
稲弓会ニュース
令和4年に創部125周年

NO.48　令和2年10月

新型コロナウイルスの蔓延により、当初大学施設の閉鎖もあり稲弓会の上期行事の全てが中止あるいは延期となりました。  
更に大学より、１２月末までの自粛要請があり下期に延期をしていました総会、ホームカミングデー等を中止としました。（詳細後記）

令和2年上期トピックス 

(注）トピックス掲載案件がありましたら末尾担当までご連絡下さい。 

二人の恩人 
稲弓会顧問　黒川道夫（昭和３８卒） 

日光中禅寺湖畔　和泉屋旅館女将　関シズ様 

・昭和３０年代の初め（あるいは昭和２０年代）から弓道部
の夏合宿は日光市の中禅寺湖畔の和泉屋旅館にお世話になっ
ていました。和泉屋の女将関シズさんは地元の実力者で、合
宿費用が高くならないように食事と入浴以外の寝る場所など
は知人宅を紹介してくれていた。ちなみに昭和３４年卒の山
内さんは、湖の貸しボート屋に寝泊まりし、私は外人の空き
別荘などに寝泊まりした記憶があります。又その紹介で二荒
山神社の弓道場も使わせて頂けたものです。 
　昭和３１年夏、学院１年生で初めて和泉屋に行った時、大
浜信泉総長名で和泉屋旅館関シズ殿宛の感謝状が掲げられて
いた事を記憶しています。総長名の感謝状なので大学にも資
料が残されている筈と思われるが以下の点などが不明です。 
　和泉屋とはいつ頃から関係ができたのか？感謝状に相当す
るような事情は何か？河竹繁俊部長、村井五郎氏、稲垣監督、
細井氏などの書類が残されていないか？ 
　 
・卒業後年を経てＯＢ有志で和泉屋旅館を再訪しようではな
いかと云う話が持ち上がり、当時関西在住のため自分は参加
できませんでしたが、昭和４０年卒の山口實氏が幹事となっ
て貸切バスを仕立てて多勢で和泉屋旅館に行きました。この
ことは当時産経新聞で報道されましたが、稲弓会内での発表
はなかったと思います。 

・その後、中禅寺湖を経由して尾瀬に抜ける自動車道が開通
した結果、宿泊客が激減し中禅寺湖の町が寂れ、和泉屋旅館
も経営不振となり廃業に至りました。後年、同期数人で再訪
したが和泉屋と隣の土産物屋（湖月）を含め跡形もなく、道
幅が広がっていただけであった。

追記　 
斎藤さん（Ｓ４９）によると、和泉屋さんの利用は昭和４６
年夏合宿までで、３年生の夏合宿は二荒山神社の道場が使え
なくなった為、 湯田中温泉の魚敏旅館（Ｓ４４の西沢さんの
親戚）に変更されました。 

服部長夫（たけお）先輩（昭和９年卒）の感謝会 

・感謝会は、京都在住の服部先輩にお世話になったＯＢがお
元気なうちにと開いたもので、関西遠征の都度、宿の世話か
ら食事をふるまわれたりされたものです。又、宿の近くの平
等寺・因幡堂の境内の審正館弓道場の使用をご紹介いただい
たりしました。お陰で大阪府立体育館での全日の折は、朝の
稽古から帰京後の稽古まで使うことができました。余談です
が、審正館弓道場は歴史が古く、的が３つで矢道には寺の渡
り廊下が架かっていました。 

・舩戸氏（Ｓ３７）、吉田氏（Ｓ３９）と自分が幹事となり、
熱海のホテル大野屋で感謝会が開催されました。関西遠征の
常連メンバーの舩戸氏、吉田氏と違い、それまで服部先輩の
顔も存知あげないこともあり辞退したが、断り切れずに幹事
を受けることとなりました。 
因みに会場は、大野靖雄氏（Ｓ３６）の実家の新潟の大野屋
旅館の縁戚にあたり便宜を図っていただきました。 

・参加者で記憶に残っているのは大野康夫氏（Ｓ３４）、鈴
木将夫氏（Ｓ３７）と服部先輩の女婿である 
和田泰治氏（Ｓ３４）の３名ぐらいで，大野氏、和田氏とは
卒業以来、初めてお会いしました。大野氏は 
当日アウディに乗ってこられ、鈴木氏は宴席で浴衣のまま弓
を引く格好をしたのを覚えていまが、残念ながら、参加者名
簿などは不明です。 
和田氏と夫人（服部氏の娘さん）は、弓道部百年史５９ペー
ジの喜拾五（キトゴ）射会集合写真に写っています。 
（一部編集をしています）

コラム 
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訃報　馬場哲氏(S26)が令和元年5月28日にご逝去されました。菊池一泰氏(S40)が令和2年4月5日にご逝去されました。 
         隅武彦氏(S42)が令和2年4月15日にご逝去されました。松浦尚美氏(S37)が令和2年7月2日に逝去されました。 
　　　謹んで哀悼の意を捧げます。　　合掌



あれは美味しかったなあ！ 
稲弓会　会長　米田文彦（昭和４１卒） 

私が弓道部に入ったのは高等学院１年生、おそらく１５才、
それからの７年間を弓道部のいろいろで過ごした。その若さ
の７年間という年月は、誰にとっても身の回りの世界がぐっ
と広がる年月だ。近所の中学校に歩いて通っていたのが毎日
電車で学校に行く。部活では先輩後輩という上下関係の人付
き合いもわかってくる。知らなかったことが飛び込んできて
びっくりしたりする。 
その一つ。初めて食べておいしいことに驚いたもの、弓道部
に入ったからこそ知ったその味。私にとってのそういう想い
出の話です。 

はじめは夏合宿の日光、和泉屋旅館の鉄火丼。結構大きい丼
にご飯が見えないくらいに載っている鮪の切り身、脇にわさ
びものってどーんと、これが先輩から聞いていた和泉屋の、
豪快な鉄火丼！初めの頃の夏合宿には必ず一回は出ていたよ
うな気がする。美味かった。 
日光の合宿については中禅寺湖一周マラソンも、大きなアブ
が多かったのも記憶している。 
そして、鉄火丼などという贅沢なものはあれが初めてだった。

大学一年生の夏、全日本大会のための合宿が甘泉園の奥にあっ
た大学の宿泊施設で行われた。食事付きだったが、夕飯の食
卓に葉生姜の甘酢漬けがよく出た。１５センチ程度のものを
瓶に数本立てて、上の方には葉っぱがついたまま根っこの生
姜をかじる。甘酸っぱい味が気持ちよかった。 
卒業してからの転勤独身時代、自分で作ってみたりもしたが、
何故か味が違った。 
葉生姜の甘酢漬けなどという洒落たものはあれが初めてだっ
た。 

同じく大学一年生の秋、リーグ戦のための毎日の練習が済む
とお腹が減っている。お金がないから毎日とはいかないが、
何か食べようと、道に出た所のすぐ右にある中華「久松」に
行く。みんな「おそまつ」と言っていたっけ。カウンター席
だけの狭い店内。だいたいいつも、タンメンを食べていたよ
うな気がする。白い湯気のたつスープの中は少しの肉の切れ
端とたくさんのもやし、ピンク色の渦巻きがくっきりとした
鳴門が一枚。 
ボクシングのファイティング原田が、世界フライ級タイトル
マッチでポーン・キングピッチを倒したのをテレビで見たの
もこの店だった。手数だけは圧倒的に多い、相手にもめちゃ
くちゃに当たる、だけどパンチ力がないからあまり効かない
原田の試合。こんなに打たれちゃあ仕方がないとでもいう風
に、イヤだけど仕方がないという風に倒れた、ポーン・キン
グピッチ。みんなでわあわあ言いながら見ていたっけ。 
この店をやっていた、まだ若かったのだろう、あの気弱そう
な主人。翌年だったかに店を閉めてしまった。ばくち好きで
首が廻らなくなり、夜逃げしたという噂だった。 

道場は大隈庭園裏に移転し、僕らの昼飯の店もあの界隈になっ
た。「あじから定食」「くじから定食」の頃。即ち、一日お
きに、鯵の唐揚げ、鯨肉の唐揚げ定食の頃だった。 
味はまあ、あんなものだったな・・。 

時代は過ぎ去って数十年。東日本大震災の大揺れを東伏見の
道場の中で、女子練習を見ているときに経験した。即、練習
中止、いろいろ、もろもろ。 
さて自分はどうするか？帰るかこのまま居るか？迷ったけれ
ど歩いて帰ることにした。（後で家族にも怒られた。そんな
ことしてはいけない、待機すること。） 
帰るといっても所要時間は分からない、恐らく４～５時間、
何か食べないと・・。 
そこで東伏見駅向こうの蕎麦屋「三晃庵」の“力うどん”大盛
にした。 
ここの蕎麦はなかなか美味い。いつも部報に宣伝載せてくれ
ますし・・。 

皆さんの初めて食べたもの、美味かったものは何ですか？

新型コロナウイルスも終息が見えない状況で、稲弓会の活動
も前期の活動は全て中止せざるを得ませんでした。 
後期につきましても、大学当局より年内の活動中止の指導が
なされているため、稲弓会につきましても、以下のとおり年
内の活動は中止させていただきます。 

 Ⅰ　中止する行事 
　10月　　・練習会 
　11月　　・一橋梓会戦 
　　　　　 ・都学連OB射会 
　　　　　 ・14回定例会 
　　　　　 ・駿弓倶楽部戦 
　　　　　 ・31回ゴルフコンペ 
　　　　　 ・178回三田稲門戦 
　12月　　・納射会 
 
 Ⅱ　今後開催予定の行事 
　1月　　・新年射会 
　　　　  ・練習会又は50射会 
　2月　　・都学連OB総会(13日)　 
              ・稲門体育会総会(22日) 
              ・弓道研究会 
　3月　　・練習会 
  
※令和２年度総会及びホームカミングデー 
総会及びホームカミングデーの開催が困難のため、やむなく
特例として総会に変わり、幹事各位による確認決定をもって
稲弓会の決定としました。又、ホームカミングデーについて
は、来年度合同での開催といたします。尚、参考までに、以
下に総会資料を添付しますが、第３号議案、第４号議案につ
いてはＨＰに掲載のため非公開といたします。必要の方は幹
事の岩田氏（Email:tadao-iw22@jcom.home.ne.jp）までご連
絡ください。 

令和3年1月からの活動につきましても、現在の状況では開催
の判断が困難となっておりますので、開催の可否が決定次第
改めてのご案内となります。

令和2年上期稲弓会行事報告 
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令和2年度稲弓会総会議案 

第1号議案　令和元年度行事報告及び活動報告

年月日 行事内容・結果 会場

H31 
5/4(土)

第 65 回早慶明三大学対抗遠的大会(OB現役各 12 名×20 射)  
　　優勝 慶應 学生 211中 OB169中 合計380中  
　　2位 明治 学生 187中 OB174中 合計361中  
　　3位 早稲田 学生 176中 OB151中 合計327中  
　　20中 高橋真人氏(H30) /17中 行方利春氏(S45) 瀧本宏之氏(S49)  
　　山本通彦氏(S59) /16中 小島英靖氏(S38)  
　　参加 25名 

明治神宮 中央道場

5/22(金) 第30回ゴルフコンペ  
　優勝:岩崎隆氏(S37) 　　2位 村松正明氏(S47)  
　参加5名 

常総CC

6/1(月) 令和元年度 稲弓会総会 ホームカミングデイ 総会 
　参加 26 名  
　ゲスト 年次で出席 S44、S54、H1、H21 及び新入会員 HC参加40名 

校友 サロン 

6/9(火) 第175回三田稲門戦  
　稲弓会122中 対 150中 　　　　三田弓友会 12名×20射  

　18中　永山豪明氏(H27) /14中　奥村盛氏(S62)  
　参加22名 

三田慶応道場

6/16(火) 第48回 全関東OB対抗戦(3名×4射)  
　3名出場　予選敗退 

日本武道館 

9/28(月) 稲弓会合宿 (石和温泉、土日一泊) 9/29まで 
　参加 19 名 

泉山荘 

11/2(月) 第22回一橋梓会戦  
　稲弓会 129中 対 93中 一橋梓会 　　20射上位10名合計  
　16中 松田昇氏(S52)  
　参加 27名 

早大 道場 

11/10(火) 都学連OB射会  
　180才以上の部  
　　優勝 早稲田Bチーム 西野氏 行方氏 米田氏 合計 25中/36中  
　参加 12名 

日大道場 

11/24(火) 駿弓倶楽部戦  
　稲弓会 109 中 対 126 中 駿弓倶楽部 (12 名×20 射)  
　14中 石原源一氏(S51) /13中 西野氏 松田氏  
　参加 18名 

早大道場 

11/27(金) 第 31 回ゴルフコンペ  
　優勝　小島氏(S38)　　　　2 位　渡辺克之氏(S43)  
　参加者9名

常総CC

12/1(火) 第176回三田稲門戦 
　 稲弓会142中 対149中 三田弓友会  
　参加33名  
　17 中 木俣氏(H3) /14 中 行方氏、永山氏 /13 中 米田氏 梅原氏(H27) 

早大道場 

12/21 (月) 納射会  
　優勝 河西毅明氏(H2) 　　2 位 横溝秀夫氏(S48)　　3 位 木俣氏  
　参加21名 

早大道場 

R2  
1/11(土) 

新年射会 
　優勝 佐藤輝行氏(S59) 　2 位 米田氏 　3 位 行方氏  
　参加者24名

早大道場 

R2  
2/23(日) 

弓道研究会  
　講師:朝矢弓具 鈴木社長 テーマ:ユガケの話 朝嵐の開発  
　参加 30 名うち会員以外5名 

東伏見 79 号館 
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・R1年度稲弓会会員 表彰対象者 敬称略  
高橋真人　第６５回 早慶明三大学遠的大会　２０中  
行方利春　　　　　　同　　　 　　　　　　１７中 
瀧本宏之　　　　　　同　　　　 　　　　　１７中 
山本通彦　　　　　　同　　　　　　　 　　１７中 
永山豪明　１７５回三田稲門戦　　　　　　 １８中 
木俣禄八　１７６回三田稲門戦　　　　　　 １７中  
団体優勝 都学連OB射会180才以上の部 
稲弓会Bチーム 西野 行方 米田 　　団体は表彰状不要  
< 2000円× 9 件 >  

平成11年制定の表彰内規  
(1)近的及び遠的 8割5分以上 賞状及び副賞 2,000 円 
(2)団体戦 優勝(定期戦を除く) 全関東と都学連のみ 
     一人2000円  
(3)年間賞 3試合以上出場的中率8割5分以上 5,000円 
(4)50射会 8割5分以上(43中以上)2000円  
(5)その他上記に準ずる優秀者 賞品はその都度決定する  
(6)以上は総務担当幹事より総会直近の幹事会に提案し、 
     承認を得ることと する。  

例会については都度賞品授与済み 例会優勝者  
第 11 回 2019/6/2 米田文彦氏 (S41)  
第 12 回 2019/11/17 松田昇氏 (S51) 

1.監督・コーチ委嘱関係  

【大学弓道部】

令和2年2月から 令和2年1月まで 

監督 西野敏哉 (S58) 武井一誠 (S49) 

女子部監督 石原源一 (S51) 平山あすか(H27) 

コーチ 原田征洋(S39)  
穐原明美(S58)  
佐藤輝行(S59)  
庭田裕巳(S61)  
藤沢由美子  
平山あすか(H27)  
林ゆい(H27)  
森みのり(H28)  
髙橋真人(S30) 

原田征洋(S39)  
石原源一(S51)  
佐藤輝行(S59)  
庭田裕巳(S61)  
藤沢由美子  
平山あすか(H27)  
林ゆい(H27)  
森みのり(H28)  
中村浩太郎(H29)  
髙橋真人(S30)  
渡邊顕士(H31) 

【付属・系属高校の監督】  
　早稲田大学高等学院    監督 奥村 盛(S62) 
　早稲田実業学校          監督 河西毅明(H02) 
　早稲田高校、中学       監督 原田征洋(S39)  

2.弓道部強化関係  

　・視察 
　　第 38 回全国高等学校弓道選抜大会(開催地 群馬県前橋市)  
　　令和元年 12 月 25 日 視察者:石原源一  

　・アスリート選抜入試による入部者(令和 2 年度)  
　　鈴木来実(すずき くるみ) 茨城県 清真学園高等学校  

3.弓道部員成績優秀者表彰  
　令和2年2月8日卒部生送別会において表彰  

　① 的中率基準者(男子 9 割以上、女子 8 割 5 分以上)  
　　男子  
　　千葉 智広(先進 2 年) 　リーグ戦 9割0分2厘 
　　宮川 晃弥(スポ 2 年) 　定期戦 9割3分6厘  

　②皆中者 
　　男子 
　　宮川晃弥（スポ２年）　中央大学定期戦 
　　　　　　　　　　　　　明治大学定期戦 
　　阿部悠理（教育３年）　早慶明遠的大会 

　③優勝者 
　　宮川晃弥（スポ２年）　都学連百射会(97 中)  
　　千葉智広（先進２年）　全関東学生弓道選手権大会個人  

4.その他の稲弓会活動  

　(1)総会、ホームカミングデイの開催 
　　 令和元年6月1日  
　(2)幹事会開催 
　　 令和元年7月20日、令和2年1月18日、  
　(3)稲弓会ニュース発行 
　　 第45号 平成31年4月 、第46号 令和元年10月  
　(4)対外試合、射会、合宿、研究会、ゴルフコンペの実施 
　　 令和元年度行事報告による  
　(5)練習会、例会の実施 
　　 練習会： 令和元年 4月21日、7月21日、8月25日、 
　　　　　　  10月27日、 令和2年2月2日 
　　 例会  ：  令和元年6月2日、11月17日、  
　(6)創部 125 周年記念事業準備、募金活動 
　(7)外部団体関係  
　　 稲門体育会総会 令和元年7月27日 (参加:8名) 
　　 都学連OB総会 令和2年2月15日 (参加:米田、行方、石原、 
　　 小川、西野)  
　　 稲門体育会各部OB・OG会長及び代表委員会  
　　 (参加:米田、長谷川、小川)  
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令和2年度稲弓会総会議案 

第1号議案　令和元年度行事報告及び活動報告



第2号議案　令和2年度行事計画案

予定日 行事内容 場所 元年担当幹事

5 月 2 日(土) 第66回早慶明 3 大学対抗遠的大会 東京武道館 小川

5 月 13 日(水) 第32回ゴルフコンペ 千葉国際CC 村松

5 月 15 日(金) 令和 2 年度稲門体育会会員総会 リーガロイヤル 長谷川

5 月 23 日(土) 稲弓会第13回例会 赤羽体育館 山本

5 月 31 日(日) 第 177 回三田稲門戦 三田綱町弓道場 瀧本・石原

6 月 7 日(日) 第 48 回全関東OB対抗戦 水戸アリーナ 佐々木

6 月 13 日(土) 令和2年度稲弓会総会　10:30より 
ホームカミングデー　12:00より

東京住友クラブ 岩田・石原・加藤

6月20日(土) 稲弓会練習会 赤羽体育館 山本

7月18日(土) 稲弓会練習会 東伏見　早大弓道場 山本

7 月~8月 第84回　高柳杯50射会 東伏見　早大弓道場 山本

8月22日(土) 稲弓会練習会 東伏見　早大弓道場 山本

9月26~27日 稲弓会合宿 泉山荘（石和温泉） 下山

10月17日(土) 稲弓会練習会 赤羽体育館 山本

11月3日(火) 第 23 回一橋梓会戦 一橋大学道場 石原・加藤

11月8日(日) 都学連OB射会 日本大学道場 小川

11月14日(土) 稲弓会第14回例会 未定 山本

11月22日(日) 駿弓倶楽部戦 明治大学道場 瀧本・石原

11月 未定 第 31 回ゴルフコンペ 未定 本郷

11月29日(日) 第178回三田稲門戦　12:00開始 東伏見　早大弓道場 瀧本・石原

12月19日(土) 納射会 東伏見　早大弓道場 瀧本

1月 未定 新年射会 東伏見　早大弓道場 下山

1月 未定 稲弓会練習会 未定 山本

2月13日(木) 都学連OB総会 南国酒屋（原宿） 幹事長

2月 未定 弓道研究会 未定 奥村

3月 未定 稲弓会練習会 未定 山本
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第5号議案　令和2年度役員及び幹事選任の件  

　本年度は、会長、副会長、会計監事の改選年度となります。幹事会として以下の通り、推薦いたします。  

　　会長 米田文彦　 　(S41) ・・・現会長 
　　副会長 行方利春 　(S45)・・・現副会長 
　　〃 小川六実　　　 (S53) ・・・ 〃 
　　会計監事 井上一也 (S33) ・・・現会計監事 
　　〃 長谷川善彦 　　(S44) ・・・ 〃  

　令和2年度幹事として以下の方々を推薦いたします。 

　　1原田征洋 (S39) 
　　2岩田忠雄 (S45) 
　　3瀧本宏之 (S49) 
　　4武井一誠 (S49) 
　　5下山隆明 (S51) 
　　6石原源一 (S51) 

第6号議案　特別顧問の設置及び令和2年度特別顧問選任の件 

　稲弓会に、以下のとおり「特別顧問」を新たに設置する第14条 (特別顧問) 早稲田大学と特別の関係を有し、特別の功労の 
　あった者は、幹事会 の推薦により総会で承認を得て特別顧問として推薦する。 幹事会として以下の通り、特別顧問を 
　推薦いたします。  
　 
　　大野高裕 (前弓道部部長)

　25光明英夏 (H29) 
　26高橋真人 (H30) 
　27野見山千尋 (H30) 
　28新津 亮太朗 (H30) 
　29中谷 透 (H31) 
　30岡本裕太 (H31)

　13庭田裕巳 (S61)　 
　14奥村 盛 (S62) 
　15河西毅明 (H02) 
　16丸田綾希 (H19) 
　17野村正和 (H24) 
　18 小 峯 貫 (H25)
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　　7加藤善行 (S57) 
　　8西野敏哉 (S58) 
　　9穐原明美 (S58) 
　　10佐藤輝行 (S59) 
　　11山本通彦 (S59) 
　　12本郷 洋 (S61)

　19佐々木貴広 (H26) 
　20関根貴広 (H26) 
　21平山あすか (H27) 
　22橋本和久 (H27) 
　23鈴木麻理 (H28) 
　24中村浩太郎 (H29)

　31水谷圭介 (H31) 

　退任楢原毅 (H03)
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第1条(名 称)  
本会は稲弓会と称する。  
第 2 条 (事 務 局)  
本会の事務局は、東京都西東京市東伏見2丁目7番5号東伏見ス
ポーツホール地下1階 早稲田大学弓道部(以下「弓道部」という)
内に置く。  
第3条(目 的)  
本会の目的は次の通りとする。  
(1)弓道部発展の後援 (2)会員相互の親睦 (3)会員の射技向上  
第4条(活 動) 
本会は前条の目的を達成するため次の活動を行う。  
(1)弓道部に対し監督を推薦し、これを委嘱する。(2)弓道部に
対し必要により相談役、監督補佐、コーチを推薦し、これを委
嘱する。(3)付属、系属校等より要請ある時、指導陣を推薦し、
これを委嘱する。(4)監督又は弓道部の提出する事項に関し、そ
の協議に応ずる。(5)会員及び弓道部員の優秀者に対し、これを
表彰する。(6)随時射会、合宿、懇談会等を行い、或いは他の団
体と試合を行う。(7)その他本会の目的達成のため幹事会が承認
した活動。  
第5条(会 員) 
本会は次の者を会員とする。  
(1)早稲田大学を卒業し、卒業時(4年終了時)弓道部に在籍して
いた者。(2)早稲田大学と特別の関係を有し、本会の目的に賛同
する者で、幹事会の推薦に より総会で承認を得た者。 
第6条(役 員)  
本会に次の役員を置く。  
(1)会 長 1名 (2)副会長 2名以内 (3)幹事長 1名 (4)幹 事 若干
名 (5)会計監事 2名  
第7条(選 任)  
1.会長、副会長、幹事及び会計監事は総会の決議により選任す
る。 2.幹事長は幹事の互選により選任する。  
第 8 条 (任 期)  
1.会長、副会長及び会計監事の任期は選任された定時総会集結の
時から翌々年の定時 総会集結の時までとし、再任を妨げない。
2.幹事の任期は選任された定時総会集結の時から翌年の定時総会
集結の時までとし、 再任を妨げない。3.役員の欠員は補充しな
い。 
第 9 条 (会 長、副 会 長) 
1.会長は本会を代表する。2.会長は総会及び幹事会において議決
権を持たない。ただし総会において賛否同数の場合決裁する。3.
副会長は会長を補佐し会長に事故あるときは代行する。  
第 10 条 (幹 事 長) 
1.幹事長は幹事会を代表する。 2.幹事長は幹事会において議決
権を持たない。ただし幹事会において賛否同数の場合、 決裁す
る。  
第11条(幹 事) 
1.幹事は分担して会務を処理する。 2.大学弓道部、及び附属、
系属高校の弓道部監督は幹事となる。  
第 12 条 (委員会) 
1.会長の下に、総務委員会、広報委員会、高校渉外委員会、財務
委員会、技術向上委 員会、特別委員会 の6委員会を設ける。2.
委員会は、委員長1名及び数名の委員で構成する。3.委員会の委
員長及び委員は、原則幹事で構成する。4.委員会は、総会で活動
についての報告を行う。  
第13条(顧 問)  
本会の会員で特別の功労のあった者は、幹事会の推薦により総
会の承認を得て顧問とし て推薦する。 
第 14 条 (特別顧問)  
早稲田大学と特別の関係を有し、特別の功労のあった者は、幹
事会の推薦により総会で 承認を得て特別顧問として推薦する。

第15条(総 会)  
1.総会は定時総会及び臨時総会とし、本会の最高議決機関とす
る。 2.定時総会は会計年度終了後速やかに、臨時総会は必要に
応じて開催する。 3.総会の招集は幹事会の決議により会長がこ
れを行う。 4.総会は会長が議長となる。会長に事故あるとき、
或いは会長の指名あるときは副会 長がこれを代行することがで
きる。 5.総会は次の各号を審議する。 (1) 前年度活動報告及び
決算の承認 (2) 新年度活動計画及び予算案の承認 (3) 役員の選
任(4) 第5条2号及び第13条の承認 (5) 会則の改定(6) 会費の額
の改定(7) その他本会運営上特に重要な事項 6.総会の決議は出
席会員の過半数の賛成を要する。 7.前項の規定に拘わらず会則
の改定は出席会員の3分の2以上の賛成を要する。  
第 16 条 (幹 事 会) 
1.幹事会は会長、副会長及び幹事をもって構成する。 2.幹事会
の招集は幹事長がこれを行う。 3.幹事長は会長の指示又は幹事
の過半数の請求がある場合には幹事会を招集しなけれ  
ばならない。 4.幹事会は次の各号を議決し、或いは執行する。 
(1) 総会に付議すべき議案(2) 第4条にかかる事項(3) その他本
会運営に関する一般事項 5.幹事会の決議は委任状を含め出席し
た副会長及び幹事の過半数の賛成を要する。  
第 17 条 (会 計 年 度)  
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了す
る。  
第18条(収 入) 
1.本会の収入は会費及び寄付金その他とする。 2.会員は総会に
おける議決を経て定められた会費を毎年12月末日までに納入す
るも のとする。ただし、卒部60年以上の会員はこれを免除す
る。 3.会費未納が長期にわたり且つ当会からの通知に対し何ら
の応答のない会員について は、当会からの通知を一部省略する
ことがある。  
第 19 条 (金 銭 出 納)  
金銭の出納は特に定めた幹事がこれにあたる。  
第20条(補 則) 
本会則は令和2年 6 月 13 日より有効とする。 

　　　　　　　　　　　　　　昭和15年 6月16日 制 定  
　　　　　　　　　　　　　　昭和28年 3月 8日 一部改訂 
　　　　　　　　　　　　　　昭和30年 2月27日 〃  
　　　　　　　　　　　　　　昭和61年 4月 1日 〃  
　　　　　　　　　　　　　　平成 7年 5月20日 〃  
　　　　　　　　　　　　　　平成9年6月8日 　 〃  
　　　　　　　　　　　　　　平成12年 6月11日〃  
　　　　　　　　　　　　　　平成16年 6月 6日 〃  
　　　　　　　　　　　　　　平成23年 6月 4日 〃  
　　　　　　　　　　　　　　平成24年 6月30日〃  
　　　　　　　　　　　　　　平成25年 6月 6日 〃  
　　　　　　　　　　　　　　平成26年 6月 7日 〃  
　　　　　　　　　　　　　　平成27年 6月 6日 〃  
　　　　　　　　　　　　　　平成30年 6月 2日 〃  
　　　　　　　　　　　　　　令和 2年 6月13日 〃  
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第8号議案　会則の変更について



第9号議案　推薦会員の件 

　稲弓会会則第5条(2)にのっとり、幹事会の推薦により、 
　下記の方を会員として 推薦したく、ご承認をお願いいたします。  

　被推薦者氏名 櫻井 圭 氏  
　生年月日　平成6年1月27日 
　出身高校　平成24年3月　早稲田大学高等学院卒業 
　卒業年　　平成28年3月　早稲田大学政治経済学部卒業 
　弓　歴　　平成21年4月　早稲田大学高等学院弓道部に入部 
　　　　　　平成24年4月　早稲田大学政治経済学部入学 
　　　　　　　　　　　　　入学と同時にサークル本陣に入会 
　　　　　　平成26年5月　豊島区弓道連盟に入会 
　段　位　　三段 
　現　職　　有限会社あずさ監査法人 
　住　所　　東京都板橋区 
　推薦者　　米田文彦氏、高橋真人氏

・令和2年新入会員について  

　以下新入会員の紹介を致します。(敬称略)  

　1、牧山千莉 (県立千葉高校)　　海上保安学校 
　2、摩嶋 翼 (学院) 　　　　　 　大学院 
　3、溝渕 雅 (学院)  　　　　　　大学院 
　4、細井愛理 (県立千葉)　　　　ラーニングエージェンシー  
　5、永井優衣 (実業) 　　　　　　タイムズ 24 
　6、大重佑佳 (北星学園) 　　　　マイナビ 
　7、大滝瑠奈 (キングジョージスクール)　　　日本 IBM 
　8、河内 峻 (学院)　　　　　　　ソーシン 
　9、栗原健太 (國學院久我山) 　　大学院 
　10、小澤竜介 (県立韮山)  　　　ENEOS グローブ 
　11、黄楊翔平 (山手学院)  　　　キャノン 
　12、栃元拓人 (城北学園)  　　　日本ペイント 
　13、西原剛志 (城北学園)  　　　みずほフィナンシャル G 
　14、日根野莉歩 (ノースビル高校)    　　金沢市役所 
　15、松崎花純 (佐野日大)  　　　三菱地所レジデンス 
　16、武藤香帆 (都立青山)  　　　在学  
　17、山田雄一郎 (國學院久我山) 　　　　凸版印刷 
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