
　　

①役員氏名　

 (1) 会 　 長   柏　繁雄　　　 　 (5) 会　　計   倉又美奈子　　　　　 　　　　

 　(2) 副 会 長   村田安正、長木幸男   (6) 体協委員   羽柴祐浩　　　　　 　　　　

 　　　　　　　　 重松三和子、大塚祐子 (7) 連絡責任者 羽柴祐浩　　　　　　　

 (3) 理 事 長   羽柴祐浩　　　　　

   (4) 副理事長   内山智浩、尾塩裕司　　　　　

②活動目標　　　

　富山市における弓道競技の普及・振興と会員相互の親睦融和を図ることを目的とする。　

③主な活動　

(1) 富山市弓道場で、第21回富山支部大会　　 R04/06/30　 中止

(2) 富山市弓道場で、弓道教室を15回コース　 　春夏15回 実施　秋冬 中止

(3) 富山市民体育大会弓道競技の開催　　 R04/06/30

(4) 富山市弓道連盟会員の月例弓道大会　12回内10回実施　　 R03/01～R03/12

(5) 富山市弓道連盟会員での研修会を実施 　　　　　　中止

(6) 富山士弓道連盟会員での射初会の実施 R04/01/09

(7) 富山県弓道連盟主催の大会・研修会

　・県内・国内大会での活躍　　

　　１,第29回イキイキゆうゆう大会 6月 6日 県営富山弓道場

　　　　優勝 布村春美 3位 松岡和子 4位 中田良子 5位 大塚祐子

 　　   『第34回全国健康福祉祭り』(ねんりんピック)代表・・・中止

　　２,全日本選手権大会予選会 6月19日 県営富山弓道場

　　   北信越錬成大会出場者 男子 森　拓哉　女子 真鍋洋子

　　３,第39回北陸三県遠的大会 富山大会 7月 4日 県営富山弓道場

 　　   成年女子　団体3位 滝沢弥紗樹(滑川) 布村春美(富山) 平野ちなみ(射水)

　　４,第74回県民体育大会 7月17,18日 県営富山弓道場

 　　   1部近的　成年女子　1位 二宮春日 3位 春田博美 5位 八十島由香里

 　　   1部遠的　成年女子　2位 澤田正子 3位 二宮春日 4位 倉又美奈子

　　　　2部郡市対抗一般男子1位　(南芳雄  飯田一夫  内山智浩)

　　５,全日本遠的予選会 8月 1日 県営富山弓道場

　　　　羽柴祐浩　　　全日本遠的選手権派遣（名古屋）

　　６,北信越国体 8月 21,22日 飯田市

　　　　成年女子 3位 二宮春日(富山) 布村春美(富山) 平野ちなみ(射水)

　　７,第26回20射会 10月 24日 県営富山弓道場

　　　　優勝 二宮春日 2位 布村春美

　　８,第35回富山県選手権大会 10月 31日 県営富山弓道場

　　　　女子の部　優勝 布村春美 3位 浦野紀公子 4位 二宮春日

　　９,第72回地域職域大会 11月 28日 県営富山弓道場

　　　　3位 富山市営A　飯田一夫 二宮春日 尾塩裕司 内山智浩 羽柴祐浩

　　10,納射会 12月 12日 県営富山弓道場

　　　　男子の部　3位 倉又 工

　　　　女子の部　優勝 真鍋洋子 2位 布村春美

　　11,称号・段級審査（2021年3月～11月）

審　　査 中央審査 連合審査 地方審査 合　計

合格者数 2名 3名 18名 23名

④その他の特記事項　　　

　・次年度の課題

  (1) 射技の技術力向上,  （4）弓道教室卒業者の会員への定着。

  (2) 段・級審査合格者拡大。  （5）新卒者・若者の獲得・育成。

 （3）月例射会への参加者拡大。　

射初め会 2022/01/09 
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①令和４年度役員氏名　
  (1)会 　 長　     羽柴祐浩　　　 　   (5)会　　計     倉又美奈子
  (2)副 会 長     村田安正、長木幸男、大塚祐子   (6)体協委員　　 　　　　　　内山智浩
  (3)理 事 長     内山智浩　　　　　   (7)連絡責任者　　　　    内山智浩　　
  (4)副理事長     中村太珠、尾塩裕司

②令和４年度活動目標
  (1) 弓道人口の拡大　
  (2) 段・級審査合格者の拡大
  (3) 大会での入賞者の拡大

③令和４年度活動計画
（１）月例射会予定 １月１５日(土） 13時30分～ 市営弓道場 （第三土曜日）
  (春夏秋 第二火曜日 夜）　２月２６日(土） 13時30分～ 　　〃 （第三土曜日）
  (  冬　 第三土曜日 昼）　３月１９日(土） 13時30分～ 　　〃 （第三土曜日）

　４月１２日(火） １９時～ 　　〃 （第二火曜日）
　５月１０日(火） １９時～ 　　〃 （第二火曜日）
　６月１４日(火） １９時～ 　　〃 （第二火曜日）
　７月１２日(火） １９時～ 　　〃 （第二火曜日）

８月　９日(火） １９時～ 　　〃 （第二火曜日）
　９月１３日(火） １９時～ 　　〃 （第二火曜日）
１０月１１日(火） １９時～ 　　〃 （第二火曜日）
１１月　８日(火） １９時～ 　　〃 （第二火曜日）
１２月１７日(土） 13時30分～ 　　〃 （第三土曜日）

（次年度） 　１月２４日(土） 13時30分～ 　　〃 （第三土曜日）
　２月１８日(土） 13時30分～ 　　〃 （第三土曜日）
　３月１８日(土） 13時30分～ 　　〃 （第三土曜日）

（２）富山支部射会 ３月２７日（日)　中止と致します
　２月８日の三役会会議で大会１か月前の２月２６日時点の新型コロナウィ

　ルスの発生状況をみて判断するととし、最終的に中止と決定した。

次年度 ３月２６日（日)予定 (令和５年)  富山市弓道場

（３）市民体育大会 ６月２５日（日) ９時～ (一　般)    県営富山弓道場
(少年は７月２日予定）

（４）射初会(新春稽古初め)１月　８日（日)１０時～ (令和５年)  県営富山弓道場

（５）富山市弓道教室 １５回コースを年２回実施（広報にて募集）
朝・夜の合同研修会実施

（６）研修会（富山支部主催）
      ・予定 上期 ３～４月(予定) ・県内審査前

下期 ９月(予定) ・県内審査前
下期 令和５年１月２１(土) ２２(日) ・県外講師招聘講習会

（７）理事会、総会
      ・理事会 令和５年 ２月２８日（火)１９時００分～
      ・総　会 令和５年 ３月１４日（火)１９時００分～
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