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◆称号者研修会で気付いたこと

 称号者研修会は何の為にするのでしょうか？何をすれ

ばよいのでしょうか？

 今年の研修会は

きました。皆さん、心を一つにして積極的に行動してい

ただいたと思います。研修会の目的は、称号者としての

心得、称号者の皆さんのそれぞれの射技の向上、課題の

克服と指導力の向上だと思います。皆さん、そのように

考えて参加されているでしょうか？

私には、錬士になっても、教士になっても、弓を教え

てほしい、ベテランになっても教えてほしい、と思って

参加されているように思います。称号者は五段以下の若

い人達をどのように導くか、その指導力を身に付けたい

と考えておられる方が少ないと

の皆さんが、正しい弓道を学び、そして支部に帰って指

導していただければ、奈弓連の連盟力が向上すると思い

ます。

 

≪予習と復習≫

 私達、小学校の頃から、予習をして来なさい、学校で

習った後は、必ず復習しなさいと、いやと言うほど言わ

れて来たと思います。

 皆さん、今回の研修会の前に予習をして来ましたか？

予習されておれば、入場から退場までの基本動作の研修

の時間は省略できたと思います。その時間を射技研修や

指導力の研修に廻せるのではないかと思います。

 そして復習、もう支部で研修会で得たことを

伝達されたでしょうか？二日間の研修で、それで終わり

となってないでしょうか？もしそうだったら、研修会の

意味がないと思いますし、又来年同じように、入場では、

国旗に正対して、本座で膝頭をそろえて、退場では出口

の真中から、そしてすぐに体をくずさないからやらなけ

ればなりません。

 

≪二年前の川村先生のお言葉≫

皆さん覚えておられますか？

この二日間で取り組んだことを五月の京都大会で生か

して下さい。錬士の部で、教士の部で優勝するのだ、審

査では教士に合格するのだ、六段になるのだ、七段に合

格するのだと強く思ってやっ

までのスケジュールを決めて取り組んで下さい。今から

でも間に合いますよ！！やるのは僕ではありません。あ

なた方です。やりなさいよ！！以上です。

と強く言ってもらいました。川村先生から私達を見れば

全く日頃、真剣に取り組んでおられない方々だと見透か

されての発言だと私は思いました。
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◆称号者研修会で気付いたこと

称号者研修会は何の為にするのでしょうか？何をすれ

ばよいのでしょうか？

今年の研修会は

きました。皆さん、心を一つにして積極的に行動してい

ただいたと思います。研修会の目的は、称号者としての

心得、称号者の皆さんのそれぞれの射技の向上、課題の

克服と指導力の向上だと思います。皆さん、そのように

考えて参加されているでしょうか？

私には、錬士になっても、教士になっても、弓を教え

てほしい、ベテランになっても教えてほしい、と思って

参加されているように思います。称号者は五段以下の若

い人達をどのように導くか、その指導力を身に付けたい

と考えておられる方が少ないと

の皆さんが、正しい弓道を学び、そして支部に帰って指

導していただければ、奈弓連の連盟力が向上すると思い

ます。 

 

≪予習と復習≫

私達、小学校の頃から、予習をして来なさい、学校で

習った後は、必ず復習しなさいと、いやと言うほど言わ

れて来たと思います。

皆さん、今回の研修会の前に予習をして来ましたか？

予習されておれば、入場から退場までの基本動作の研修

の時間は省略できたと思います。その時間を射技研修や

指導力の研修に廻せるのではないかと思います。

そして復習、もう支部で研修会で得たことを

伝達されたでしょうか？二日間の研修で、それで終わり

となってないでしょうか？もしそうだったら、研修会の

意味がないと思いますし、又来年同じように、入場では、

国旗に正対して、本座で膝頭をそろえて、退場では出口

の真中から、そしてすぐに体をくずさないからやらなけ

ればなりません。

≪二年前の川村先生のお言葉≫

皆さん覚えておられますか？

この二日間で取り組んだことを五月の京都大会で生か

して下さい。錬士の部で、教士の部で優勝するのだ、審

査では教士に合格するのだ、六段になるのだ、七段に合

格するのだと強く思ってやっ

までのスケジュールを決めて取り組んで下さい。今から

でも間に合いますよ！！やるのは僕ではありません。あ

なた方です。やりなさいよ！！以上です。

と強く言ってもらいました。川村先生から私達を見れば

全く日頃、真剣に取り組んでおられない方々だと見透か

されての発言だと私は思いました。
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◆称号者研修会で気付いたこと

称号者研修会は何の為にするのでしょうか？何をすれ

ばよいのでしょうか？ 

今年の研修会は47名のたくさんの参加で行うことがで

きました。皆さん、心を一つにして積極的に行動してい

ただいたと思います。研修会の目的は、称号者としての

心得、称号者の皆さんのそれぞれの射技の向上、課題の

克服と指導力の向上だと思います。皆さん、そのように

考えて参加されているでしょうか？

私には、錬士になっても、教士になっても、弓を教え

てほしい、ベテランになっても教えてほしい、と思って

参加されているように思います。称号者は五段以下の若

い人達をどのように導くか、その指導力を身に付けたい

と考えておられる方が少ないと

の皆さんが、正しい弓道を学び、そして支部に帰って指

導していただければ、奈弓連の連盟力が向上すると思い

≪予習と復習≫ 

私達、小学校の頃から、予習をして来なさい、学校で

習った後は、必ず復習しなさいと、いやと言うほど言わ

れて来たと思います。 

皆さん、今回の研修会の前に予習をして来ましたか？

予習されておれば、入場から退場までの基本動作の研修

の時間は省略できたと思います。その時間を射技研修や

指導力の研修に廻せるのではないかと思います。

そして復習、もう支部で研修会で得たことを

伝達されたでしょうか？二日間の研修で、それで終わり

となってないでしょうか？もしそうだったら、研修会の

意味がないと思いますし、又来年同じように、入場では、

国旗に正対して、本座で膝頭をそろえて、退場では出口

の真中から、そしてすぐに体をくずさないからやらなけ

ればなりません。 

≪二年前の川村先生のお言葉≫

皆さん覚えておられますか？

この二日間で取り組んだことを五月の京都大会で生か

して下さい。錬士の部で、教士の部で優勝するのだ、審

査では教士に合格するのだ、六段になるのだ、七段に合

格するのだと強く思ってやっ

までのスケジュールを決めて取り組んで下さい。今から

でも間に合いますよ！！やるのは僕ではありません。あ

なた方です。やりなさいよ！！以上です。

と強く言ってもらいました。川村先生から私達を見れば

全く日頃、真剣に取り組んでおられない方々だと見透か

されての発言だと私は思いました。

 

◆称号者研修会で気付いたこと 

（県連顧問：竹村

称号者研修会は何の為にするのでしょうか？何をすれ

名のたくさんの参加で行うことがで

きました。皆さん、心を一つにして積極的に行動してい

ただいたと思います。研修会の目的は、称号者としての

心得、称号者の皆さんのそれぞれの射技の向上、課題の

克服と指導力の向上だと思います。皆さん、そのように

考えて参加されているでしょうか？ 

私には、錬士になっても、教士になっても、弓を教え

てほしい、ベテランになっても教えてほしい、と思って

参加されているように思います。称号者は五段以下の若

い人達をどのように導くか、その指導力を身に付けたい

と考えておられる方が少ないと思えてなりません。

の皆さんが、正しい弓道を学び、そして支部に帰って指

導していただければ、奈弓連の連盟力が向上すると思い

私達、小学校の頃から、予習をして来なさい、学校で

習った後は、必ず復習しなさいと、いやと言うほど言わ

皆さん、今回の研修会の前に予習をして来ましたか？

予習されておれば、入場から退場までの基本動作の研修

の時間は省略できたと思います。その時間を射技研修や

指導力の研修に廻せるのではないかと思います。

そして復習、もう支部で研修会で得たことを

伝達されたでしょうか？二日間の研修で、それで終わり

となってないでしょうか？もしそうだったら、研修会の

意味がないと思いますし、又来年同じように、入場では、

国旗に正対して、本座で膝頭をそろえて、退場では出口

の真中から、そしてすぐに体をくずさないからやらなけ

≪二年前の川村先生のお言葉≫ 

皆さん覚えておられますか？ 

この二日間で取り組んだことを五月の京都大会で生か

して下さい。錬士の部で、教士の部で優勝するのだ、審

査では教士に合格するのだ、六段になるのだ、七段に合

格するのだと強く思ってやってください。その為に五月

までのスケジュールを決めて取り組んで下さい。今から

でも間に合いますよ！！やるのは僕ではありません。あ

なた方です。やりなさいよ！！以上です。

と強く言ってもらいました。川村先生から私達を見れば

全く日頃、真剣に取り組んでおられない方々だと見透か

されての発言だと私は思いました。     

 

 

 

                   

奈弓連だより

（県連顧問：竹村 邦夫）

称号者研修会は何の為にするのでしょうか？何をすれ

名のたくさんの参加で行うことがで

きました。皆さん、心を一つにして積極的に行動してい

ただいたと思います。研修会の目的は、称号者としての

心得、称号者の皆さんのそれぞれの射技の向上、課題の

克服と指導力の向上だと思います。皆さん、そのように

私には、錬士になっても、教士になっても、弓を教え

てほしい、ベテランになっても教えてほしい、と思って

参加されているように思います。称号者は五段以下の若

い人達をどのように導くか、その指導力を身に付けたい

思えてなりません。47

の皆さんが、正しい弓道を学び、そして支部に帰って指

導していただければ、奈弓連の連盟力が向上すると思い

私達、小学校の頃から、予習をして来なさい、学校で

習った後は、必ず復習しなさいと、いやと言うほど言わ

皆さん、今回の研修会の前に予習をして来ましたか？

予習されておれば、入場から退場までの基本動作の研修

の時間は省略できたと思います。その時間を射技研修や

指導力の研修に廻せるのではないかと思います。 

そして復習、もう支部で研修会で得たことを皆さんに

伝達されたでしょうか？二日間の研修で、それで終わり

となってないでしょうか？もしそうだったら、研修会の

意味がないと思いますし、又来年同じように、入場では、

国旗に正対して、本座で膝頭をそろえて、退場では出口

の真中から、そしてすぐに体をくずさないからやらなけ

この二日間で取り組んだことを五月の京都大会で生か

して下さい。錬士の部で、教士の部で優勝するのだ、審

査では教士に合格するのだ、六段になるのだ、七段に合

てください。その為に五月

までのスケジュールを決めて取り組んで下さい。今から

でも間に合いますよ！！やるのは僕ではありません。あ

なた方です。やりなさいよ！！以上です。 

と強く言ってもらいました。川村先生から私達を見れば

全く日頃、真剣に取り組んでおられない方々だと見透か

     （右上へ）

                  

奈弓連だより

邦夫） 

称号者研修会は何の為にするのでしょうか？何をすれ

名のたくさんの参加で行うことがで

きました。皆さん、心を一つにして積極的に行動してい

ただいたと思います。研修会の目的は、称号者としての

心得、称号者の皆さんのそれぞれの射技の向上、課題の

克服と指導力の向上だと思います。皆さん、そのように

私には、錬士になっても、教士になっても、弓を教え

てほしい、ベテランになっても教えてほしい、と思って

参加されているように思います。称号者は五段以下の若

い人達をどのように導くか、その指導力を身に付けたい

47 名

の皆さんが、正しい弓道を学び、そして支部に帰って指

導していただければ、奈弓連の連盟力が向上すると思い

私達、小学校の頃から、予習をして来なさい、学校で

習った後は、必ず復習しなさいと、いやと言うほど言わ

皆さん、今回の研修会の前に予習をして来ましたか？ 

予習されておれば、入場から退場までの基本動作の研修

の時間は省略できたと思います。その時間を射技研修や

皆さんに

伝達されたでしょうか？二日間の研修で、それで終わり

となってないでしょうか？もしそうだったら、研修会の

意味がないと思いますし、又来年同じように、入場では、

国旗に正対して、本座で膝頭をそろえて、退場では出口

の真中から、そしてすぐに体をくずさないからやらなけ

この二日間で取り組んだことを五月の京都大会で生か

して下さい。錬士の部で、教士の部で優勝するのだ、審

査では教士に合格するのだ、六段になるのだ、七段に合

てください。その為に五月

までのスケジュールを決めて取り組んで下さい。今から

でも間に合いますよ！！やるのは僕ではありません。あ

と強く言ってもらいました。川村先生から私達を見れば

全く日頃、真剣に取り組んでおられない方々だと見透か

（右上へ） 

 その川村先生と本多先生が来年来ていただけるそうで

す。その前に私達は予習をやりすぎることはありません。

両先生は、私達に何を教えようか？どのような方法で

教えれば皆さんの為になるのだろうかと真剣に考えて来

ていただけると思います。

 重複しますが両先生に入場から退場の仕方を教えても

らわなくても良いように、今から一年間頑張ろうではあ

りませんか！！今年は近畿の当番県です。私達は称号者

の皆さんに少なくとも近畿で一番すばらしい皆さんにな

ってもらいたいと願っております。

 

≪復習の一つの提案≫

 各支部で月に一回程度、全員集まって基本動作の稽古

と決めても長続きはしないと思います。

 一年に何回か連盟主催の行事があります。称

さんにできるだけ参加していただき、入場の際の大前の

礼の仕方、そして何歩で入場し、何歩で本座まで進み膝

頭を合わせるようにしましょうと称号者の皆さんは自分

の三人のチームに声かけをして、それを習慣付にしてい

ただければと思います。

技の習熟とは、何年も続ける努力によっていつの間に

か身に付くものだそうです。

たいへん偉そうな事を申しましたが、私も含めて努力

を続けて行きたいと思います。

 

◆理事会報告

3月

催し、各部より来年度事業計画案が示されました。詳し

くは、評議

○便覧について

便覧を従来の形（冊子）ではなく電子化することにな

りました。連絡先など、個人情報が記載されている詳し

いものを各支部代表者様へメディアで配布します。個人

情報などを省いたものは県連

○その他

審査に関して様々な意見が出されました。審議の結果、

最初の受審までの経験年数、級位から初段受審等に関す

る特別な場合は、指導者から審査部へ理由を届けてくだ

さい。

○評議員会のご案内

場所：橿原公苑弓道場

習会終了後１７時頃の予定です。

資料の配布などもありますので準備が出来次第始めま

す。

                  

奈弓連だより

その川村先生と本多先生が来年来ていただけるそうで

す。その前に私達は予習をやりすぎることはありません。

両先生は、私達に何を教えようか？どのような方法で

教えれば皆さんの為になるのだろうかと真剣に考えて来

ていただけると思います。

重複しますが両先生に入場から退場の仕方を教えても

らわなくても良いように、今から一年間頑張ろうではあ

りませんか！！今年は近畿の当番県です。私達は称号者

の皆さんに少なくとも近畿で一番すばらしい皆さんにな

ってもらいたいと願っております。

≪復習の一つの提案≫

各支部で月に一回程度、全員集まって基本動作の稽古

と決めても長続きはしないと思います。

一年に何回か連盟主催の行事があります。称

さんにできるだけ参加していただき、入場の際の大前の

礼の仕方、そして何歩で入場し、何歩で本座まで進み膝

頭を合わせるようにしましょうと称号者の皆さんは自分

の三人のチームに声かけをして、それを習慣付にしてい

ただければと思います。

技の習熟とは、何年も続ける努力によっていつの間に

か身に付くものだそうです。

たいへん偉そうな事を申しましたが、私も含めて努力

を続けて行きたいと思います。

◆理事会報告 

月6日奈良県弓道連盟理事会を橿原公苑会議室にて開

催し、各部より来年度事業計画案が示されました。詳し

くは、評議員会にてお示しします。

○便覧について 

便覧を従来の形（冊子）ではなく電子化することにな

りました。連絡先など、個人情報が記載されている詳し

いものを各支部代表者様へメディアで配布します。個人

情報などを省いたものは県連

○その他 

審査に関して様々な意見が出されました。審議の結果、

最初の受審までの経験年数、級位から初段受審等に関す

る特別な場合は、指導者から審査部へ理由を届けてくだ

さい。 

○評議員会のご案内

場所：橿原公苑弓道場

習会終了後１７時頃の予定です。

資料の配布などもありますので準備が出来次第始めま

す。 

                  

その川村先生と本多先生が来年来ていただけるそうで

す。その前に私達は予習をやりすぎることはありません。

両先生は、私達に何を教えようか？どのような方法で

教えれば皆さんの為になるのだろうかと真剣に考えて来

ていただけると思います。 

重複しますが両先生に入場から退場の仕方を教えても

らわなくても良いように、今から一年間頑張ろうではあ

りませんか！！今年は近畿の当番県です。私達は称号者

の皆さんに少なくとも近畿で一番すばらしい皆さんにな

ってもらいたいと願っております。

≪復習の一つの提案≫ 
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