
 

 

平成平成平成平成 22229999 年度年度年度年度    

    

    

総総総総        会会会会    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

平成平成平成平成 30303030 年年年年 3333 月月月月 11117777 日（土）日（土）日（土）日（土）18181818：：：：33330000～～～～    

    

越越越越    前前前前    市市市市    弓弓弓弓    道道道道    場場場場    

 

 

 

越越越越    前前前前    市市市市    弓弓弓弓    道道道道    協協協協    会会会会 

 

 



 

    

    

総総総総        会会会会        次次次次        第第第第    

 

１．日 時 平成 30 年 3 月 17 日（土）18：30～ 

 

２．場 所  越前市弓道場 

 

３．出席者 

 

 

 

４．議事次第 

開  会 

会長あいさつ 

 

５．議  事 

（１）平成 29 年度 概況報告について     資料 1-5 

 

（２）平成 29 年度 収支決算報告について     資料 6-7 

   記念植樹・審判席嵩上げ・他 特別会計収支報告  資料 8 

 

（３）監査報告        資料 9 

 

（４）平成 30 年度 事業計画(案)について     資料 10-11 

 

（５）平成 30 年度 予算(案)について     資料 12 

 

（６）巻き藁矢止め畳 嵩上げ台設置  特別会計予算(案)  資料 13 

 

（７）その他        資料 14 

    ・会員資格に関する申し送り事項 

 

閉  会



----資料資料資料資料 1111----    
 

平成平成平成平成 22229999 年年年年度概況報告度概況報告度概況報告度概況報告    

1.会議 

  理事会 

第 1回       4 月 8 日 理事の役割分担について 

役員会 

第 1回          8 月 9 日  第 46 回 越前市菊花杯弓道大会について・環境整備報告 

第 2回       11 月 18 日 年末年始行事計画・安土整備・別途積立金収支報告・ 

             小次郎射会について 

第 3回    H30 年 3 月 3 日  行事報告・決算・次年度計画(案)・次年度予算(案) 

 

 

・丹南支部活動 

   会 議        4 月 30 日  H28 年度事業報告・会計報告・H29 年度事業(案) 

講習会     8 月 19 日  第 1 回福井県ｼﾞｭﾆｱ層講習会 越前市弓道場 

H30 年 3 月 10 日  第 2 回福井県ｼﾞｭﾆｱ層講習会 越前市弓道場 
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年年年年 月月月月 日日日日 大会名大会名大会名大会名
参加参加参加参加
人数人数人数人数

団体入賞団体入賞団体入賞団体入賞

4 8 第8回 福井県ｼﾆｱ弓道大会 9

4 9 第64回 北陸三県弓道選手権大会 3

4 23 第64回 山中鳴弦会北陸近県弓道大会 9

5 14 福井県弓道大会 1

6 18 勝山海洋ｾﾝﾀｰ弓道場落成記念射会 17

7 2 第28回 織田信長杯弓道大会 17
団体2位
田中 文裕・右原 奈美・大廣 建二

7 9 第48回 福井県弓道遠的大会 6

8 27 第68回 ﾌｪﾆｯｸｽ杯弓道大会 13
団体2位
田中 文裕・右原 奈美・片山 肇

9 3 第48回 福井県弓道選手権大会 14
団体3位
宇野 正樹・林 義信・増田 弘幸

9 17 第24回 朝日弓道場開設記念大会 12

10 8 第15回 ﾄﾘﾑﾊﾟｰｸ弓道大会 8
団体優勝
田中 文裕・右原 奈美・大廣 建二

10 8 大嶋雲八杯弓道大会(岐阜県関市) 9

11 3 第37周年 小浜市弓道大会 12

11 19 第10回 大学生・青年部弓道大会 5

30年 3 第26回 福井県弓道錬成大会

個人優勝　水嶋 侑未香
個人3位　 田中 文裕

大雪のため中止

2.大会記録2.大会記録2.大会記録2.大会記録

個人入賞個人入賞個人入賞個人入賞

個人男子2位　林 義信

個人男子2位　大廣 建二
個人女子2位　右原 奈美

個人男子優勝　大廣 建二
個人女子優勝　水嶋 侑未香
個人女子4位　 山本 幸惠

29年

個人男子2位　大廣 建二
個人男子4位　増田 弘幸
個人女子5位　水嶋 侑未香

個人優勝　宇野 正樹
個人3位　 田中 文裕
個人5位　 右原 奈美
個人6位　 大廣 建二
個人7位　 城野 美江

個人男子優勝　田中 文裕
個人男子2位 　増田 弘幸
個人女子5位　 城野 美江

個人男子優勝　田中 文裕
個人男子4位　増田 弘幸

個人男子優勝　高木 一
個人男子3位 　源谷 晋平
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3.講習会・体験教室3.講習会・体験教室3.講習会・体験教室3.講習会・体験教室

年年年年 月 日月 日月 日月 日 講習会名講習会名講習会名講習会名

7月30日 第1回 中央伝達講習会

8月19日 第1回 福井県ｼﾞｭﾆｱ層講習会

1月28日 第2回 中央伝達講習会

3月10日 第2回 福井県ｼﾞｭﾆｱ層講習会

　　②越前市弓道協会主催　　②越前市弓道協会主催　　②越前市弓道協会主催　　②越前市弓道協会主催

年 月 日 講習会名

29年 8月11日

第1回 伝達講習会

伝達講師：山本・笹川
参加者：21名

30年 2月18日

第2回 伝達講習会

伝達講師：城野・増田
参加者：16名

　　③福井県 中学校スポーツ体験教室（1県民1スポーツ普及事業）　　③福井県 中学校スポーツ体験教室（1県民1スポーツ普及事業）　　③福井県 中学校スポーツ体験教室（1県民1スポーツ普及事業）　　③福井県 中学校スポーツ体験教室（1県民1スポーツ普及事業）

年年年年 月 日月 日月 日月 日 体験教室名体験教室名体験教室名体験教室名

11月14日

11月15日

11月17日

29年

開催場所開催場所開催場所開催場所

武生第二中学校
弓道体験教室

講師：河嶋・山本幸・能村・林
参加者合計：150名

開催場所

越前市弓道場

越前市弓道場

越前市弓道場

越前市弓道場

　　①福井県弓道連盟主催　　①福井県弓道連盟主催　　①福井県弓道連盟主催　　①福井県弓道連盟主催

29年

越前市弓道場

大野市弓道場

開催場所開催場所開催場所開催場所

30年
越前市弓道場
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年年年年 月 日月 日月 日月 日 大会・行事名大会・行事名大会・行事名大会・行事名 開催場所開催場所開催場所開催場所 参加人数参加人数参加人数参加人数

5/12～7/4 弓道教室 越前市弓道場 16人

8月17日 第12回 越前市民体育大会弓道競技 越前市弓道場 33人

10月1日 第46回 越前市菊花杯弓道大会 越前市弓道場 191人

30年 1月3日 越前市弓道協会初射会 越前市弓道場 38人

5.越前市主催　射会・大会　結果5.越前市主催　射会・大会　結果5.越前市主催　射会・大会　結果5.越前市主催　射会・大会　結果

北日野地区

吉野地区

南地区

田中 文裕（王子保地区）

大廣 建二（吉野地区）

右原 奈美（北日野地区）

越前市Ｇ（田中・大廣・宇野）

　　 福井市Ｇ（辻・和田・出蔵）

越前市Ｄ（片山・水嶋・増田）

坂谷 海斗（県大Ａ）

宇野 正樹（越前市Ｇ）

田中 文裕（越前市Ｇ）

水嶋 侑未香（越前市Ｄ）

細野 朱里（近江八幡Ｂ）

大島 沙央里（鯖江市Ｃ）

6.県民スポーツ祭　弓道競技　越前市結果6.県民スポーツ祭　弓道競技　越前市結果6.県民スポーツ祭　弓道競技　越前市結果6.県民スポーツ祭　弓道競技　越前市結果

2位

2位

2位

2位

1位

5位近的

市町対抗男子の部（片山・田中・小畑）市町対抗男子の部（片山・田中・小畑）市町対抗男子の部（片山・田中・小畑）市町対抗男子の部（片山・田中・小畑）

男子個人3位

遠的

女子個人2位

近的

女子個人3位

総合

遠的

市町対抗女子の部（右原・田中・山本）市町対抗女子の部（右原・田中・山本）市町対抗女子の部（右原・田中・山本）市町対抗女子の部（右原・田中・山本）

総合

4.越前市主催大会・行事4.越前市主催大会・行事4.越前市主催大会・行事4.越前市主催大会・行事

女子個人優勝

団体2位

団体優勝

団体2位

団体優勝

個人3位

個人優勝

男子個人優勝

第12回 越前市民体育大会弓道競技第12回 越前市民体育大会弓道競技第12回 越前市民体育大会弓道競技第12回 越前市民体育大会弓道競技

男子個人2位

29年

第46回 越前市菊花杯弓道大会第46回 越前市菊花杯弓道大会第46回 越前市菊花杯弓道大会第46回 越前市菊花杯弓道大会

団体3位

個人2位

団体3位
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細川 孝夫 第68回 全日本男子弓道選手権大会 天皇盃 2位

大廣 建二 第72回 国民体育大会(愛媛) 成年男子遠的 団体8位

右原 奈美 第48回 全日本教職員弓道選手権大会 女子 個人8位

田中 文裕 朝日弓道大会・トリムパーク弓道大会 男子 個人優勝

水嶋 侑未香 織田信長杯弓道大会・小浜市弓道大会 女子 個人優勝

宇野 正樹 勝山市落成記念射会 男子 個人優勝

大廣 建二 織田信長杯弓道大会 男子 個人優勝

高木 一 大学生・青年部弓道大会 男子 個人優勝

宇野 正樹 9回

皆勤賞皆勤賞皆勤賞皆勤賞 該当なし

※1/4～2/12　45日間でしたが 能村 美喜雄 39日間

　大雪による　下記　臨時休館 笹川 明美 35日間

　2/6・2/7・2/8・2/13・2/14 大廣 建二 34日間

  を除く40日間としました。 山本 幸惠 33日間

城野 美江 33日間

橋本 智津恵 31日間

男子男子男子男子 大廣 建二

女子女子女子女子 右原 奈美

◎越前市弓道協会主催　月例射会 その他射会 成績◎越前市弓道協会主催　月例射会 その他射会 成績◎越前市弓道協会主催　月例射会 その他射会 成績◎越前市弓道協会主催　月例射会 その他射会 成績

参加人数参加人数参加人数参加人数 男子優勝者男子優勝者男子優勝者男子優勝者 女子優勝者女子優勝者女子優勝者女子優勝者

4月 4月12日(水) 26名 大廣 建二 水嶋 侑未香

5月 5月10日(水) 24名 細川 孝夫 水嶋 侑未香

6月 6月14日(水) 16名 大廣 建二 荒木 愛美

山口 治一

大野 智昭

8月 8月16日(水) 19名 大廣 建二 松井 美香

9月 9月13日(水) 24名 田中 文裕 右原 奈美

百射会 10月29日(日) 15名 増田 弘幸 山本 知愛美

11月 11月23日(水) 18名 大廣 建二 和田 寿子

納射会 12月17日(日) 28名 林 義信 右原 奈美

初射会 1月3日(火) 38名 大廣 建二 河嶋 径子

鏡開き 1月14日(日) 19名 宇野 正樹 右原 奈美

2月 2月18日(日) 14名 大廣 建二 右原 奈美

3月 3月17日(土) 10名 細川 孝夫 河嶋 径子

◎昇段・昇級者◎昇段・昇級者◎昇段・昇級者◎昇段・昇級者

氏名氏名氏名氏名 昇段段位・昇段級位昇段段位・昇段級位昇段段位・昇段級位昇段段位・昇段級位 認許日認許日認許日認許日

和田 壽子 参段 平成29年3月19日

光川 よし子 弐段 平成29年5月21日

松井 美香 参段 平成29年8月20日

橋本 智津恵 参段 平成29年8月20日

小野寺 美佳 初段 平成29年8月20日

山田 龍勢 初段 平成29年8月20日

宮上 真佳 初段 平成29年8月20日

細川 孝夫 八段 平成29年9月3日

藤井 きよ子 初段 平成29年11月26日

高橋 琢也 初段 平成29年11月26日

高木 一 初段 平成29年11月26日

是廣 翔 壱級 平成29年11月26日

佐野 響 壱級 平成29年11月26日

和田 友里菜 二級 平成29年11月26日

高階 日菜子 壱級 平成29年11月26日

7.表彰7.表彰7.表彰7.表彰

開催日開催日開催日開催日

平成29年度 第3回地方審査

平成29年度 第3回地方審査

平成29年度 第3回地方審査

平成29年度 第2回地方審査

平成29年度 第2回地方審査

平成29年度 第2回地方審査

平成29年度 第3回地方審査

平成29年度 第3回地方審査

◎全国大会 優秀賞◎全国大会 優秀賞◎全国大会 優秀賞◎全国大会 優秀賞

平成29年度【福岡】定期中央審査会

平成29年度 第3回地方審査

平成29年度 第3回地方審査

精勤賞精勤賞精勤賞精勤賞
(7割以上出席 28日間以上)

◎県内・地方大会 優秀賞◎県内・地方大会 優秀賞◎県内・地方大会 優秀賞◎県内・地方大会 優秀賞

◎年間最多出場◎年間最多出場◎年間最多出場◎年間最多出場

◎月例射会最高得点◎月例射会最高得点◎月例射会最高得点◎月例射会最高得点

◎寒稽古(40日間)◎寒稽古(40日間)◎寒稽古(40日間)◎寒稽古(40日間)

団体戦　17名7月 7月12日(水)

平成29年度 第2回地方審査

平成28年度 第5回地方審査

平成29年度 第1回地方審査

平成29年度 第2回地方審査

審査名審査名審査名審査名
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【収　　　入】【収　　　入】【収　　　入】【収　　　入】 (単位：円)

主項目主項目主項目主項目 細項目細項目細項目細項目 予　算予　算予　算予　算 決　算決　算決　算決　算
増　減増　減増　減増　減

(決算-予算)

銀行預金 379,396

現金 0

5,000 4,0004,0004,0004,000 ▲ 1,000 1,000/1名 4 名

協会員 735,000 773,000773,000773,000773,000 38,000

仁愛大学 91,000 105,000105,000105,000105,000 14,000
年会費

7,000/1名
15 名

越前市体育協会 68,500 80,40080,40080,40080,400 11,900

市民体育大会 40,640 40,54040,54040,54040,540 ▲ 100

強化費 24,500 24,50024,50024,50024,500 0

派遣費 35,200 24,64024,64024,64024,640 ▲ 10,560

弓道教室 指導料 30,000 60,00060,00060,00060,000 30,000

菊花杯大会 3,000 3,0003,0003,0003,000 0

県民スポーツ祭 0 20,00020,00020,00020,000 20,000

利息・その他 264 553553553553 289

1,412,500 1,515,0291,515,0291,515,0291,515,029 102,529

収入決算額収入決算額収入決算額収入決算額 支出決算額支出決算額支出決算額支出決算額 次年度繰越金次年度繰越金次年度繰越金次年度繰越金

銀行預金 415,628

現金 0

平成30年2月28日現在

415,628415,628415,628415,628

収支決算表　　平成30年2月28日現在収支決算表　　平成30年2月28日現在収支決算表　　平成30年2月28日現在収支決算表　　平成30年2月28日現在
次年度繰越金　内訳

1,515,0291,515,0291,515,0291,515,029

合　　計

入会金

補助金

会費

雑収入

県民スポーツ祭

755,302755,302755,302755,302

別途積立金別途積立金別途積立金別途積立金
定期預金残高定期預金残高定期預金残高定期預金残高

1,099,4011,099,4011,099,4011,099,401

市長副賞

報奨金

利息、弦代

77名

0

平成29年度　収支報告平成29年度　収支報告平成29年度　収支報告平成29年度　収支報告

（平成29年3月1日～平成30年2月28日）

備　考備　考備　考備　考

379,396 379,396379,396379,396379,396前年度繰越



【支　　　出】【支　　　出】【支　　　出】【支　　　出】 (単位：円)

主項目主項目主項目主項目 細項目細項目細項目細項目 予　算予　算予　算予　算 決　算決　算決　算決　算
増　減増　減増　減増　減

(予算-決算)
備　考備　考備　考備　考

菊花杯大会 120,000 108,791108,791108,791108,791 11,209

小次郎射会 0 0000 0

納射会 10,000 14,33814,33814,33814,338 ▲ 4,338

初射会 35,000 27,61727,61727,61727,617 7,383

鏡開き 10,000 3,4293,4293,4293,429 6,571

百射会 15,000 10,74910,74910,74910,749 4,251

月例射会 15,000 14,97714,97714,97714,977 23

各種大会助成 高速補助・旅費 15,000 24,02424,02424,02424,024 ▲ 9,024

市民体育大会 10,000 11,74811,74811,74811,748 ▲ 1,748

練習費・昼食費 30,000 19,22019,22019,22019,220 10,780

反省会費 20,000 20,00020,00020,00020,000 0

道場使用料 200,000 180,180180,180180,180180,180 19,820 3月～2月 (11ヶ月分)　7月は免除

国体 150,000 150,000150,000150,000150,000 0

越前市体育協会 10,000 10,00010,00010,00010,000 0

丹南支部 10,000 0000 10,000

県弓連 255,000 256,000256,000256,000256,000 ▲ 1,000

的枠 60,000 44,15044,15044,15044,150 15,850

その他 15,000 15,06615,06615,06615,066 ▲ 66 ひざかけ

通信費 10,000 5,0575,0575,0575,057 4,943

事務用品 15,000 20,52720,52720,52720,527 ▲ 5,527

光熱費 0 0000 0

その他 15,000 39,75239,75239,75239,752 ▲ 24,752 除草剤・メザラ用ラッカー

総会費 5,000 4,8514,8514,8514,851 149

役員会議費 1,500 1,3881,3881,3881,388 112 茶・菓子

体育協会費・他 20,000 9,5009,5009,5009,500 10,500 派遣費半額補助

65,000 14,85014,85014,85014,850 50,150 胸あて・手袋かけ

20,000 10,00010,00010,00010,000 10,000

20,000 10,00010,00010,00010,000 10,000 勝山弓道場落成記念射会お祝い

40,000 32,00032,00032,00032,000 8,000

10,000 16,90016,90016,90016,900 ▲ 6,900 北陸高校弓道場火災義援金

0 0000 0

211,000 24,28724,28724,28724,287 186,713 安土整備費用

1,412,500 1,099,4011,099,4011,099,4011,099,401 313,099

負担金

教室運営費

レクリエーション費

平成29年度　収支報告平成29年度　収支報告平成29年度　収支報告平成29年度　収支報告
（平成29年3月1日～平成30年2月28日）

会議費

県民スポーツ祭

射会費

消耗品費

事務費

備品費

奨励費

慶弔費

合　　計

予備費

別途積立金

雑費
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【収　　　入】【収　　　入】【収　　　入】【収　　　入】 (単位：円)

予　算予　算予　算予　算 決　算決　算決　算決　算
増　減増　減増　減増　減

(決算-予算)

843,614 843,614843,614843,614843,614 0 銀行預金 843,614

0 196196196196 196

843,614 843,810843,810843,810843,810 196

【支　　　出】【支　　　出】【支　　　出】【支　　　出】 (単位：円)

予　算予　算予　算予　算 決　算決　算決　算決　算
増　減増　減増　減増　減

(予算-決算)

20,000 20,00020,00020,00020,000 0

10,000 6,0926,0926,0926,092 3,908

14,216 29,95329,95329,95329,953 ▲ 15,737

0 32,46332,46332,46332,463 ▲ 32,463

44,216 88,50888,50888,50888,508 ▲ 44,292

収入決算額収入決算額収入決算額収入決算額 支出決算額支出決算額支出決算額支出決算額 次年度繰越金次年度繰越金次年度繰越金次年度繰越金

843,810843,810843,810843,810 88,50888,50888,50888,508 755,302755,302755,302755,302 銀行預金 755,302

定期預金残高定期預金残高定期預金残高定期預金残高

H29.8.11　額装設置実施
額装設置金具代

審判席嵩上げ
H29.8.13 設置

座椅子代

755,302755,302755,302755,302

残高を　別途積立金に繰り入れる残高を　別途積立金に繰り入れる残高を　別途積立金に繰り入れる残高を　別途積立金に繰り入れる

合　　計合　　計合　　計合　　計

別途積立金　決算表　　平成30年2月28日現在別途積立金　決算表　　平成30年2月28日現在別途積立金　決算表　　平成30年2月28日現在別途積立金　決算表　　平成30年2月28日現在
次年度繰越金　内訳

別途積立金別途積立金別途積立金別途積立金

ホール←→遠的射場間 すのこ
審判席足下 すのこ

H29.8.13 設置
すのこ材料費

合　　計合　　計合　　計合　　計

（平成29年3月1日～平成30年2月28日）

項目項目項目項目 備　考備　考備　考備　考

記念植樹
H29.4.15　記念植樹実施

植樹代金一式

額装設置

前年度繰越

利息

記念植樹・審判席嵩上げ・他  特別会計収支報告記念植樹・審判席嵩上げ・他  特別会計収支報告記念植樹・審判席嵩上げ・他  特別会計収支報告記念植樹・審判席嵩上げ・他  特別会計収支報告

（平成29年3月1日～平成30年2月28日）

項目項目項目項目 備　考備　考備　考備　考
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監査報告書監査報告書監査報告書監査報告書    

 

 

 

越前市弓道協会 会則第 6 条の規定に基づき、平成 29 年度の監査を行いましたので、 

結果を次のとおり報告いたします。 

 

 

 

1.監査期日 平成 30 年 2 月 25 日 

 

 

2.対象期間 自 平成 29 年 3 月 1 日 

至 平成 30 年 2 月 28 日 

 

 

3.監査結果 

平成 29 年度の収支に関わる関係帳簿及び証拠書類等を監査したところ、正確かつ 

適正に処理されていたことを認めます。 

 

 

   平成 30 年 3 月 17 日 

 

   越 前 市 弓 道 協 会 

   会長 細川 孝夫 殿 

 

                       監事 

 

                                          監事 

 

 

 

 

 



----資料資料資料資料 10101010----    
 

平成平成平成平成 30303030 年度行事計画年度行事計画年度行事計画年度行事計画((((案案案案))))    

 

1.会議(理事・役員会 等) 

① 理事会  平成 30 年 4 月 理事の役割分担・行事内容 

② 第 1 回 役員会 平成 30 年 6 月 市民体育大会運営 

③ 第 2 回 役員会 平成 30 年 11 月 年末年始の諸行事 

④ 第 3 回 役員会 平成 31 年 3 月 行事報告・決算・次年度計画(案)・予算(案) 

⑤監査  平成 31 年 3 月 会計監査 
 

2.月例射会      ※ [ ]内行事は月例射会終了後に行います。 

4 月 11 日(水) 19:30～         5 月 16 日(水) 19:30～ 

6 月 13 日(水) 19:30～         7 月 11 日(水) 19:30～ 

8 月 8 日(水)  19:00～ [伝達講習会]    9 月 12 日(水) 19:30～ 

11 月 23 日(金)  9:30～ [防寒シート設置]   2 月 17 日(日)  9:30～ [伝達講習会] 

3 月 16 日(土) 15:30～ 
 

3.各種射会 

① 百射会           10 月 28 日(日)  9:00～ 

② 納射会           12 月 9 日(日)  13:00～ (10:00～ 大掃除) 

③ 初射会  平成 31 年 1 月 3 日(木)  13:30～ 

④ 鏡開き  平成 31 年 1 月 13 日(日)  13:30～ 
 

4.行事 

① 安土整備               11 月 11 日(日)  9:00～ 

② 寒稽古  平成 31 年 1 月 4 日～2 月 月例射会まで 45 日間 

③ 平成 30 年度 総会 平成 31 年 3 月 16 日(3 月 月例射会終了後) 18:30～ 
 

5.大会(越前市弓道協会主催 及び 主管するもの) 

 ① 第 13 回越前市市民体育大会  7 月 16 日(月) 9:00～ 

   ※菊花杯弓道大会は 福井しあわせ元気国体 弓道競技の開催期間と重なるため 

開催致しません 
 
 

6.その他 

① 弓道教室    5 月 18 日(金)～7月 6 日(金) 毎週 火・金 15 回 

※教育委員会の募集により実施 

② 受審者対象講習会  特に段級審査の受審者を中心に適宜実施 

③ ジュニア体験教室 
 
 
 

※行事計画(案)の日程については、承認された場合でも 上部団体・他団体との兼ね合い

で変更する場合もあります。変更が生じた場合は、別途連絡致します。 

 



月 日・曜 行　事　名（ 県　内 ） 月 日・曜 行　事　名（ 県　外 ）

７(土) 第28回福井県職域対抗弓道大会 3/31(土）～1(日) 北陸三県称号者講習会

７(土) 第９回福井県シニア弓道大会 ８(日) 第65回北陸三県弓道選手権大会

７(土) 国体選手候補第一次選考会(少年・成年) ２４(火)～２５(水) 世界弓道大会

１１(水) 月例射会　19：30～

１５(日) 福井国体実行委員会(主任以上)

２１(土)～２２(日) 福井県春季高校弓道選手権大会

理事会

１３(日) 福井県弓道大会(近的) ３(木)～４(金) 第68回全日本弓道大会・懇親会

１６(水) 月例射会　19：30～ 5(土)～6(日) 【京都】定期中央審査

１８(金) 初心者弓道教室　開講日 毎週火・金　15回 12(土)～13(日) 【北信越】指導者育成講習会

２０(日) 第1回段級審査(四段まで) 12(土)～13(日) 【北信越】地区指導者講習会

２７(日) 福井国体実行委員会(主任以上) 19(土)～20(日) 【東海地区】臨時中央審査

２７(日) 第29回織田信長杯弓道大会 20（日） 北陸三県弓道遠的選手権大会

26(土)～27(日) 【近畿地区】錬士臨時中央審査

27(日) 北信越地区連合審査【弥彦】

１(金)～２(土) 第６４回福井県春季高校総体 1(金)～3(日) 全日本勤労者弓道選手権大会

１０(日) 【北信越地区】臨時中央審査 ３(日) 北信越地区連合審査【弥彦】

１３(水) 月例射会　19：30～ 10(日) 【九州地区】錬士臨時中央審査

１７(日) 福井国体実行委員会(主任以上) 16(土)～17（日） 北信越高校弓道大会

２３(土)～２４(日) 国体候補最終選考会 24(日) 【中国地区】錬士臨時中央審査

２４(日) 勝山市弓道大会 24（日） 北陸三県中堅層講習会

３０(土) 北陸地区国立大学体育大会 全日本弓道連盟定時評議員会

第1回役員会

１(日) 北陸地区国立大学体育大会 １(日) 北信越地区連合審査【石川】

６(金) 初心者弓道教室　閉講日 6(金)～7(土) 【仙台】定期中央審査

８(日) 第４９回福井県弓道遠的大会 8(日) 【東北地区】錬士臨時中央審査

１１(水) 月例射会　19：30～ 16(月) 全日本少年武道(弓道)錬成大会

１５(日) 鯖江市弓道大会 21(土)～22(日) 【中部地区】学校指導者講習会

１６(月) 第13回越前市市民体育大会　9：00～ 29(日) 北信越地区弓道錬成大会

２２(日) 福井国体実行委員会(全体会)

２８(土)～２９(日) 第１４回県民スポーツ祭(高校の部)

５(日) 第1回中央伝達講習会 2(木)～5(日) 全国高等学校弓道大会

８(水) 月例射会[伝達講習会]　19：00～ 10(金)～11(土) 全日本教職員弓道選手権大会・審査

１１(土) 第1回福井県ジュニア層講習会 18(土)～19(日) 全国中学生弓道大会

１２(日) 第２回段級審査(四段まで) 24(金) 北信越連合会　理事会

１９(日) 福井国体実行委員会(全体会) 25(土)～26(日) 北信越国民体育大会

２５(土)～２６(日) 国体選手特別強化合宿 26(日) 【四国地区】錬士臨時中央審査

8/19～9/9を、的等の制作準備期間とする

２(日) 福井県弓道選手県大会(兼激励) １(土)～２(日) 【福岡】定期中央審査

９(日) 福井国体実行委員会(最終備品・用品チェック) ８(土)～９(日) 【北信越地区】臨時中央審査

１２(水) 月例射会　19：30～ １４(金)～１６(日) 第６９回全日本男子弓道選手権大会

１５(土) 第３２回秋季高校弓道選手権大会 １６(日)～１８(火) 第５１回全日本女子弓道選手権大会

２２(土) 福井国体実行委員会(全体会　最終打合せ)

２７(木) 公開公式練習

２８(金) 公開公式練習

２９(土) 公開公式練習

３０(日) 福井しあわせ元気国体

9/19～10/12は、福井国体の関係で

県立武道館は使用不可

１(月)～３(水) 福井しあわせ元気国体 ５(金)～７(日) 中央研修会

２１(日) 朝日弓道場開設記念大会 ６(土)～８(日) 【関東地区】臨時中央審査

２８(日) 百射会　9：00～ ７(日) 北信越地区連合審査【飯田】

9/30～10/2は、福井国体近的練習会場として １３(土)～１４(日) 【東北地区】臨時中央審査

越前市弓道場・鯖江市弓道場が使用される １９(金)～２１(日) 第６８回全日本弓道遠的選手権大会

２０(土)～２１(日) 【中国地区】臨時中央審査

１０(土)～１１(日) 第５６回福井県高校新人弓道大会 ３(土) 明治神宮奉納全国弓道大会

１１(日) 安土整備　9：00～ ３(土)～６(火) 第３１回ねんりんピック富山2018

１８(日) 第11回福井県内大学生・青年部講習会・弓道大会 ４(日)～６(火) 【東京】定期中央審査

２３(金)～２４(土) 第８回北信越高等学校新人大会　弓道競技 １０(土) 北信越連合会　理事会

２３(金) 月例射会[防寒シート設置]　9：30～ １０(土)～１１(日) 【関東地区】錬士臨時中央審査

２５(日) 第3回段級審査(四段まで） １１(日) 第４８回北信越弓道選手権大会

１７(土)～１８(日) 【東海地区】錬士臨時中央審査

第2回役員会 ２３(金)～２４(土） 第８回北信越高等学校弓道新人大会

２４(土) 都道府県対抗弓道大会

２４(土)～２５（日） 【九州地区】臨時中央審査

３０(金) 【近畿地区】臨時中央審査

全日本弓道連盟全国地連会長会議

９(日) 福井県弓道連盟・加盟団体長会議 １(土) 北陸三県連合会・会長会議

９(日) 納射会　13：00～　(大掃除10：00～) １(土)～２(日) 【近畿地区】臨時中央審査

１６(日) 福井国体関係者慰労会 ２２(土)～２３(日) 【東京】特別臨時中央審査(錬士、教士一次通過者)

２４(月)～２６(水) 第３７回全国高等学校弓道選抜大会

第８回北陸三県中学生弓道錬成大会

３(木) 初射会　13：30～　　４日より　寒稽古開始

１３(日) 鏡開き　13：30～

１９(土) 福井県弓道連盟・常任理事会

２７(日) 第2回中央伝達講習会

９(土) 第３０回福井県高校冬季弓道錬成大会 ９(土) 北信越連合会　理事会

１７(日) 福井県弓道連盟・定例理事会 ９(土)～１１(月) 【名古屋】定期中央審査

１７(日) 月例射会[伝達講習会]　9：30～　寒稽古終了

２４(日) 第２６回福井県弓道錬成大会

２４(日) 平成3０年度　福井県スポーツ指導者研修会

９(土) 第2回福井県ジュニア層講習会 ２(土) 女子特別臨時審査【東海連合】

１０(日) 福井県弓道連盟・定例総会 ３(日) 中日本女子弓道大会

１６(土) 月例射会　15：30～ ４(水)～８(金) 主任師研修会・講師研修会

１６(土) 平成30年度　総会　18：30～ １６(土)～１７(日) 【四国地区】臨時中央審査

１７(日) 第4回段級審査(四段まで) ２５(月) 【都城】特別臨時中央審査

２１(木) 福井県立武道館創立30周年記念式典 春季北信越学生弓道大会

２４(日) 福井県範教錬士会総会・競射会

会計監査

第3回役員会

県立武道館

県立武道館

　　　　　　　　　　　　　　　　　平成３０年度　越前市弓道協会事業計画(案)　　　　　　　　　　　　　　　　　平成３０年度　越前市弓道協会事業計画(案)　　　　　　　　　　　　　　　　　平成３０年度　越前市弓道協会事業計画(案)　　　　　　　　　　　　　　　　　平成３０年度　越前市弓道協会事業計画(案)

越前市弓道場

越前市弓道場
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会　場 会　場

県立武道館

敦賀市弓道場

勝山市弓道場

県立武道館

県立武道館

越前市弓道場

敦賀市弓道場

越前市弓道場

越前市弓道場

越前市弓道場

越前町弓道場

県立武道館

越前市弓道場

9

10

11

12

1

2

3

8

9

10

11

12

1

2

3

7

8

県立武道館

５ブロック

県立武道館

7

6

越前市弓道場

県立武道館

熊本市(熊本)

射水市(富山)

山口市(山口)

小松市(石川)

県立武道館(石川)

6

4

55

4

県立武道館

県立武道館(石川)

東京都内

弥彦村(新潟)

県立武道館(石川)

大津市(滋賀)

県立武道館

敦賀市弓道場

越前市弓道場

県立武道館

県立武道館

県立武道館

越前市弓道場

鯖江市弓道場

県立武道館

越前市弓道場

越前市弓道場

敦賀市弓道場

敦賀市弓道場

敦賀市弓道場

敦賀市弓道場

敦賀市弓道場

敦賀市弓道場

敦賀市弓道場

県立武道館

越前市弓道場

越前市弓道場

越前市弓道場

越前市弓道場

敦賀市弓道場

敦賀市弓道場

越前市弓道場

越前市弓道場

敦賀市弓道場

朝日弓道場

越前市弓道場

敦賀市弓道場

県立武道館

弥彦村(新潟)

水戸市(茨城)

京都市

京都市

小松市(石川)

富山市(富山)

名古屋市(愛知)

仙台市(宮城)

日本武道館

京都市(京都)

小松市(石川)

東京都

小松市(石川)

仙台市(宮城)

松山市(愛媛)

福岡市(福岡)

長野・須坂(長野)

中央道場(東京)

袋井市(静岡)

新潟市(新潟)

中央道場(東京)

新津地域学園(新潟)

新津地域学園(新潟)

飯田市(長野)

山形市(山形)

いしかわスポーツ(石川)

広島市(広島)

中央道場(東京)

中央道場(東京)

岡山市（岡山）

金沢市（石川）

大津市（滋賀）

中央道場(東京)

射水市(富山)

中央道場(東京)

上越市(新潟)

水戸市(茨城)

東京

金沢市（石川）

大津市（滋賀）

中央道場（東京）

名古屋市（愛知）

金沢市（石川）

名古屋市（愛知）

中央道場（東京）

高松市（香川）

都城市（宮崎）

名古屋市（愛知）

鯖江市弓道場

金沢市(石川)

浜松市(静岡)

県立武道館

県立武道館

越前市弓道場

県立武道館

県立武道館

県立武道館

横浜市(神奈川)

上越市(新潟)

日本武道館

鹿児島市(鹿児島)

福井市

越前市弓道場

県立武道館

県立武道館

県立武道館

越前市弓道場

福井市

５ブロック

越前市弓道場

越前市弓道場

越前市弓道場

越前市弓道場
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　　　　　　　　　　　平成１５年度　予算　（案）
(単位：円)

主項目　　　細項目 金　　額 細項目金額  主項目　　　細項目 金　　額 細項目金額

前年度繰越 415,628415,628415,628415,628 射会費 120,000120,000120,000120,000
銀行預金 415,628 菊花杯大会 0

現金 0 小次郎射会 0

納 射 会 20,000

入会金 5,0005,0005,0005,000 初 射 会 40,000

鏡 開 き 10,000

会費 878,000878,000878,000878,000 百 射 会 20,000

協会員 773,000 月例射会 30,000

仁愛大学 105,000 各種大会助成 55,00055,00055,00055,000
高速代補助・旅費・手土産 25,000

大会参加補助 30,000

補助金 117,040117,040117,040117,040 市民体育大会 15,00015,00015,00015,000
越前市体育協会 76,500 県民スポーツ祭 0000

市民体育大会 40,540 練習費　昼食費 0

反省会費 0

県民スポーツ祭 0000 道場使用料 220,000220,000220,000220,000
負担金 279,000279,000279,000279,000

国体

強化費 0 越前市体育協会 10,000

派遣費 0 丹南支部 0

県　弓　連 269,000

弓道教室 60,00060,00060,00060,000 備品費 130,000130,000130,000130,000
指導料 60,000 的 枠 30,000

弓具 70,000

　　　　 　 その他 30,000

雑収入 332332332332 事務費 30,00030,00030,00030,000
菊花杯大会 0 通　信　費 10,000

県民スポーツ祭 0 事務用品(コピー代含) 20,000

　　　　利息・その他 332 消耗品費 60,00060,00060,00060,000
光　熱　費 0

お茶雑品 60,000

安土整備 50,00050,00050,00050,000
会議費 45,00045,00045,00045,000

総会費 10,000

役員会議費 15,000

体育協会費・他 20,000

国体役員補助費 50,00050,00050,00050,000
教室運営費 65,00065,00065,00065,000
レクリエーション費 50,00050,00050,00050,000
慶弔費 20,00020,00020,00020,000
奨励費 50,00050,00050,00050,000
雑費 10,00010,00010,00010,000
別途積立金 0000
予備費 227,000227,000227,000227,000

合　　計 1,476,0001,476,0001,476,0001,476,000 合　計 1,476,0001,476,0001,476,0001,476,000

平成30年度　予算（案）平成30年度　予算（案）平成30年度　予算（案）平成30年度　予算（案）
平成30年3月1日～平成31年2月28日

支　出　予　算支　出　予　算支　出　予　算支　出　予　算収　入　予　算収　入　予　算収　入　予　算収　入　予　算



【収　　　入】【収　　　入】【収　　　入】【収　　　入】 (単位：円)

収 入 予 算収 入 予 算収 入 予 算収 入 予 算 備　考備　考備　考備　考

755,302
平成30年2月28日現在

別途積立金
定期預金残高

755,302

【支　　　出】【支　　　出】【支　　　出】【支　　　出】 (単位：円)

支 出 予 算支 出 予 算支 出 予 算支 出 予 算 備　考備　考備　考備　考

35,000 嵩上げ台 材料費・作業費

35,000

収入予算額収入予算額収入予算額収入予算額 支出予算額支出予算額支出予算額支出予算額 残高残高残高残高

巻き藁矢止め畳　嵩上げ台設置  特別会計予算(案)巻き藁矢止め畳　嵩上げ台設置  特別会計予算(案)巻き藁矢止め畳　嵩上げ台設置  特別会計予算(案)巻き藁矢止め畳　嵩上げ台設置  特別会計予算(案)

項目項目項目項目

別途積立金

合　　計

項目項目項目項目

巻き藁矢止め畳　嵩上げ台

残高を　別途積立金に繰り入れる残高を　別途積立金に繰り入れる残高を　別途積立金に繰り入れる残高を　別途積立金に繰り入れる

合　　計

755,302755,302755,302755,302 35,00035,00035,00035,000 720,302720,302720,302720,302
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----資料資料資料資料 11114444----    
 

会員資格に関する申し送り事項について会員資格に関する申し送り事項について会員資格に関する申し送り事項について会員資格に関する申し送り事項について    

 

越前市弓道協会員として登録される資格条件としては 

以下の ①・②・③ のどれかに該当している必要があります。 

 

① 越前市に居住されている方 

 

② 越前市に居住地はないが 越前市に勤務先があり 

  居住地の道場で普段の練習ができず、越前市弓道場での練習を希望しており 

  居住地に弓道協会がある場合は 居住地の協会長と、越前市弓道協会長との 

  間で、話し合いがなされ諸問題が円満解決済みであること 

  ※居住地協会で県連登録料を納付している場合は 越前市協会では県連登録料を 

徴収しません。 

 

③ 居住地に 弓道協会が組織されておらず、且つ 居住地に弓道場がない場合 

  ※越前市の近接市町であること 
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越前市弓道協会会則越前市弓道協会会則越前市弓道協会会則越前市弓道協会会則     

    
                            施行 平成 18 年 4 月 1 日   

                                                改訂 平成 19 年 4 月 1 日   

                                                改訂 平成 21 年 3 月 28 日 

                        改訂 平成 22 年 3 月 26 日 

                                                改訂 平成 24 年 3 月 24 日 

改訂 平成 29 年 3 月 18 日  

 

（名 称） 

第 1 条 この会は、越前市弓道協会（以下「本会」という）と称する。  

   2  事務所は越前市弓道場に置く 

 

（目 的） 

第 2 条 本会は、越前市内等の弓道愛好者及び団体により組織し、弓道修練を 

    通して、至誠と礼節を学び、心身ともに優れた人間を養うとともに、        

弓道の健全な普及発展を図り、もって越前市の体育、文化の進展に寄す  

ことを目的とする 

 

（事 業） 

第 3 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

 （1）福井県弓道連盟に加盟する事。 

 （2）社団法人 越前市体育協会に加盟する事。  

  （3）弓道に関する諸計画の立案及び実施計画並びに技術指導に関する事。 

 （4）越前市菊花杯弓道大会に関する事。 

 （5）佐々木小次郎射会に関する事。 

 （6）各種弓道競技大会への参加に関する事。  

 （7）その他、本会の目的達成に必要な事項に関する事。 

 

（会 員） 

第 4 条 会員とは、会員名簿に登録されかつ会費を納入した者をいう。  

     会員の休会は、会長への届出により認める。 

 

    2  越前市以外に居住し、勤務その他の関係で当協会に入会するものは、    

会則に基づく会費を納入しなければならない。  

 

    3  休会者とは、会長に届出のあった者のほか 毎年 12 月末において、1 年    

以上会費を納入していない者に本人の確認をとり、休会者として福井県弓道

連盟に報告する。 
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（役 員） 

第 5 条 本会に、次の役員をおく。 

    会長  1 名・副会長  若干名・理事長  1 名・理事  若干名 

    会計  1 名・監事  2 名  

  2  本会には、名誉会長・顧問を置く事ができる。名誉会長・顧問は、会長が

役員会にはかり、委嘱する。 

 

（役員の任務） 

第 6 条 会長は、本会を代表して会務を総括する。 

   2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。 

   3 理事長は、役員会を掌握し、役員会の決議に基き会務を執行する。 

   4 理事は、本会の会務を分担し、重要事項を協議し執行する。 

   5 会計は、本会の経理事務を処理する。 

6 監事は、本会の会計事務を監査する。 

7 名誉会長・顧問は、会長の諮問に応え助言をなし、本会の振興発展に寄与

する。 

 

（役員の選出） 

第 7 条 会長、副会長及び監事は、総会において選出する。 

   2 理事長  及び  会計・理事は、会長が委嘱する。 

3 各理事の役割分担は、理事会の互選により決定し会長が委嘱する。 

 

（役員の任期等） 

第 8 条 役員の任期は、2 年とし再任を妨げない。 

  2 役員に欠員が生じた場合は、役員会により補充しその任期は前任者の    

残任期間とする。 

   3 前項に関して  会長は、その異動を次の総会において報告するものと         

する。 

 

（会 議） 

第 9 条 本会の会議は、総会  及び  役員会  並びに  理事会とし、会長がこれを 

     招集する。  

   2 総会は、年 1 回開催し事業計画、予算並びに事業報告決算など重要事項       

を審議する。 

  3 会議の議事は、出席者の過半数の賛成をもって決する。 

   4 役員会は、必要に応じて開催し、本会運営に必要な事項の審蕃  及び  

    規則の制定、改廃を行う。 

    5 理事会は必要に応じて開催し、各理事の役割を審議し決定する。  

  6 前項の規則の制定・改廃に関しては、次の総会において承認を受ける    

ものとする。 
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（会 計） 

第10条 本会の会計年度は、3 月 1 日から翌年 2 月末日までとする。 

    2 本会の経費は、入会金、会費、道場整備費、補助金、寄付金、その他         

の収入をもってあてる。  

 

（交通費  及び  慶弔）  

第 11 条 各種競技大会への参加者には、交通費を規則に基いて補助する。 

2 会員の結婚については結婚祝金を  会員  及び  会員の配偶者の死亡に 

ついては、弔慰金を規則に基いてそれぞれ給付する。 

 

（規則への委任） 

第 12 条   この会則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

 

 

（付則）この会則は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 

    この会則は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 

    この会則は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 

この会則は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。  

この会則は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。  
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入会金・等の徴収入会金・等の徴収入会金・等の徴収入会金・等の徴収     及び及び及び及び     慶弔費・等慶弔費・等慶弔費・等慶弔費・等     の給付に関する規定の給付に関する規定の給付に関する規定の給付に関する規定     

 

                         施行 平成 18 年 4 月 1 日   

                                                改訂 平成 19 年 4 月 1 日   

                                                改訂 平成 21 年 3 月 28 日 

                        改訂 平成 22 年 3 月 26 日 

                        改訂 平成 27 年 3 月 21 日 

 

（目 的） 

第 1 条 この規定は、越前市弓道協会会則（以下「会則」という。）の目的を 

    達成するため、越前市弓道協会会員（以下「会員」という。）に対す 

    る入会金等の徴収及び慶弔費等の給付に関して、必要な事項を定める 

    ことを目的とする。 

 

（入 会 金） 

第 2 条 新しく越前市弓道協会に入会しようとする者は、入会金として  

    1 人当たり 1,000 円  を会計に納入しなければならない。 

2 前項に従って入会した者は、脱会を除いて休会後もその効力は 

継続する。 

 

（会 費） 

第 3 条 会員は、会則  第 10 条 2 項  に定める会費等を出来るだけ早い時期に 

       別表 1 に従って会計に納入しなければならない。 

2 会則 4 条 2 項に定める者も、別表 1 に定める一般会費を納入しなければ  

ならない。 

     なお、別表 1 及び、別表 2・別表 3 は別紙の通りとする。 

  3  会員が、その年の途中において有段者となった場合は、昇段前の会費    

とする。 

    4  会則 4 条 1 項に定める会員に登録された後、休会の届けをその年の 6 月末       

までに行った者は、翌年の会費等を徴収しない。  

       それ以後の者については、県弓道連盟の登録料を納入しなければなら        

ない。 

 

（交   通   費   等）  

第 4 条 会則  第 11 条 1 項  に定める交通費を別表 2 の通り給付する。  

 

（慶 弔 費） 

第 5条 会則  第 11条 2項  に定める会員に関する慶弔費を別表 3の通り給付する。 

  2 当年度の会費未納者であっても、前年度に会費等を納入していれば、 

      会員として取り扱う。 
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（雑 則） 

第 6 条 その他必要事項は、会長が定める。 

  2 前項における決定事項は、次の役員会に報告するものとする。  

 

 

（付則）この規定は平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 

     この規定は平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

     この規定は平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 
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別表1　会費（県弓連会費・道場整備費を含む）別表1　会費（県弓連会費・道場整備費を含む）別表1　会費（県弓連会費・道場整備費を含む）別表1　会費（県弓連会費・道場整備費を含む）

ランクランクランクランク 会費会費会費会費 　　　　注：　中学生・高校生で段級審査を受審する者は県弓道連盟へ　　

中学生 ¥3,000 　　　　　　　登録するので県弓連会費を納入する事

高校生 ¥5,000 　　　　　　　　　

大学生 ¥7,000

無・級 ¥8,500 無・級 ¥2,000

初段 ¥11,000 初段 ¥3,000

弐段 ¥11,000 弐段 ¥3,000 注：入会金は、脱会を除いて

参段 ¥12,000 参段 ¥4,000 休会後もその効力は持続する

四段 ¥13,000 四段 ¥4,000

五段 ¥14,000 五段 ¥5,000

錬士 ¥17,000 錬士 ¥7,000

教士 ¥18,000 教士 ¥8,000

別表2　交通費・等別表2　交通費・等別表2　交通費・等別表2　交通費・等

152.7㎞

151.4㎞

143.6㎞

133.1㎞

98.6㎞

73.9㎞

68.6㎞

47.4㎞

45㎞

45㎞

40㎞

別表3　慶弔費別表3　慶弔費別表3　慶弔費別表3　慶弔費

¥2,700

¥2,600

¥2,400

¥10,000

¥3,000

※高速料金　支給額改定 H27.03.21

入会金について入会金について入会金について入会金について

入会金入会金入会金入会金

¥1,000

¥5,000

高速料金高速料金高速料金高速料金
（高速料半額相当額）（高速料半額相当額）（高速料半額相当額）（高速料半額相当額）

同乗者負担金目安同乗者負担金目安同乗者負担金目安同乗者負担金目安
（往復・1人当たり）（往復・1人当たり）（往復・1人当たり）（往復・1人当たり）

¥5,000

越前市弓道協会 会則 に定める越前市弓道協会 会則 に定める越前市弓道協会 会則 に定める越前市弓道協会 会則 に定める
入会金・会費・交通費・慶弔費等 一覧表入会金・会費・交通費・慶弔費等 一覧表入会金・会費・交通費・慶弔費等 一覧表入会金・会費・交通費・慶弔費等 一覧表

¥2,700 ¥1,000

区分区分区分区分

富山市

(参考) 県弓連会費(参考) 県弓連会費(参考) 県弓連会費(参考) 県弓連会費

距離距離距離距離
車代協会負担車代協会負担車代協会負担車代協会負担
（1台につき）（1台につき）（1台につき）（1台につき）

敦賀市

あわら市

大野市・勝山市

¥3,500

加賀市・山中市

小松市

小浜市

金沢市

綾部市

福知山市

関市 ¥3,000

¥2,500

¥2,000

¥1,000

¥500

¥1,000

¥1,000

¥1,000

¥500

¥1,000

¥1,000

¥500

¥1,000

¥500¥1,400

¥1,000

¥1,000

¥1,000

¥1,000

¥1,000

¥500

¥1,500

¥2,000

¥500

区分区分区分区分 金額金額金額金額

¥3,000

¥5,000

＊上記は車を出されて
　運転される方の厚意と
　ご苦労に対し同乗者が
　感謝の意を表す負担金
　の目安としてください。

¥500

　　　＊協会補助金は、乗用車１台につき同乗者１名以上の場合に限り対象とし、
　　　　補助金の請求は申請用紙の項目欄に記入した上、会計に請求してください。

福井県内その他

※高速料金　支給額改定 H25.03.23

会員の死亡

会員の配偶者の死亡

１年未満

１年以上

１年未満

１年以上

１年未満

１年以上

会員の結婚
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表彰規定表彰規定表彰規定表彰規定     

 

                         施行 平成 28 年 4 月 1 日   

 

(総則) 

第 1 条 この規定は、越前市弓道協会員(仁愛大学弓道部員を含む)を対象として 

行う表彰に係わる事項について定める。 

 

第 2 条 この規定は、越前市弓道協会員の模範となる者に対し、賞を授与し 

その功績を称えることを目的とする。 

 

(表彰の種類) 

第 3 条 表彰は、原則として次のものとする。各賞の受賞対象・条件などは 

付-1 に定める。  

 

１） 全国大会優秀賞 

２） 県内・地方大会優秀賞 

３） 年間最多出場賞 

４） 寒稽古皆勤賞・寒稽古精勤賞 

５） 月例射会年間最高得点賞・月例射会 10 射皆中賞 

６） 叙勲・褒章 

 

(受賞者の条件) 

第４条 受賞者は表彰の時点において、原則として越前市弓道協会員であるもの 

とする。 

 

(表彰の方法) 

第５条 表彰は越前市弓道協会総会において、表彰時点における越前市弓道協会 

会長名により行う。 

 

２ 受賞者には奨励賞を授与する。 

 

３ 受賞者は、表彰の種類・受賞者名を総会資料に掲載する。 

 

（雑 則） 

第６条 その他必要事項は、会長が定める。 

 

   ２ 前項における決定事項は、次の役員会に報告するものとする。  
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付付付付 ----１１１１    各賞の受賞対象・条件各賞の受賞対象・条件各賞の受賞対象・条件各賞の受賞対象・条件     

賞の種類賞の種類賞の種類賞の種類     受賞対象受賞対象受賞対象受賞対象     及び及び及び及び     条件条件条件条件     

全国大会優秀賞全国大会優秀賞全国大会優秀賞全国大会優秀賞     

・越前市弓道協会員が 全国大会・等で優秀な成績を 

収めた者を表彰する。 

・全国大会・等とは、全日本弓道連盟・全日本学生弓道

連盟・全国高校体育連盟  又は  他の団体等が主催  又

は  共催する弓道大会(射会)とする。 

・優秀な成績とは、団体・個人共に 

1 位(優勝)から 10 位までとする。 

県内・地方大会優秀賞県内・地方大会優秀賞県内・地方大会優秀賞県内・地方大会優秀賞     

・越前市弓道協会員が福井県弓道連盟主催大会・  

県内外の地方大会・等で優秀な成績を収めた者を  

表彰する。 

・県内外の地方大会・等とは、全日本弓道連盟に所属す

る弓道協会(連盟) 又は  他の団体等が主催  又は  共催

する弓道大会(射会)とする。 

・優秀な成績とは、個人 1 位(優勝) のみとする。  

年間最多出場賞年間最多出場賞年間最多出場賞年間最多出場賞     

・全越前市弓道協会員が参加対象となる大会・射会に 

 1 回出場するごとに点数 1 点を加算し、総会年度ごと

に集計を行い 最高得点を上げた者を表彰する。  

寒稽古皆勤賞寒稽古皆勤賞寒稽古皆勤賞寒稽古皆勤賞     ・寒稽古に皆勤したものを、総会年度ごとに表彰する。 

寒稽古精勤賞寒稽古精勤賞寒稽古精勤賞寒稽古精勤賞     
・寒稽古に精勤したものを、総会年度ごとに表彰する。 

・精勤とは、寒稽古期間日数の 70％以上とする。  

月例射会年間最高得点賞月例射会年間最高得点賞月例射会年間最高得点賞月例射会年間最高得点賞     

・月例射会参加点を 1 点  

 優勝：3 点 2 位：2 点 3 位：1 点  とし、  

総会年度ごとに集計を行い 男女別に最高得点を  

上げた者を表彰する。 

月例射会月例射会月例射会月例射会 10101010 射皆中賞射皆中賞射皆中賞射皆中賞     

・総会年度内の月例射会において、10 射皆中した場合

に表彰する。 

 総会年度内に同一の者が、複数回  月例射会において

10射皆中した場合においても表彰は 1度のみとする。 

叙勲・褒章叙勲・褒章叙勲・褒章叙勲・褒章     

・会員が生存中において、叙勲又は褒章を拝受した者 

並びに  国  又は  県の弓道関係功労賞の表彰を受けた 

者を表彰する。 
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