
 

平成２６年度事業報告 

 

 

１．機関誌『姿７号』を１回発刊 

２．小笠原流のカレンダーを作製 

３．小笠原流の機関誌『糾方』を会員、寄付者に配布 

４．小笠原流の書籍を広報用に購入 

５．「和食のマナー」英語版作成 

６．ＤＶＤ「小笠原流礼法」の作成 

７．埼玉県北本市の北本道場を弓道場として維持・管理 

８．埼玉県北本市の北本道場において、外国人研修生を対象とした弓道教室を開催 

９．埼玉県の北本道場において、弓の初心者教室を開催 

１０．千代田区において礼法講座を開催 

１１．明治神宮においてウメの射会を開催 

１２．大学別交流戦弓道大会を開催 

１３．小笠原流礼法大会を開催 

１４．浅草の流鏑馬時書籍販売の援助 

１５．フィンランド流鏑馬（関西日本フィンランド協会主催） 

１６．京都保育園連盟対象講習会開催 

１７．幼稚園児を対象とした礼法講座を開催 

１８．鶴岡八幡宮において小笠原流体験会を開催 

１９．京都において小笠原流体験会を実施 

２０．東京都杉並区において１講座８回の小学生を対象とした礼法講座を開催 

２１．学校で講師をされている方を対象とした礼法研修会開催 

２２．一ツ橋大学の MBA 講座の外国籍の学生を対象とした講演会を実施 

２３．上尾にて礼法講座を開催 

２４．和食の講習会を開催 

２５．大巻小学校礼法講演会 

２６．道具の修理 

２７．ホームページの維持 

２８．小笠原教場の修繕工事の実施 

２９．小笠原流の整備・保全 

３０．もちつき（お正月飾り）、道具の大掃除 

 

 

 



 

事業内容 

広報誌の発行に関する事業 

１.内容           機関誌『姿』の発刊事業 

 受益対象者の範囲 会員 

 支出額   129,150 円 

 

2.内容                 小笠原流のカレンダーを作成 

    受益対象者の範囲    会員、寄付者 

    支出額         248,756 円 

  

3.内容                 小笠原流の機関紙『糾法』を配布 

    受益対象者の範囲    会員、寄付者 

    支出額         534,798 円 

 

4. 内容        小笠原流の書籍を広報用に購入する 

 受益対象者の範囲    不特定多数 

 支出額   87,207 円  

 

5.内容        「和食のマナー」英語版作成をする。 

 受益対象者の範囲    不特定多数 

 支出額   107,859 円 

 

6.内容    DVD 製作費「小笠原流礼法」 

 受益対象者の範囲 不特定多数 

 支出   1,050,000 円 

 

振興普及に関わる研究及び講習会等の開催に関わる事業 

1. 内容          小笠原流の稽古が行えるよう埼玉県北本市の弓道場を       

5 年契約で借用し、弓道場を運営。 

 実施期間  2 月 1 日から 1 月 31 日 

 実施場所  埼玉県北本市 

 受益対象者の範囲 不特定多数 

 支出額   759,739 円 

 

2.    内容   北本道場において外国人研修生を対象とした弓道教室     

を開催。 



 実施期間  2 月、3 月に 1 回ずつ 

 実施場所  埼玉県北本市 

 受益対象者の範囲 外国人留学生 

 支出額   0 円 

 

3.   内容   小笠原教場の弓術を広く一般の方に体験していただく 

ために北本道場を使用して開催。 

 実施期間  ２月１日から１月３１日 

 実施場所  埼玉県北本市 

 受益対象者の範囲 不特定多数 

 支出額   0 円 ※北本道場の支出に金額が含む。 

 

4.   内容   小笠原教場の礼法を広く一般の方に体験していただく 

ために千代田区万世橋区民館で礼法講座を開設した。 

 実施期間  2 月１日から 1 月３１日 

 実施場所  千代田区役所万世橋区民館 

 受益対象者の範囲 不特定多数 

 支出額   225,394 円 

 

5． 内容    一般の方を招いた、弓の大会を開催した。 

 実施期間  ３月２日 

 実施場所  明治神宮至誠館 

 受益対象者の範囲 不特定多数 

 支出額   668,345 円 

 

6. 内容   大学別交流戦弓道大会 

 実施期間  3 月 22 日 

 実施場所  大阪城弓道場 

 受益対象者の範囲 不特定多数 

 支出額   50,301 円 

 

７. 内容   小笠原流礼法研修会 

 実施期間  3 月 30 日 

 受益対象者の範囲 不特定多数 

 支出額   180,387 円 

 

8.   内容               浅草流鏑馬で書籍販売の援助を行った 



 実施期間  4 月 20 日 

 実施場所  墨田公園 

 受益対象者の範囲 不特定多数 

 支出額   5,262 円 

 

9. 内容   フィンランド流鏑馬 

 実施期間  ５月３１日 

 実施場所  フィンランド 

 受益対象者の範囲 不特定多数 

 支出額   25,324 円 

 

10.   内容   京都保育園連盟講習会 

 実施期間  ６月 14 日 

 実施場所  京都市子育て支援総合センターこどもみらい館 3階 

 受益対象者の範囲 不特定多数 

 支出額   34,490 円 

 

11.   内容   幼稚園年長児を対象とした礼法講座を開催した。

 実施期間  ６月 15 日 

 実施場所  みたけ幼稚園 

 受益対象者の範囲 みたけ幼稚園年長児 

 支出額   32,616 円 

 

12.   内容   小笠原流体験会 

 実施期間  ７月２１日 

 実施場所  鶴岡八幡宮研修道場 

 受益対象者の範囲 不特定多数 

 支出額   81,406 円 

 

13. 内容   会員と会員の家族、友人の方を対象として、より小笠 

原教場を知っていただくために騎射・歩射体験会を実 

施した。 

 実施期間  8 月 23 日 

 実施場所  高宮ライディングパーク 

 受益対象者の範囲 会員、会員の家族、会員の友人 

 支出額   358 ,182 円  

 



14. 内容   小学生を対象として 1 講座 8 回の礼法講座を開催。 

この講座は杉並区の後援を得て行われた。 

 実施期間  ９月２９日から２月１６日 

 実施場所  東京都杉並区 

 受益対象者の範囲 小学生 

 支出額   57,811 円 

 

15. 内容   講師対象勉強会 

 実施期間  11 月 1 日 

 受益対象者の範囲 不特定多数 

 支出額   147,179 円 

 

16. 内容   和なびジャパン 

 実施期間  12 月 6 日 

 受益対象者の範囲 不特定多数 

 支出額   16,880 円 

 

17. 内容   上尾にて礼法講座を開催 

 実施期間  12 月 13 日 

 受益対象者の範囲 不特定多数 

 支出額   7,936 円 

 

18. 内容   和食の講習会 

 実施期間  1 月 22 日 

 受益対象者の範囲 不特定多数 

 支出額   35,000 円 

    ※一部来期に支払持越し 

 

19. 内容   道具の保存、購入 

 実施期間  2 月 1 日から 1 月 31 日 

 受益対象者の範囲 不特定多数 

 支出額   498,190 円 

 

20.    内容   大巻小学校礼法講演会 

 実施期間  1 月 26 日 

 樹液対象者の範囲 大巻小学校の５・６年生 

 支出額   ０円 ※千代田教室の支出に金額が含む。 



 

 

振興普及に係る研究及び講習会等への助成事業 

今期、該当なし 

 

ホームページに関する支出（HP 支出） 

1. 内容   小笠原流のホームページの維持の為の支出。 

 実施期間  ２月１日から 1 月３１日 

 受益対象者の範囲 不特定多数 

 支出額   9,022 円 

 

 

小笠原教場の修繕に関する支出（その他小笠原） 

1. 内容   小笠原教場の修繕工事をした。 

 実施期間  ２月１日から 1 月３１日 

 受益対象者の範囲 不特定多数 

 支出額   561,600 円 

 

2．   内容   小笠原教場の整備保全。 

 実施期間  ２月１日から 1 月３１日 

 受益対象者の範囲 不特定多数 

 支出額   326,677 円 

 

 

３． 内容   お正月飾り餅つき・道具の大掃除 

 実施期間  12 月 23 日 

 受益対象者の範囲 不特定多数 

 支出額   12,730 円 

 

  

 

 


