々木(12中、H28)、奥村(11
中)、加藤(11中)、横溝(11中)、鈴木(10中)、高橋(10中)、原田
(10中)、瀧本(10中)、森川、佐々木、村松、梶田、山本、小
島、穐原、井上、井川、畠中、黒川、西田

▶︎ 都学連OB射会　　　　　
11月10日　　於：日大

優勝しました！
米田氏、行方氏、西野氏が180歳以上の部で、25中/36射で見
事優勝されました。又、米田氏は、10中/12射で65歳以上の部
で個人優勝されました。

参加者9名：3チーム
西田氏、穐原氏、小川氏、小笠原氏、井川氏、山本氏

都学連OB射会優勝

▶︎ 第12回稲弓会例会　　　　　
11月17日　　於：東伏見

公式戦、特に駿弓倶楽部戦、三田稲門戦を睨みレベルアップ
を図る為に、平成27年より開始された例会も、例年に比べ参
加者が28名と大幅に増えたものの、的中は公式戦を控え不安
を覚える結果でした。尚副賞のクオカードはキャリーオーバー
となりました。

優勝　松田氏（S52）14中　

～令和4年 創部125周年～ 
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参加者（順不同、敬称略）　
井上（１３中）横溝（１３中）瀧本（１２中）木俣（１
２中）小笠原（１１中）米田（１１中）石原（１１中）
佐藤 (１１中) 佐々木由加里 (１１中) 平山、梅原、相原、　
山本、穐原、井川、西田、村松、佐々木、後藤、多賀、
小島、黒川、舩戸、畠中、宮崎、村岡、高橋

参考(歴代優勝者)
第1回　H27年11月22日　優勝：永山氏(H27) 19中
第2回　H28年  1月24日　優勝：永山氏(H27) 18中
第3回　H28年  6月  5日　優勝：佐藤氏(S59) 12中
第4回　H28年11月20日　優勝：石原氏(S51) 13中
第5回　H29年  1月24日　優勝：木俣氏(H3)   14中
第6回　H29年11月19日　優勝：石原氏(S51)  16中
第7回　H30年  1月28日　優勝：庭田氏(S61)  14中
第8回　H30年  7月21日　優勝：石原氏(S51)  18中
第9回　H30年10月21日　優勝：小川さん(S53) 13中
第10回  R元年   2月11日   優勝：石原氏(S51)  15中
第11回  R元年   6月 2日    優勝：米田氏(S41)  16中

▶︎ 駿弓倶楽部戦（10人立ち）
11月24日　　於：東伏見

今年度も昨年に続き自滅の形で敗れました。駿弓倶楽部の参
加者は11名でしたが、平成の卒部生が9名で、内3名の的中は
19中、18中、18中でした。

稲弓会　109中　：　126中　駿弓倶楽部

参加者18名（順不同、敬称略）
石原(14中)、西野(13中)、松田(13中)、奥村(12中)、小笠原
(11中)、瀧本(11中)、高橋(10中)、加藤、原田、米田、佐々
木、横溝、相原、山本、井川、村松、小島、黒川

▶︎ 第176回三田稲門戦（12人立ち）
12月1日　　於：東伏見

三田弓友会戦は1引き分けを除く20連敗（10年間）で、85勝87
敗4分となりました。参加者は先方の23名に対し33名と圧倒
し、的中もあと一歩まで詰めましたが、最初の4つ矢の劣勢が
敗因になりました。尚、今回の様子では次回は大いに期待で
きそうです。

稲弓会　142中　：　149中　三田弓友会

参加者33名（順不同、敬称略）
木俣(17中)、行方(14中)、西野(14中)、永山(14中)、米田(13
中)、梅原(13中)、小笠原(11中)、松田(11中)、奥村氏(10中)、
中谷(10中)、高橋、山本、石原、小島、佐々木、原田、鏡、穐
原、佐藤、井川、西田、黒川、瀧本、佐々木、平山、相原、
小川、横溝、村松、梶田、井上、多賀、畠中

▶︎ 令和元年度納射会　　　　　　　　　　　　　　　　　　
12月21日　於：東伏見

恒例の納射会が昨年より参加者が増え、OB21名、学生8名で
行われました。礼射、米的、紅白、角的、射割、三晃、尺二
など熱戦のすえ、最高点は河西氏が93点、学生の武川さんが
103点でした。

参加者21名（順不同、敬称略）
西野、石原、米田、原田、長谷川、穐原、黒川、西田、行方
村松、加藤、畠中、小川、河西、後藤、佐藤、佐々木、横溝
木俣、山本、高橋

▶︎ 令和元年度新年射会　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1月11日　於：東伏見

納射会と同様に各種の的を相手に熱戦を展開、佐藤氏が113点
で米田氏の112点を抑え、2年連続の優勝となりました。尚学
生は井上さんの115点でした。

参加者26名（順不同、敬称略）
原田、石原、山本、下山、黒川、佐々木、鏡、小笠原、北原、
西田、河西、佐藤、西野、瀧本、小川、後藤、村松、横溝、
行方、佐々木、櫻井、米田、矢内原、穐原、高橋、舩戸

▶︎ 第31回稲弓会ゴルフコンペ　　　　　　　　　　　　
11月27日　於：常陽CC

スケジュールのバッティングなどもありやや少ない参加者で
した。

優勝　　小島氏（S38）　　グロス：105、ネット：64.2
準優勝　渡邊氏（S43）　　グロス：82、ネット：72.4

以下参加者
森氏、宮内氏、岩崎氏、行方氏、村松氏、目黒氏、本郷氏　

次回稲弓会ゴルフコンペのご案内
記

1.日時　5月13日(水)　
2.場所　千葉国際CC（0475-35-4325）
　　　　〒297-0231　千葉県長生郡長柄町山ノ郷754-22
3.交通　車：①東関東自動車道宮野木CT　木更津方面蘇我IC
　　　　　　②アクアライン木更津CT　千葉方面市原IC
　　　　電車：JR蘇我駅よりクラブバスam8：00発―8：45着
4.スタート　桜東コース9：41から4組予定
　　　　　　カートによるラウンドになります。
5.費用　9,850円　昼食付
6.会費　3000円　賞品　パーティー代
7.競技　シンペリア　方式

▶︎ 第10回稲門体育会ゴルフコンペ　　　　　　　
10月10日　　於：千葉CC梅里コース

稲弓会が34部中　堂々4位に入賞！

渡邊氏（S43）、鈴木氏（S43）がグロス85、８８で参加者99
人中11位と15位に入賞し、ゴルフ部、野球部、空手部に続き4
位に入賞しました。コンペは各部6名までのエントリーで、上
位2名の成績での順位となりますが、稲弓会は2名のみの参加
でした。

今年度は10月13～15日でスケジュール調整中（名門千葉CC梅
里コース）ですが、6名までエントリーできますので是非ご検
討下さい。（岩田まで：tadao-iw22@jcom.home.ne.jp）

mailto:tadao-iw22@jcom.home.ne.jp
mailto:tadao-iw22@jcom.home.ne.jp
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2019年度弓道研究会報告 

去る2020年2月23日、40名の方に参加頂き恒例の弓道研究
会が開催されました．本年は朝矢弓具店（豊橋）の鈴木専
務を講師に迎え自社開発の弽である「朝嵐の誕生」との題
で講演頂きました．
鈴木さんは家業の朝矢弓具を継がれた後、中学や高校弓道
部への弓具手配の中で各校指導者から安価な弽の相談を受
け、中高生の弓道初心者がスニーカー感覚（サッカーのス
パイク代程度）で購入することが出来る弽の開発を始めま
した．開発の過程で筑波大学弓道部出身の先生から一文字
の弽の相談を受け、筑波の関根先生および松尾先生のアド
バイスの元、５年間の研究の末に日置流用弽「朝嵐」を発
売するに至りました．
弽研究においては形や革素材を研究し、「朝嵐」開発にお
いては筑波に残っていた稲垣先生（が使用されていたもの
と言われている）の弽も研究されています．今回の研究会
では参加の方々に弽を持参頂き、更なる「朝嵐」の改良の
ために拝見させて頂きました．講演は1時間でしたが、そ
の後も鈴木さんを囲んでの弽談義が続き、有意義な会とな
りました．
また来年も2月に弓道研究会を開催する予定です．次回も
多数の皆様のご参加をお待ちしています．

弓道研究会幹事　奥村

弓道研究会にて

Column

 スライディング・ドア
　　　　                           　稲弓会顧問　  小笠原啓倫（S36）

1997年のアメリカ映画に「スライディング・ドア」というの
があった。
会社帰りの主人公の女性が地下鉄に乗る直前でドアが閉まっ
てしまい、その電車に乗れなかった場合と、何とかその電車
に滑り込みで乗った場合の、その後の二通りの人生を描いた
映画だった。この映画では電車に乗れなかった彼女は、急い
でいたのでタクシーを拾おうとした時にひったくりに遭って
怪我をし、病院に寄ってから家に帰ったため同居している恋
人の浮気現場を見ないで済む。一方、辛うじて電車に滑り込
んだ彼女は帰宅して浮気現場を見てしまう。電車に乗れたか
乗れなかったかで全く違うその後の人生を同時並行的に描い
た異色の映画だった。

偶然にせよ、考えた末にせよ、或るドアを選んだ結果がその
後の人生に大きな影響を与えたであろうことが誰にでもある
筈だ。私にはそのドアを選んだ結果がその後の人生に影響を
与えた出来事が2度あった。

第一の出来事は、昭和32年希望に燃えて早稲田大学に入学
し、どの部に入ろうかと迷っていた時に「弓道はどうだ」と
の父のひと言で甘泉園にあった立派な弓道場を訪ねたこと。
まさにその時が私のその後の人生を決めた瞬間と言っても過
言ではない。玄関で対応してくれたのは３年生の和田さんだっ
た。弓道部は先ずは勉強第一、次に練習との優しそうな和田
さんの説明に、大学では勉強もしなければと漠然と思ってい
た私は迷わず入部を決めた。その年の同期の新入部員が約100
名にもなったのには驚いた。入部した時は稲垣源四郎監督、
主将は後に瀬戸市長になった増岡さん、副将が今でも稲弓会
で活躍している井上さん、主務が高畑さんだった。新人にとっ
て上級生は怖い存在ではあったが優しい面も沢山あり弓道部
を辞める選択肢はなかった。3年生は大野さん、内藤さん、和
田さん、山内さん、石川さんと錚々たるメンバーがおり、学
生弓道界にその名を轟かせていた。大野さんは1年生から3年
生まで全日本で個人3連続優勝を果たしたが、この記録は今で
も破られていないと思う。
2年生の定期戦の頃から選手として試合に出して貰うようになっ
たが、一方では山内さんに連れて行かれた都学連の委員会の
席で委員長に立候補させられた。
2年生の時は選手と委員長の2足のワラジで忙しかった。最終
学年で主将を努めて選手生活を終えるまで弓、弓、弓の学生
生活だったが、弓道部での経験がその後の会社生活を含めた
人生にどれ程大きな影響を与えたか計り知れない。

第二の出来事は昭和35年6月頃。そろそろ就職先を考えなけれ
ばと思っていた時、二人のゼミ仲間がこれから住友商事に話
を聞きに行くというのでついて行った。名前を登録してきた
ら程なく試験を受けに来いとの通知があり、その後学科試験
と面接、あれよあれよという間に仲間を差し置いて私に内定
通知が来てしまった。会社は、私が弓道部主将ということで
採用を決めたのだと思っている。

思いもしなかった商社に入り、会社生活の約半分20年を駐在
員としてサンフランシスコ、2回のジャカルタ、シンガポール
で過ごした。入社後、何を担当したいかと聞かれ、訳も分か
らず「機械」と答えた結果、機械部門に配属され、製鉄機械
や建設機械、その他様々な機械を扱った。機械の仕事は面白
かったが、終盤に担当した工業団地ビジネスが最もやり甲斐
のある仕事となった。1989年、シンガポール駐在も6年近くと
なり、そろそろ帰国時期が見えてきた頃２度目のジャカルタ
行きを命じられた。辞令はジャカルタ近郊で東京ドーム60個
分の広さの工業団地を開発し、そこに主として日本企業を誘
致するための新しい会社の責任者。工業団地ビジネスは会社
では誰も経験したことがなくノウハウも無かった。目の前に
問題が次々に立ちはだかり、夜も眠れない日々があったが、
結果的にはこのプロジェクトは成功し、工業団地内で生産さ
れた製品の輸出で得られる外貨や雇用はインドネシアに大き
く貢献している。インドネシアでの外資による工業団地開発
の第一号だったので同国の工業大臣が多大のサポートをして
くれ、アポ無しで大臣室に入れる程親しくして貰った。
工業団地開発は住友商事の新しいビジネスモデルになり、イ
ンドネシアの後フィリピン、ベトナム、ミャンマー、インドと
続いている。
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海外では苦しいことばかりではなく時には楽しい思い出もあ
る。最初に駐在したサンフランシスコでは、友達とよく通っ
ていたピアノバーに松尾和子が来て小さなショーをやるとい
うので聴きに行った。「東京ナイトクラブ」を歌う時になっ
たら突然舞台に上げられた。その店で毎回馬鹿の一つ覚えの
ように下手な「東京ナイトクラブ」を歌っていたことをママ
さんが松尾和子に知らせた結果だった。歌い終わったら、ま
だ魅力たっぷりの松尾和子が頬っぺたにキスしてくれた。貰っ
たブロマイドの裏を頬に押し付けたら真っ赤な唇の形が残っ
た。残念ながらこのブロマイドは今どこにあるのか見つから
ない。

退職後は民事調停委員、司法委員として12年間東京簡易裁判
所に勤めた。
裁判官の手伝いの様な形で様々な揉め事の調停や和解の仲介
を行う仕事だったが、当事者同士で解決出来ず裁判所に持ち
込まれる多種多様な揉め事の多いことに驚いた。特にサラ金
から金を借りて返済に行き詰まり、特定調停を申し立てる多
重債務者の数は半端ではなかった。裁判官や弁護士の知り合
いも出来、世の中を知る貴重な経験をした12年間であった。

弓道については、今は中野弓道連盟に加入し、週2回ほど楽し
く稽古をしている。稲弓会の行事にも極力参加している。弓
道が老後の生活を豊かにしてくれ、学生時代に弓道に出会っ
て本当に良かったと思っている。

さて、昭和32年に弓道部に入っていなかったら・・・？　
昭和35年にゼミ仲間に誘われて住友商事に行かなかった
ら・・・？　
どんな人生を送っていただろうか。映画の様に2通りの人生を
歩む訳にはいかないが、これまでの人生に後悔は無い。「弓
道部に感謝！」である。

以上

戦前の早明戦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
稲弓会顧問　黒川道夫（S38）

早稲田大学弓道部は、戦前の都下学生弓道連盟争覇戦（現在
の都学連リーグ戦）と日本学生弓道連盟選手権大会（現在の
全日本弓道選手権大会）を昭和12・13・14・15年と四連覇し
ました。 

この当時の弓道部の様子は『黄金時代 昭和十二～昭和十五年』
と題して、片岡利正先輩（昭和16年卒業）が書き残されてい
ます。 

粒々辛苦、貴い努力の結果、選手部員一丸となった団結の力、
たゆみなき努力と精進、不屈の闘魂等々がこの大記録樹立の
源と述べておられます。 

更に当時二十射14～15中の部員はザラに居たと誇らしく書か
れています。 

現在の学生弓界では二十射皆中は珍しくありませんが、これ
は竹弓・竹矢・麻弦の時代の話で、学生の公式戦で二十射皆
中は戦後では大野康夫先輩（昭和34年卒業）が最初と聞いて
います。 

話が少し横道に逸れましたので、元に戻しましょう。

片岡先輩は、この稿の中で早明定期戦のすさまじい緊迫の様
子を記しておられます。 
この当時の早明戦について、片岡先輩の翌年（昭和17年）卒
業の松尾豊先輩から直接に話をうかがったことがあります。 
松尾先輩は佐賀県伊万里市在住でしたが、稲弓会ニュースの
前身となるものを個人的にお送りしていたご縁があって、上
京される度道場で吉田滋さん（昭和39年卒業）と一緒によく
お目にかかりました。 
この時代、早稲田も明治も、この両校の対戦こそ学生弓道界
最高の試合であるというよりもむしろ最高の試合でなければ
ならぬ---と認識していたと云います。 
そのため或る年の定期戦は両校協議して選手は納得できる会
でなければ引直しを認めようとしました。 
そのため、試合では矢を引き納めても、意に添わない会であ
ると思えば遠慮なく矢を戻し、胴造りに戻って改めて打起し
から行射したそうです。 
射位を離れなければ良しとのことで、引戻した選手によって
は射位に座して改めて気を静める者もあり、弽を解いて腕組
みして沈思黙考する選手もあったそうです。 
早明両校共にこのようなありさまで、昼に始まった試合は延々
と続き、遂に翌日に及んだとのことです。 
松尾先輩によれば、この試合の後、学校からは大変に叱責さ
れたそうです。松尾先輩の言葉では---いや、もう、こっぴどく
叱られたョ---でした。 
当時は太平洋戦争に先立つ時代で、中国大陸では激しい戦闘
が行われていた時です。前線では兵士達が命を懸けて戦って
おるというのに、内地の学生達は何をやっておるのかという
ことです。 
 
片岡先輩は---しかも源平、紅白の二試合が一勝一敗ともなれ
ば、その後は決勝五寸的であり、終わりは夜の白々明けにな
るのが普通であった---と記しておられます。 
白々明けがたびたびという話と、こっぴどく叱られたのと厳
密には整合しないようにも思えます。 
残念なことですが今は確かめようがありません。 
また、早明定期戦だけは源平戦と紅白戦でおこなわれ、一勝
一敗の場合は五寸的と決まっております。 
このことについて今村啓三先輩（昭和19年卒業）に訊ねたこ
とがあります。 
なぜこのような試合形式が決まったのか、今村先輩のお答え
は--- 
どうしても早稲田に歯が立たないので、明治が紅白戦と決勝
五寸的でなんとか一矢を報いたいと申し入れて来たんだと聞
いているョ---とのことでした。 
もっとも記録として明確に事情を説明したものは残っていな
いとのことです。 
ですから、明治側には、早稲田が明治に勝てないので申し入
れて来たのだという話になっているの
かも知れないと思います。
今は手許にありませんが、明治大学弓道部百年史に駿弓倶楽
部の恩田孝重会長（昭和43年業）も昔の早明戦の事を書いて
おられたと記憶していますが、対戦形式制定の経緯は触れら
れておられず、明治側も早稲田と同様に全力を注いでいたこと
が書かれていました。 

今回、戦前の早明定期戦のことを書くのに際して、改めて記
録資料、特に歩附帳の保存に万全を期すことに現役諸君もOB
も意識を持つ必要性を痛感しました。
部活動の記録は色々とあっても、基礎となるものは歩附帳で
す。早明定期戦の歩附帳が残っていれば、もう少し具体的な
ことが書き残せたのにと思います。
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発行・稲弓会会長　米田 文彦　
弓道部HP　http://www.waseda-kyudo.net/
〒202-0021　東京都西東京市東伏見２－７－５
東伏見スポーツホール地下1 階
TEL：0424-65-5455　FAX：0424-65-6419

稲弓会会費振込先
郵便局振込番号　00110　3　108277　加入者 稲弓会

学生の試合結果については、早稲田大学弓道部ホームペー
ジをご覧ください。

＜新入会員令和２年度＞（順不同、敬称略）
河内峻
早稲田大学高等学院
ソーシン

栗原健太
国学院久我山高等学校
早稲田大学大学院文学研究科文化人類学

小澤竜介
韮山高校
ENEOSグローブ

栃元拓人
桐朋高等学校
日本ペイント

西原剛志
城北学園城北高等学校
みずほフィナンシャルグループ

黄揚翔平
山手学院高校
キヤノン

牧山千莉
千葉県立千葉高校
海上保安学校

摩嶋翼
早稲田大学高等学院
早稲田大学大学院創造理工学研究科経営デザイン

溝渕雅
早稲田大学高等学院
早稲田大学大学院先進理工学研究科電気・情報生命

山田雄一朗
國學院久我山高校
凸版印刷

大重佑佳
北星学園女子高等学校
マイナビ

大滝瑠奈
King George V School
日本IBM

永井優衣
早稲田実業学校高等部
タイムズ24

日根野莉歩
ノースビル高校
金沢市役所

細井愛理
千葉県立千葉高等学校
ラーニングエージェンシー

松崎花純
佐野日本大学中等教育学校
三菱地所レジデンス

武藤香帆
青山高等学校
在学

＜早稲田大学弓道部　指導陣＞2020年3月12日現在

監　督
西野　敏哉（S58年卒） <新任>大学登録

女子部監督
石原　源一（S51年卒） <新任>大学登録

コーチ
原田  征洋（S39年卒） <留任>大学登録
佐藤　輝行（S59年卒） <留任>大学登録
庭田　裕巳（S61年卒） <留任>稲弓会登録
髙橋　真人（H30年卒） <留任>稲弓会登録
穐原　明美（S58年卒） <新任>稲弓会登録
平山　あすか (H27年卒) <留任>稲弓会登録
林　　ゆい (H27年卒) <留任>稲弓会登録
森　みのり (H28年卒) <留任>稲弓会登録

メンタルコーチ
藤沢由美子 <留任>大学登録　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　
※今期指導陣の任期は、2020年2月1日～2021年1月
　31日とする。

新入会員と監督・コーチ陣

[編集] 　平成28年卒　鈴木麻理

大野先生記念品


