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１． 稲弓会行事報告 

 

◎第 61回早慶明遠的大会 

（5月 4日 於 明治神宮中央道場） 

早慶明遠的大会優勝！ 

慶応に一本差で昨年の雪辱を果たす。 

 

5月 4日（月）明治神宮中央道場において恒例の早慶明遠的

大会が開催されました。 

稲弓会：161 中、三田弓友会：151 中、駿弓倶楽部：142 中で、

学生の的中を合わせた結果は、早稲田：365 中、慶応：364 中、

明治：347中となり早稲田の優勝となりました。 

 

（学生 6 人立 2 立・OB6 人立 2 立 20 射） 

 学生 OB 合計 

早稲田 204 161 365 

慶応 213 151 364 

明治 207 142 347 

 

稲弓会の成績上位者は、小峯氏（19 中）、河本氏（18 中）、瀧

本氏、石原氏（16 中）、木俣氏（15 中）、平山氏（14 中）、小川

氏、橋本氏（13中）でした。 

▽OB個人の部 

準優勝 小峯 貫（H25）      19中 

第 3位 河本 悠輔（H27）   18中 

 

◎第 79回高柳杯 50射会 

（5月 31日 於 第二弓道場）（計 50射） 

高柳杯 50射会開催される！ 

5月 31日（日）恒例の高柳杯 50射会が早稲田（旧早実）の第

2道場にて行われました。参加者 18名により熱戦が繰り広げ

られましたが、加藤金一氏（S39）が 33 中にて優勝されました。

準優勝は小島英靖氏（S38）、3位は石原源一氏（S51）でした。 

[参加者] 

井上氏（S33）、小笠原氏（S36）、内海氏（S36）、黒川氏（S38）、 

武田氏(S40)、佐々木氏(S43)、梶田氏(S43)、長谷川氏(S44)、 

瀧本氏(S49)、村松氏(S4７)、小川氏（S53）、井川氏（S57）、 

西田氏(S57)、佐藤氏（S59） 

 

◎第 22回 稲弓会ゴルフコンペ 

（6月 5日 於 習志野 CC）  

恒例の稲弓会ゴルフコンペが梅雨時には珍しく奇跡的に晴

れた 6 月 5 日（金）、森氏のホームコースの習志野 CC クイー

ンコースにて新ペリア方式で開催されました。遠路はるばるご

参加いただいた田中氏をはじめ 12名でのコンペとなりました。

今回から優勝者が 11 月に行われる稲門体育会主催のゴルフ

コンペに参加できる事もあり熱戦が展開されました。結果は、

山口實氏（S40）が優勝、準優勝は岩崎隆氏（S37）で、ベスグ

ロは森昌治氏（S38）となりました。尚、稲門体育会コンペには

山口氏が固辞した為、松岡氏が参加することになりました。 

 [参加者] 

吉田氏（S35）、小笠原氏（S36）、岩崎氏（S37）、森氏(S38)、 

小島氏（S38）、松岡氏(S38)、山口氏（S40）、田中氏（S40）、 

渡辺氏（S43）、行方氏（S45）、岩田氏（S45）、村松氏（S47） 

 

＊田中常喜氏（S40）よりコメントをいただきました＊ 

今回ホームカミングデーにあわせて軽い気持ちでゴルフに

参加させてもらいましたが、先輩諸兄のゴルフにたいする真剣

な姿に驚きました。特に一緒にラウンドさせてもらった森先輩

のゴルフにたいするガッツに、50年前を思い出し嬉しくなりまし

た。私も齢相応のゴルフなどと言わずにもっとパワフルなゴル

フ、スコアにこだわったゴルフを目指そうと強く思いました。又、

幹事の皆様ありがとうございました。 

 

次回のゴルフコンペは 12月 2日(水)、常陽 CCにて開催致し

ます。5組押さえていますので初めての方も奮ってご参加くだ

さい。下記担当にご連絡いただければ案内をお送りします。 

岩田：090-1760-4222 

村松；090-2676-2596 
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◎稲弓会総会、ホームカミングデー開催 

 

平成 27年度総会が、6月 6日(土)11時より新宿住友三角ビル内の住友倶楽部にて開催され、 

既に「平成 27年度稲弓会総会決議のご通知」でご案内の通り、多数の会員出席のもと貴重なご意見、 

ご提案を頂きましたが、原案通りご承認を頂きました。 

 

総会に引き続き、平成 27年度ホームカミングデーが同じ会場で多数のゲストをお迎えし、 

予定時間をオーバーするほど和やかに開催されました。 

 

[ゲスト] 

傘寿以上：畠中信二氏(S29) 

S40：山口實氏、田中常喜氏、南雲俊雄氏、小林健一郎氏、菊池一泰氏、船津彰雄氏、関根久子氏、今井皆美氏 

S50：田中紀江氏 

S60：平敏宏氏、小川広道氏、飯島俊之氏、佐野直美氏 

H27：橋本和久氏 

 

 ▲ホームカミングデーの様子 

 

＊田中紀江氏（S50）よりコメントをいただきました＊ 

招待学年ということでお声をかけて頂き、卒部後初めて参加しました。仕事やら健康上の事情やらで、もう長い間弓をひいていませ

んでしたので、このようなイベントには、敷居が高く感じられて参加したことがありませんでした。が、今年は黒川副会長をはじめ数

人の方々から熱いお誘いを頂いて、参加させて頂きました。会場に一歩入れば、途端にそこはもう、やはり「心のふるさと」で、懐か

しい諸先輩や一気に学生時代にタイムトリップでした。初対面の若い OG・OB との出会いもあり、最近の学生の活躍ぶりの話題も

嬉しく、楽しい時間を過ごさせて頂きました。また弓をひきたいなという気分になって帰って来ました。 

 

尚来年の総会及びホームカミングデーは平成 28年 6月 4日（土）に開催致します。 

ご招待者は傘寿以上の方、および昭和 41 年、51 年、61 年、平成 8 年、18 年、H28 年の各 3 月卒部

の方々です。尚、来年度より招待者の皆様全員を会費無料といたします。改めてご案内致しますが、 

沢山の方々の出席をお待ち申しあげます。 

 

◎平成 26年度稲弓会表彰 

小島氏(S38)          早慶明遠的大会   17中 

石原氏(S51)          早慶明遠的大会   17中 

小川氏(S53)            早慶明遠的大会    17中 

庭田氏(S61)            早慶明遠的大会   19中 

小峯氏(H25)          早慶明遠的大会   皆中 

佐々木氏(H26)       早慶明遠的大会    19中 

平山氏(H26)      早慶明遠的大会    18中 
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◎平成 27年度 後期行事予定 

 

予 定 日 行 事 内 容 場  所 

平成 27年 

10月 3日（土）～4日（日） 

 

稲弓会合宿 

 

泉山荘（石和温泉） 

11月 15日（日） 都学連ＯＢ射会 日本大学道場 

11月 29日（日） 駿弓倶楽部戦 東伏見 早大道場 

12月 2日（水） 第 23回ゴルフコンペ 常陽 CC 

12月 6日（日） 第 167回三田稲門戦    12：00開始 東伏見 早大道場 

12月 12日（土） 納射会 東伏見 早大道場 

平成 28年 

1月 9日（土） 

 

新年射会 

 

東伏見 早大道場 

2月 7日（日） 第 18回一橋梓会戦 東伏見 早大道場 

2月 13日（土） 都学連ＯＢ総会 南国酒家（原宿） 

2月 21日（日） 弓道研究会 東伏見 教室 

 

◎第 166回三田稲門戦 

（6月 14日 於 三田）（6人立 2立 20射） 

三田稲門戦敗退 

近年連敗が続く中、参加者数で圧倒し、又初立ちが 80 中

（120射）と検討するも、残念ながら今回も敗退となりました。 

 

稲弓会 137－142 三田弓友会 

 よって稲弓会の負け 

 【早稲田方】 【慶應方】 

19中 永山氏  （H27） 17中 渡辺氏  （H27） 

17中 加藤氏  （S39） 15中 飯岡氏  （H14） 

16中 平山氏  （H26） 14中 渡辺氏 （S38） 

13中 小川氏 （S53）  増渕氏  （S50） 

12中 石原氏 （S51）  根屋崎氏（H1） 

10中 橋本氏 （H27） 13中 小倉氏  （H25） 

 11中 増田氏 （S45） 

  村田氏  （S45） 

 10中 宇佐美氏（S57） 

以上、三田弓友会は 10 中以上が 9 人であるのに対し、稲弓

会は 6人でした。 

[参加者] 

畠中氏(S29)、小林氏（S32）、小笠原氏（S36）、内海氏（S36）、 

黒川氏（S38）、小島氏（S38）、米田氏（S41）、梶田氏(S43) 

佐々木氏(S43)、長谷川氏(S44)、高橋氏（S51）、井川氏（S57）、 

西田氏(S57)、山本氏（S59）、佐藤氏（S59）、庭田氏（S61）、 

奥村氏（S62）、松野氏（H27）、 

尚、次回 「168 回三田稲門戦」は 12 月 6 日（日）東伏見にて

開催されます。次回こそは勝利を！！ 

 

◎全関東学生弓道選手権大会OB戦 

（6月 21日 於 日本武道館）（予選 4射 決勝 4射） 

6 月 21 日（日）武道館にて全関東学生弓道選手権大会

OB 対抗戦が行われました。早稲田大学弓道部女子が優勝

を果たした興奮も冷めやらぬうちに、予選が開始されまし

た。若手会員主体の稲弓会は見事予選を通過しましたが、

残念ながら決勝戦では今一歩勝つことができませんでした。 

 

[参加者] 

・予選 

 大前 永山氏（H27）   3中 

 中   橋本氏（H27）      2中 

 落   平山氏（H26）   3中    計 8中 

よって予選通過（計 7中以上が通過） 

・決勝 

 大前 永山氏（H27）   2中 

 中   橋本氏（H27）      3中 

 落   平山氏（H26）   2中    計 7中 

よって入賞ならず 

 

＊平山氏（H26）よりコメントをいただきました＊ 

「学生最後の年に良い思い出作りができました。現在は修
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士論文の作成に向けて取り組んでいます。今後も時間を見

つけて、弓の練習に励んでいければと思っております。」 

◆寄稿◆OB・OGのあの頃、今… 

会員の皆様のあの頃・今をお伝えいたします。今号では、昭

和 61年卒の坂東すみ氏と平成 3年卒山岡哲也氏に寄稿

していただきました。 

 

昭和 61年卒 坂東 すみ氏 

 

会員の皆様，私は現在徳島県立徳島商業高校で弓道部の

顧問をしております，板東すみと申します。このたび稲弓会ニ

ュースに寄稿のご依頼をいただきましたので，少々おつきあい

下さいませ。  

先日は 35 度の猛暑の中，数十年は整備されていないであ

ろう安土を崩し，角度をつけ直して整えてみました。大学時代

安土整備は専ら，男子の仕事だったので，曖昧な記憶をたどり

ながらの作業となりました。 

私は昭和 59 年に入部しました。短期大学から二文に編入

したので３回生での入部でした。全関東大会で勝ち進まれる女

子先輩の姿や，王座を制された男子先輩方の姿を拝見し，自

分もそのようにと憧れたものでした。王座勝利のお祝いにと全

国各地から届けられた日本酒を，ひんやりした道場で味わった

ことも鮮明に記憶しております。滞在部時間は短かったのです

が，なんとか参段をいただいての引退でした。 

それから 30 年，3 年前の定期異動で現在の学校に赴任し，

初任校以来の弓道部顧問となり，この夏は部活動指導者を対

象とする指導者講習会に参加してきました。 20 年のブランク

の間は，聴覚支援学校で手話を覚えたり，甲子園にも出場し

た鳴門高校で手話部の顧問をしたりしておりました。道場に通

うことができるようになって以来，『自ら弓を引いて見せ，7 割 8

割的中できなければ指導者とは言えず』という稲垣先生の言

葉を胸に，細々と練習を続けておりました。弓矢や袴も新調し

ました。講習会では，稲垣先生をご存じの講師先生のお話を

伺うことができ，有意義な時間を過ごすことができました。2 月

には，修学旅行中，東伏見の道場にお邪魔し，同期の庭田氏

と卒業以来の再会を果たし，しばし思い出に浸ることができま

した。 

今年度，初介添えや初持的射礼など，新たな気持ちで弓と

向き合う機会が増えました。大隈庭園裏の早稲田の道場裏で，

素引きをしていた頃を思い出しながら，第二の弓道人生が始

まったという感覚です。高校生を見ておりますと姿勢の悪い生

徒が目につきます。私自身，3 人目の子どもを産んでからの

35 歳でマラソンを始めてから，筋肉や体幹のことを考えるよう

になり，周囲の人たちの体型や姿勢も気になるようになってき

ました。生徒たちにも下半身の安定と体幹を意識させたいと思

い，時々コアリズムをさせています。冬の間じっくり柔軟し，正

射必中で来年の高校総体での入賞を目指します。個人として

も，イメージ通りには動いてくれない身体と戦いながらではあり

ますが，年齢を重ねても格好よく凛とした射ができればと思い

つつ，道場に足を運ぶ毎日です。幸い徳島にも，日置流で引

いておられる先輩方がおいでるので，教えていただくことがで

きます。先日八段を取得なさった方に，「いつでもいらっしゃい」

と誘っていただき，そんな方からすると自分はまだまだという思

いを新たにしました。今後の弓道関係筋の方々との再会や復

縁を期待しています。 

 
 

平成 3年卒 山岡 哲也氏 

 

8 月の初め、稲弓会だよりへの寄稿を、と岩田さんから丁寧

なご案内を頂きました。 

初めは驚き戸惑いもしましたが、お話をする内に一気に学

生時代に戻った気分になり、 あぁ帰ってもいい場所があるんだ

と何だか嬉しくなって引き受けることにしました。 

昭和から平成へと変わる 4 年間を弓道部で過ごしたので、

大隈講堂裏の道場を知る最後のほうの世代です。道場の思い

出はいっぱいあり過ぎてとても書き切れませんが、一番の印象

は控えの真ん中にあった冬の囲炉裏でしょう。バチッバチッと

音を立てながら炭を熾し、稽古の合間に火に手をかざしながら

「角見は弓手のどこにあるのか」とか何とか、イッチョ前な弓談

義をするのが楽しいひと時でした。 

周辺には、お昼の学生の味方肉の長谷川、射込みが終わり

立ち練習までの腹ごなしにパンのキクヤ、先輩に連れられ酒

を覚えた花屋等々が有り、中でも稲垣先生とご一緒してコーヒ

ーを頂いたロッセの時間は忘れ得ぬ大切なものとなっていま

す。 

諸先輩方が皆そうであったように、たくさんの言葉をもらった

純粋で濃密な 4年間は確実に今の自分に繋がっていると誇れ

ます。東京を離れサラリーマン 25 年、キョトンとしている同僚

を余所に軽く酔っ払いながら、離れに至る伸合・ヤゴロをひた     

向きに求める大切さを人生訓として説くような鬱陶しいオヤジ
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になってしまいましたが、琵琶湖のほとりより学生皆さんの活 躍を願っています。久々に校歌が歌いたくなりました。 

2．学生試合結果 

 

全関東学生弓道選手権大会女子優勝！！ 
第 45回全関東学生弓道選手権大会が 6月 20、21日に日本武道館にて行われた。 
早稲田大学女子団体は、安定した射で高い的中率を出し見事優勝に輝いた。早稲田の勝
負強さを存分に発揮できた試合となった。 
 

▼女子 

[団体] 

森川 光明 吉田 計 相手校的中 

予選 

4 2 1 7 通過 

1回戦 対 麻布大学 

3 1 4 8 7 

2回戦 対 桜美林大学 

3 4 3 10 7 

3回戦 対 日本体育大学 

4 1 3 8 7 

準決勝 対 明治大学 

4 3 3 10 8 

決勝 対 明治学院大学 

4 3 3 10 7 

よって優勝 

[個人] 入賞ならず 

 

▼男子 

[団体] 

中村 中谷 島村 廣瀬 高橋 大久保 計 
相手校 

的中 

予選 

1 2 3 4 3 1 14  

2 2 2 1 0 2 9 通過 

1回戦 対 横浜国立大学 

3 3 4 2 4 2 18 11 

2回戦 対 法政大学 

3 2 3 2 2 4 16 21 

よって 2回戦敗退 

[個人] 入賞ならず 

 

 

 

 

 

 

 

▲全関東学生弓道選手権大会女子決勝戦の様子 

 

▲全関東学生弓道選手権大会後の優勝記念撮影 

 

◎都学連百射会 

（5月 5日 於 至誠館）（計 100射） 

中村 浩太郎 （創造 3年） 81中 第 7位入賞 

 

◎女子部記録会 

（4月 29日 於 至誠館第二弓道場）（計 40射） 

◎平成 28年度リーグ戦について 

現在現役の部員は、男子部はⅡ部優勝・Ⅰ部復帰、女子部

はリーグ優勝を目標にリーグ戦を戦っている最中です。 

現役の部員が日ごろつけてきた実力を存分に発揮できるよ

う、引き続き応援のほどよろしくお願い致します。 
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光明 英夏（法 3年） 30中    入賞ならず 

森川 未和子（スポ 2年） 36中 第 2位入賞 

◎全国大学弓道選抜大会  

（6月 27～28日 於 至誠館） 

▼男子 

中村 志岐 高橋 廣瀬 大久保 計 相手校的中 

予選 

3 3 2 2 2 12 予選敗退 

よって予選敗退 

 

▼女子 

森川 小田代 森 計 相手校的中  

予選 

3 2 3 8   

1 0 1 2 通過 (一本) 

1回戦 対 明治学院大学 

3 4 3 10 6  

2回戦 対 港南大学 

4 3 2 9 9  

1 0 1 2 3 (一本) 

よって 2回戦敗退 

 

◎全日本学生弓道選手権大会  

（8月 11～13日 於 日本ガイシスポーツホール） 

▼男子 

[団体] 

中村 竹沢 志岐 高橋 大久保 計 

予選 

1 1 2 1 2 7 

よって予選敗退 

[個人] 入賞ならず 

 

▼女子 

[団体] 

森川 光明 吉田 計 相手校的中 

予選 

3 3 3 9 シード権獲得 

1回戦 対 奈良教育大学 

3 2 3 8 10 

よって 1回戦敗退 

[個人]  入賞ならず 

 

 

 

 

 

３．男子定期戦試合結果 

◎法政大学定期戦 （4月 12日 於 法政大学） 

早稲田 116中－138中 法政 

18中 大久保 侑  （スポ 4年） 

 

◎日本大学定期戦 （4月 19日 於 日本大学） 

早稲田 125中－128中 日本 

19中 大久保 侑  （スポ 4年） 

18中 中村 浩太郎 （創造 3年） 

   清水 雄貴  （人 3年） 

志岐 伊織  （スポ 1年） 

 

◎中央大学定期戦 （4月 26日 於 中央大学） 

早稲田 121-14中－121-15中 中央 

18中 志岐 伊織  （スポ 1年） 

17中  大久保 侑  （スポ 4年） 

 

◎慶応義塾大学定期戦 (5月 17日 於 慶応義塾大学） 

早稲田 117中－129中 慶応義塾 

皆中  島村 達哉  （スポ 4年） 

19中 大久保 侑  （スポ 4年） 

17中 廣瀬 智紀  （人 3年） 

 

◎明治大学定期戦 （7月 12日 於 明治大学） 

・源平戦（10人立 200射） 

早稲田 148中－166中 明治 

19中 志岐 伊織  （スポ 1年） 

18中 大久保 侑  （スポ 4年） 

中谷 透   （基幹 1年） 

・紅白戦 明治の勝ち 

以上より、0勝 2敗より明治の勝ち 

 

◎関西学院大学定期戦 

（8月 15日 於 パロマ瑞穂弓道場） 

早稲田 120中－121中 関西学院 

19中 大久保 侑  （スポ 4年） 

18中 中村 浩太郎 （創造 3年） 

   廣瀬 智紀  （人 3年） 
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◎同志社大学定期戦 （8月 16日 於 パロマ瑞穂弓道場） 

早稲田 124中－97中 同志社 

皆中  大久保 侑  （スポ 4年） 

18中 渡邊 顕士  （社学 1年） 

17中 島村 達哉  （スポ 4年） 

廣瀬 智紀  （人 3年） 

 

◎関西大学定期戦 （8月 31日 於 玄武館） 

早稲田 11３中－1２５中 関西 

19中 中村 浩太郎 （創造 3年） 

17中 高橋 真人  （先進 2年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．女子定期戦試合結果 

◎國學院大學定期戦 （3月 28日 於 國學院大学） 

早稲田 54中－39中 國學院 

 

◎日本大學定期戦 （4月 12日 於 早稲田大学） 

早稲田 61中－59中 日本 

皆中  森川 未和子 （スポ 2年） 

 

◎明治大学定期戦 （4月 19日 於 早稲田大学） 

早稲田 74中－66中 明治 

皆中  光明 英夏  （法 3年） 

18中 鈴木 麻理  （文 4年） 

   吉田 友理子 （スポ 4年） 

森川 未和子 （スポ 2年） 

 

◎慶応義塾大学定期戦 （5月 10日 於 慶応義塾大学） 

早稲田 66中－59中 慶応義塾 

19中 光明 英夏  （法 3年） 

18中 森川 未和子 （スポ 2年） 

17中 吉田 友理子 （スポ 4年） 

 

◎同志社大学定期戦 （8月 15日 於 新日鐵弓道場） 

早稲田 52中－56中 同志社 

 

◎関西学院大学定期戦 （8月 16日 於 新日鐵弓道場） 

早稲田 52中－55中 関西学院 

17中 吉田 友理子 （スポ 4年） 

 

◎関西大学定期戦 （8月 18日 於 新日鐵弓道場） 

早稲田 67中－51中 関西 

18中 光明 英夏  （法 3年） 

   森川 未和子 （スポ 2年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎平成 27年度指導陣 

監督  庭田 裕巳氏 昭和 61年卒 

女子監督  丸田 綾希氏 平成 19年卒 

相談役  米田 文彦氏 昭和 41年卒 

コーチ  原田 征洋氏 昭和 39年卒 

        武井 一誠氏   昭和 25年卒 

    橋本 和久氏 平成 27年卒 

皆川 彩氏    平成 27年卒 

◎平成 27年度新入部員 

大貫 真央 （教育 1年）    水谷 奎介      （先進 1年) 

岡本 裕太 （先進 1年）     渡邊 顕士      （社学 1年) 

幸明 千尋 （スポ 1年）     イ スンエイ  (文 1年) 

志岐 伊織 （スポ 1年)      野嶋 美彩                  (文 1年) 

竹沢 剛 （社学 1年）       正木 さくら         (法 1年) 

中谷 透 （基幹 1年）          

稲弓会員へのお願い 

・OB弓置場に弓矢を置かれる場合には、「稲弓会会員弓具 

収納規則」に従うこと。 

・弓二張、矢筒二本まで、記名または名札を付け、一年間毎 

に申請すること。 

・小物（ユガケ、弦巻など）、衣類は収納できません。 

・大学の弓を持ち出している方は、必ず実技係へ申し出 

頂き、原則的には返却をお願いします。 

◎E-mail 移行のお願い 

現在、稲弓会から会員の皆様への各種ご連絡は E-mail 及

び郵送にて行っておりますが、経費削減の為に E-mail での

ご連絡をお願いしております。 

現在郵送にて連絡を受け取っている方で、E-mail 利用が可

能な方につきましては、下記の担当者宛てに E-mal アドレ

スをご連絡いただきますようお願いいたします。 

 

E-mail 連絡担当：下山隆明(S51) 

shimoyama@suou.waseda.jp 



8 

 

 

 

 稲弓会では会員メンバーで平成 23 年から月に 1 回練習を行

っています。学生時代から弓を触っていないという多くの人も弓

を再開して練習や対外試合に参加されています。 

 会員各位のご参加をお待ちしています。 

【目的】 

①弓術の向上を図り、稲弓会の対外試合の戦績アップを目指しま

す。 

②現役ばかりでなく、稲弓会も積極的に弓を引く場面を作り、早稲

田弓道全体の活性を図ります。 

③「早稲田で弓を引いた」という共通の経験を軸に世代を超えたメ

ンバー間の交流を図ります。 
 

弓を再開したいという方大歓迎です。 

弓具のない方相談に応じます。 
 
 

【場所】弓道部第２道場（地下鉄早稲田駅、徒歩 3分程度） 

 早稲田大学西早稲田キャンパス、旧早稲田実業校舎屋上 

【費用】参加料無料 

【時間】12：00～15：30分程度 

【練習内容】自由練習（立ち、一手講評などあり） 

【連絡先】 

 練習会に参加希望（見学希望）あるいはご質問のある方は 

 下記アドレスまでメールをお願いいたします。 

   井川裕史（S57） ANA33496@nifty.com 

  下山隆明（S51） shimoyama@suou.wased.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１、 開催目的 

 2011年 8月より稲弓会では以下のような目的で練習会を開

催してまいりました。 

・弓術の向上による対外戦績のアップ 

・現役ばかりでなくＯＢ含めた早稲田弓道の活性化を図る。 

・世代を超えたメンバーの交流を図る 

★今後参加メンバーの拡大と稲弓会の試合形式の行事の増

加を目的として練習会の一部を例会に改めて射会を開催し、

稲弓会の正式行事とするとするが幹事会にて決定されました。 

 

２、第 1回例会の開催について 

 ・日時   11月 22日（日） 12：00～（11：00附矢） 

 ・場所   東伏見 本道場 

 ・試合形式 20謝 

 ・表彰   最高的中者および第 2位まで 

   ★優勝者は巻物の授与および賞品、第 2位は賞品 

 

３、出欠 

 ・締切  11月 15日（日）まで 

下山様（CCにて井川にも）までメールにて回答ください。   

下山隆明（S51） メール：shimoyama@suou.wased.jp 

電話番号：090－3518－5570 

井川裕史（S57）メール： ANA33496@nifty.com 

電話番号：090－5828－4000 

４、その他 

 ・11月 22日が例会の開催となりましたので、 

  練習会は中止となります。 

 ・例会は当面は 3回/年程度の開催予定です 

                        以上 

 

[編集] 平成 26 年卒 関根 貴広 

 

 

 

 

 

 

 

 

★もう一度早稲田の杜で弓を引いてみませんか？ 

稲弓会ホームページ開設準備中！ 

現在、弓道部のホームページをリニューアルしたのに合わ

せて、奥村幹事担当で稲弓会ホームページの開設準備中

です。稲弓会の行事予定や活動報告などを掲載する予定で

すので、開設致しましたらぜひご覧ください。 

公式 Twitter, Facebook, ブログもやっています！ 

部員が運営している SNS やブログをご存知でしょうか？

Twitter では試合の最新情報、Facebook では合宿や送別

会の写真などを公開しています。ブログでは部の活動報告

をしておりますので、ぜひ御覧ください。 

Twitter：https://twitter.com/wasedakyudo125 

      （アカウント：＠wasedakyudo125） 

Facebook：Facebookページ内で「早稲田大学弓道部」と 

検索して下さい 

ブログ：http://ameblo.jp/waseda-kyudo/ 

発行・稲弓会会長 小笠原 啓倫  

弓道部HP http://www.waseda-kyudo.net/ 

〒202-0021 東京都西東京市東伏見3-5-7  

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 

★第 1回稲弓会例会の開催について 

mailto:ANA33496@nifty.com
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