
平成 27年度中四国学生弓道連盟代表者会議議事録 

 

会議日時：平成 28年 8月 29日 13：00～ 

場所：ホテルグランヴィア岡山 

出席：岡山県立大学、岡山商科大学、岡山大学、岡山大学医学部、岡山理科大学、川崎医療福祉

大学、吉備国際大学、就実大学、ノートルダム清心女子大学、島根大学、公立鳥取環境大学、鳥取

大学、広島経済大学、広島工業大学、広島修道大学、広島女学院大学、広島大学、広島大学医学

部、広島文教女子大学、下関市立大学、山口県立大学、山口大学、愛媛大学、松山大学、香川大

学、四国学院大学、高知大学、四国大学、徳島大学、徳島文理大学徳島校、安田女子大学 

 

1．定足数の確認 

中四国学生弓道連盟委員長（以下：委員長）「定足数の確認を行います。―本日は３分の２以上の

出席があるため、本会議での決議は有効とします。」 

 

2．平成 27 年度中四国学生弓道連盟会計報告（会計 白川より） 

会計「平成 27 年度は、収入が合計 3,505,206 円、支出が 1,647,442 円となりました（詳細は当日

配布した資料をご参照ください）。」 

委員長「この会計報告を承認される方は挙手をお願い致します。―過半数の方が挙手されている

ため、この会計報告は承認されました。」 

 

3．第 64 回夏季中央委員会結果報告（副委員長 福田より） 

（詳細は当日配布した資料をご参照ください） 

副委員長「平成 28 年 8 月 13 日に行われた第 64 回夏季中央委員会（於：東京）の報告を致しま

す。第一に、学生証のチェックについてです。学生証のチェックは来年度以降も実施しますので、

ご協力をお願いします。学生証コピーは全日本学生弓道連盟宛ではなく、中四国学生弓道連盟委

員長宛にお送りください。また、6年制の大学・学部に所属の方は、学生証コピーフォーム特記事

項の欄にその旨を記載してください。2 つ目は部員登録についてです。全日学連の定める部員登

録方法により、部員登録期間は以下の通りとなっています（別紙参照）。中四国地区では新人戦が

行われるため、追加部員登録が 9 月以降でも可能です。ただし、新入部員の新人戦参加の場合の

例外的な措置ですので、中四国学連を介しての手続きが必要ですので必ず連絡してください。ま

た、新人戦のため新規部員登録期間が大変短くなっておりますので、ご注意ください。部員登録

は全日本の大会・中四国の大会のいずれの大会に出場するためにも必須です。部員登録をしてい

ないと選手登録ができませんので、各大学で忘れずに行ってください。次に全日本大会について

です。全日個人予選では各地区の会場責任者と全日学連との連携を図るため全日個人予選用のメ

ーリスを作成しています。詳細は追って連絡致します。個人予選通過者番号は全日学連 HPから確

認できるようになっています。番号でなく名前が掲載されますので各加盟校代表者は間違いがな

いか確認をお願いします。次に全日個人予選通過率についてです。今年度の中四国地区の予選通

過率は 16.2%(全体平均は 15.4%)でした。詳細は下の図をご覧ください。3つ目は全日個人予選飛



び入り参加についてです。今までは登録の際のミスを救済するためにも選手登録をしていない者

の飛び入り参加が可能となっておりました。しかし、わざと未登録の者、新一年生などを当日出

す場合との区別ができておりませんでした。しかし、昨年故意に未登録の者を出しているものが

発覚しました。加盟校の中には、期限を守り一年生を出すことを我慢している加盟校もあるので

すが、これは公平性の観点から許されるものではないと判断いたしました。よって、全日学連に

許可なく未登録者を出場させる行為は禁止とし、仮に出場し通過する的中を出した場合でも不通

過とみなします。4つ目は参加賞についてです。参加賞はタオルではなく、雑貨(うちわ)にしまし

た。次に次年度参加賞についてです。全日学連では参加賞の案やタオルのデザインを各地区の加

盟校から募集しています。色やサイズについての詳細については記載の HPまでお願いします。そ

の際の必須事項も記載されておりますのでご確認ください。期限は 3 月末までです。5 つ目は企

業提携 with リクナビ、マイナビについてです。学生弓道連盟では 2014 年からリクルートと提携

を行っており、今年からはマイナビとも提携を行おうと考えています。メリットとしては体育会

の学生は就活の動き出しが遅く、後れを取りやすくなりがちですが、登録することで早い段階か

ら就活に触れ、有利になれるという点があげられます。それぞれの登録方法は以下の通りとなっ

ていますのでご確認をお願いします。なお、協賛金は全日インカレの運営費に充てられます。6つ

目は全日学連 WEB サイト、ブログの活用についてです。マニュアル類は代表者・関係者の方は必

ず熟読するようお願い致します。全日学連のブログ・ツイッターなども是非ご活用ください。今

後、全日学連からの連絡は主に WEB 上で行います。最後に連絡についてです。加盟校からの質問

事項は指定のアドレスにお願いいたします（別紙参照）。解決しない場合には、中四国学連から全

日学連に問い合わせますのでご連絡ください。これで第 64回夏季中央委員会結果報告を終わりま

す。」 

 

4．議題 

 4-1 規約の改正 

委員長「改正案を載せた規約を配布していますので、鳳雛に記載の改正前の規約と合わせてご覧

ください。１、本連盟規約では本連盟正加盟校から「全日本学生弓道王座決定戦」「全日本学生弓

道女子王座決定戦」「東西学生弓道選抜対抗試合」「女子東西学生弓道選抜対抗試合」への参加大

学・参加者を選出することを明記していますが、大会名や選出基準について欠落している部分が

あったので、改正を提案します。内容については議事次第に載っている通りで、大会の正式名称

や男女の準最高的中者が含まれていなかったことを今回追加で改正しようと思います。では本提

案について承認される方は挙手をお願い致します。―全会一致の承認が得られましたので本提案

を可決とします。次に２、上記内容と同様に、「全国大学弓道選抜大会」への参加大学の選抜につ

いて明記する必要があると判断し、追加の改正を提案します。先ほどの第 9章第 2節第 40条の条

文を①といたしまして、②「本大会の団体予選は翌年度の全国大学弓道選抜大会の推薦校の選考

を兼ねるものとする。但し、選考方法は本大会前に行われる代表者会議に準ずる。」を付け加える

という案です。では本提案について承認される方は挙手をお願い致します。―全会一致の承認が

得られましたので本提案を可決とします。続きまして上記内容と同様に、「中四国学生弓道新人戦」

における個人予選の通過基準に欠落している部分があったので、改正を提案します。第 9 章競技

規定第 3 節第 46 条②予選に「但し、団体予選出場者は予選の最初の立を第一次予選と兼ねる。」



を追加するというものです。では本提案について承認される方は挙手をお願い致します。―３分

の２以上の賛成が得られましたので本提案を可決とします。以上で規約改正についての決議を終

わります。」 

 

 4-2 議題アンケートより 

委員長「まず就実大学より大会パンフレット作成時に希望校のみ、広告主の店分を余分に刷るこ

とはできるかどうかというご意見をいただきました。下に連盟としての意見を載せています。全

日本大会のようにパンフレット枚数のアンケートを主管校が集めれば可能と思われます。もしく

は、余分に印刷し販売することも可能と思われます。このことについて主管校をメインに意見を

募りたいと思います(―なし)。こちらの件に関して、広告料を出していただいている方々には大会

の詳細をご説明するのが筋であると考えております。これまで大会パンフレットがお店の方々に

配られていなかったという事実はあまりよろしくないと考えております。ですので、ご意見を出

された就実大学の案についてはぜひとも主管校の方々には実施していただきたいと思います。二

週間前アンケートにパンフレットの必要部数についての欄を作っていただければ何部必要かがす

ぐにわかると思います。こちらの提案に賛成の方は挙手をお願いします。－賛成過半数を得られ

ましたので可決いたします。次に島根大学の方からいただきました。団体戦予選のメンバー表に

ついて、カーボン紙を使って手書きで作成するのではなくインカレのように印刷して提出し変更

の場合のみ変更届を出すという形はどうでしょう。特に決勝リーグ中のメンバー表提出の遅延も

減らすことができ、各大学がメンバー変更もないのに改めて記入するという煩わしさもなくせる

かと思います。運営の都合上、今までの形が適しているのならそのままでもよいと思います。連

盟としての意見は、主管校の負担が増えますが、工夫次第では主管校・参加校ともにメリットが

あると思われます。例えば、メンバー表に「変更なし」の欄を作って丸を付けるだけなど簡易駅

なものを作ることはできると思います。それでは本年度、新人戦が行われた広島市立大学、広島

工業大学、広島修道大学の方、中国大会が開催された山口大学の方、西日本大会が開催された岡

山大学の方、中四国大会が開催予定の香川大学の方、意見を頂きたいので挙手をお願いします。」 

岡山大学「意見についてとてもいい案だと思うのですが、変更者のみを紙に書いてそれ以外は空

白にすれば、全員の名前を書くと時間がかかるので、そういう風にすれば時間の短縮をすること

ができるのではないかなと思います。」 

委員長「ありがとうございます。ほかに意見がある方挙手をお願いします(－なし)。各大学で練習

試合をされていると思います。その中で運営をされている大学の中で、先ほどの案などが実際に

使われている手法だと私共は考えております。先ほどのパンフレット作成の件と同様にこちらの

メンバー表の簡易化に協力をしていただきたいと思います。具体的な方法についてはまだ煮詰め

る段階ではないと思いますが、先ほどの岡山大学の方の意見を今後の主管運営の一つの方法とし

て取り入れたいと思います。この依頼について賛成の方は挙手をお願いします。ありがとうござ

います。本議決を可決いたします。」 

広島修道大学「一つ質問なのですが、これまでの書いていた紙は召集用も兼ねていて、それがな

くなってしまうと思うのですが、これは主管校側でどうにかするのでしょうか。」 

委員長「私自身、西日本大会の主管を経験させていただきました。なぜメンバー表にカーボン紙

を使い複数枚用意するのかについてですが、射場記録に渡す紙、さらに放送に渡す紙など複数枚



存在して且つそれに名前があったほうが、運営側としてはとても分かりやすいですし、変更がな

かった場合それが誰なのかわからなくなるといった事態が発生する可能性があります。本部での

記録をとっているため、本部に行けばわかりますので、実際に召集する際、召集する場所にメン

バー表を置いておけば回避することも可能と思われます。広島修道大学さん、どうでしょうか。」 

広島修道大学「実際に新人戦では自分たちの上の代が主管をしていたので、やってみないとわか

らないです。」 

委員長「意見があるという加盟校の方は挙手をお願いします。無いようでしたら、この件につい

ては保留という形にして、再度メールなどで改善していこうと思います。それでは、こちらの件

に関しては保留という形で終わらせていただきます。次に福山大学の方から、公式戦において大

会会場までの負担する交通費が各大学の所在地等によって大きな差を生じることがあり、その差

を少しでも縮めることはできないかという意見を頂きました。本連盟主催の大会は全てリーグ戦

であり、会場や日程を増やすことは難しいと思われます。また距離や金額の基準を設定しなけれ

ば交通費の公平性を判断するのは難しいと思われます。全日本大会も例年、名古屋、神戸、東京

といろいろな地域で開催されてその交通費も各大学が負担しているのが実情でありまして、土地

が広いのが中四国学連の特徴でもあるので難しいのではないかと考えております。この件につい

て意見があれば挙手をお願いします(－なし)。この件に関して、例年通り各大学が交通費を負担す

るという現状のままでいいと思う方は挙手をお願いします。ありがとうございます。」 

学連会長「学問的な話になりますが、交通費の総額というのは、一番参加校が多いところで開催

するのが一番安くなります。東京、関西で多く開催されるのはそのような理由のためです。そう

することで旅費の総額が一番安くなります。現状が一番全体を考えるとよいですが、何かいい方

法があれば提案していただければいいと思います。ご理解の上、ご協力お願いします。」 

委員長「補足なのですが、開催地域を変更する場合、一番各大学がアクセスしやすい会場が存在

すると思うので、一番アクセスしやすい、または会場設営費があまりかからない場所を早めに抑

えておくことでお金や主管する面で負担がかからないのでいいと思います。次に安田女子大学か

ら、中四国連盟のメールなどでの連絡が遅いという意見についてですが、連絡が直前になってし

まい申し訳ございません。連絡のタイミングなどはこれから年間予定に従い、改善していこうと

思います。以上で議題アンケートについての決議を終わります。」 

 

4-3 全日本学生弓道連盟より 

委員長「全日本学生弓道連盟より全日本学生弓道連盟規約と各地区の連盟規約の審判規定や競技

規定に差があるのが現状であるといただきました。中四国学生弓道連盟規約第 8 章審判規定第 27

条「本連盟主催の公式試合における審判規定は、全日本学生弓道連盟規約によるものとする。」で

あるとか、同規約第 30 条「すべての大会において全日本学生弓道連盟規約第 10 章第 1 節はこれ

を準用する。但し、第 47 条を除く。」というのが我々の連盟の規約となっております。お手元の

全日本学生連盟規約と中四国学生連盟規約をご覧ください。中四国学連では審判員・審判長の設

置について特には載せておりませんが、27 条によりますと全日本学生弓道連盟規約によるものと

するとなっております。同規約第 9 章審判規定を中四国学連が全て準用しているのであれば、現

在審判は各地区の先生方にお願いしているのが現状であります。もし中四国学生弓道連盟規約第

8 章審判規定第 27 条の「審判判定は」に着目しますと、全日本学生弓道連盟規約の審判規定の中



の的中規定を準用しているという解釈も可能かと思われます。もしそのように解釈すれば、審判

の設置に関して中四国学連は全日学連の審判規定を準用せず、それぞれの地域で審判員・審判長

の先生方を設置しているという現状とマッチしています。的中規定については全日本学生連盟規

約に則って中四国学連で運営できているので、全く問題ないとも考えられます。全日学連委員長

が意見を求める理由については、九州学連の的中規定が全日学連と違っていて、九州学連では「中

り矢にて筈地につきたる場合は中り」となっております。ですが全日学連ではそれをバツとして

います。日弓連の的中判定には矢の一部が的に残っていれば羽などが地についても中りとなりま

す。このように全日学連、九州学連、日弓連といった大きな的中判定や競技規定に微妙に差があ

るのが現状で統一するべきかそうでないか、せめて的中判定は統一すべき、的中判定もこのまま

でいいといったような意見が、各地区各加盟校でどう思っているのか知りたいというのが全日本

学生弓道連盟委員長の考えの理由となっています。何か質問・意見等あれば挙手をお願いします。

各地区の代表者に意見を集めたいと思っていますので、そちらから意見を募りたいと思います。」 

安田女子大学「的中規定はそのままでいいと思います。」 

岡山県立大学「的中は統一、そのほかは自由でいいと思います。」 

山口大学「すべての規定を統一しているほうが全日のような東京の学連と規約等が違ってそれで

後々無駄な争いをせずに済むと思います。」 

委員長「競技規定やすべての規定ということですか。」 

山口大学「今回の審判規定や的中規定のところです。」 

岡山理科大学「そのままで大丈夫だと思います。」 

ノートルダム清心女子大学「競技規定、審判規定は全国で統一すべきだと思います。」 

広島大学医学部「質問なのですが、審判判定を全日のものを則ると現状との差異はどうなるので

すか。」 

委員長「中四学連規約第 27 条の文から、第 9 章の審判規定のすべてを準用すると解釈する場合、

全日本の第 38 条に則って、審判長は学連委員長のものが各大会に出向いてそのものが大会での

審判長を務めることになります。」 

広島大学医学部「実際問題やるのは無理ですか。」 

委員長「難しいです。」 

広島大学医学部「中四国学連に審判規定は除くと追加すればいいと思います。的中規定について

は日弓連寄せたほうがいいと思います。」 

広島経済大学「現状のままでいいと思います。」 

四国学院大学「的中規定のみ統一すればいいと思います。」 

就実大学「的中規定に関して、東北学連など全日学連以外の地方学連の的中規定はどうなってい

るのでしょうか。」 

委員長「北海道学連は羽だけ設置している場合は中り、東北学連は全日と一緒、北信越も全日と

一緒、関東は全日と一緒、東京都は羽だけならば中り、東海は全日と一緒、関西・中四国も全日

と一緒、九州は筈地につきたるは中り、日弓連は矢の一部が地に接触していても中り、という形

に明記されています。」 

就実大学「多数派に統一するほうがいいと思います。」 

広島大学「的中規定のみ全日に寄せるのがいいと思います。」 



岡山商科大学「両方とも全日に統一するといいと思います。」 

広島女学院大学「的中規定を全日に統一するのがいいと思います。」 

吉備国際大学「的中規定を統一するのがいいと思います。」 

島根大学「競技規定と審判規定は各地区別でいいと思います。的中規定は直接成績にかかわって

くるので全国で統一すべきだと思います。」 

岡山大学「中四国学連規約では審判規定の中に審判判定という全日では使われていない言葉が含

まれているためにわかりにくくなっているので中四の審判規定の中に審判規定と的中規定を別で

書けばわかりやすくなると明記しやすくなると思います。的中規定は全国で統一すべきだと思い

ます。」 

徳島文理大学徳島校「的中規定を統一すべきだと思います。」 

下関市立大学「的中規定を統一すべきだと思います。」 

香川大学「的中規定だけを統一すべきだと思います。」 

徳島文理大学香川校「的中規定だけを統一すべきだと思います。」 

広島工業大学「的中規定を統一すべきだと思います。」 

愛媛大学「岡山大学が言った通り、表記を工夫して、的中規定は統一すべきだと思います。」 

広島修道大学「各地区の差異は残してもいいと思います。」 

松山大学「的中規定は統一すべきだと思います。」 

鳥取大学「的中規定は統一すべきだと思います。」 

川崎医療福祉大学「的中規定は統一すべきだと思います。」 

高知大学「的中規定は統一すべきだと思います。」 

岡山大学医学部「的中規定は統一すべきだと思います。」 

山口県立大学「的中規定は統一すべきだと思います。」 

四国大学「的中規定は統一すべきだと思います。」 

広島文教女子大学「的中規定は統一すべきだと思います。」 

徳島大学「質問なのですが、全日はどうしてその的中規定なのでしょうか。」 

委員長「滑走してはねた矢との判別が難しいためです。」 

徳島大学「審判規定については各地区で自由でいいと思いますが、的中規定に関しては統一すべ

きですが統一の仕方を議論してほしいです。」 

公立鳥取環境大学「的中規定は統一すべきだと思います。」 

委員長「ありがとうございました。的中規定を統一すべきとの意見が多かったと思うのですが、

それは全日本学生弓道連盟規約によせるのか、日弓連に寄せるのか、どちらが多いか知りたいの

で挙手をお願いします。全日本学生弓道連盟に合わせるほうがいいと思う方は挙手をおねがいし

ます。日弓連に合わせるほうがいいと思う方は挙手をお願いします。ありがとうございます。」 

委員長「補足なのですが、審判員も審判長も先生方にお願いしています。全日本学生弓道連盟規

約には遠近競射の判別方法が明記されておりません。遠近競射では日弓連を使用すると思われま

すので事前に確認されるなど、ご協力お願いします。」 

学連会長「補足をさせていただきます。まず的中に関してですが審判員の先生方に説明をして先

生方との齟齬がないようにしていただきたいのが一つです。遠近競射ですが日弓連でも新しい競

技規則ができまして、的の中に矢があれば中りというのが大原則です。遠近では枠外 1 ㎝とけり



だしで枠外 2 ㎝ではけりだしのほうが勝ちです。この場合、射場審判がしっかり見ておかなけれ

ばなりません。日弓連の判定法をしっかり理解しておいていただきたいです。」 

委員長「主管をされる大学の方はお願いする審判員・審判長の先生方にしっかりと全日と日弓連

の違いを説明していただくようお願いします。」 

 

4-4 全国大学弓道選抜大会への出場推薦校の選出について 

（詳細は当日配布した資料をご参照ください） 

学連会長「推薦校についての書面がこれまでなかったことと、次点校を出していただきたいとい

うことです。予備推薦校を決めるための競射をする時間が中四国大会ではないのでこのような提

案をさせていただきます。決め方の大きな考え方としては、まず中四の予選の通過校を決める競

射をすることです。そこで決めた後、推薦校を決めます。同中の場合、選抜大会の予選は 1 立で

あるため、それにならい予選の 1 立目の的中数が多いほうが上位とします。こう言う風に機械的

に順位を決めていくのですけど何か質問はありますか。」 

委員長「ざっくりまとめますと、推薦校の中での順位を決めておいたほうが後での出場権利の獲

得校がわかりやすいです。予選の 1 立目の結果を使うほうがいいという場合と、4 立の中の一番

良い結果を使えばよいか意見を募りたいと思います。予選 1 立目の結果を使うほうがいいという

方は挙手をお願いします。4立の中の一番良い結果を使えばよいという方は挙手をお願いします。

何かわからない点に関して質問がある方は挙手をお願いします。書類の内容で賛成の方は挙手を

お願いします。－賛成過半数なので次の中四国大会から運用していきたいと思います。補足なの

ですが、中四国大会の結果が分かってから全国大学弓道選抜大会への日数が開いております。推

薦手続きを忘れる場合や、新年度で忙しいといったことがあげられます。各県へ提出する出場申

込用紙は確実に提出するようにお願いします。」 

 

５．確認事項 

 5-1 中四国学生弓道連盟年間連絡予定 

委員長「別紙『中四国学生弓道連盟年間連絡予定について』をご参照ください。振込みや会議の

日時にご注意ください。後日 HP にもアップする予定です。」 

 

5-2 主管ローテーション、大会主管について 

委員長「別紙『中四国学生弓道連盟主管ローテーションについて』をご参照ください。 

 

6．次期役員の選出 

委員長「連盟規約に従い、次期委員長の選出を行います（別紙参照）。次期委員長は出席校の過半

数の承認で議決されます。その後、各種専任委員の選出、紹介を行います。」 

委員長「私は、次期委員長に福田を推薦します。彼は私の後任として副委員長の仕事を就職活動

や大会運営の際に私の仕事をたくさん肩代わりしてくれるほどいろんな仕事をさせてしまいまし

た。実際彼は選手でありながらそう言った仕事をきちんとこなしてここまでやってこられたので

次の委員長として僕よりもさらにいい学連運営が出来るのではないかと思って彼を推薦しようと

思っています。福田が次期委員長になることを承認される方は挙手をお願いします。―過半数以



上の承認が得られましたので福田が次期委員長に決定致しました。それでは次期委員長から抱負

をお願いします。」 

福田「私はこれからの運営においてスピーディな運営を目指していきたいと思っております。加

盟校様からのそれぞれの意見等に迅速な対応ができるように心がけていこうと思っております。

言っていることは当たり前なことだとは思いますが当たり前を確実にやっていくことが大事だと

思っておりますので、これからよろしくお願いします。」 

副委員長「私は、次期副委員長に鈴木を推薦します。彼は何事にも妥協しないストイックな性格

の持ち主で、その性格を生かして今までも弓道部の中で運営を適切にこなしておりました。その

性格で中四国の仕事もこなせると思っております。」 

鈴木「中四副委員長という大きな役職におきましては、誠心誠意職務を全うし、最善を尽くした

いと思っております。どうぞよろしくお願いします。」 

会計「私は澤を推薦いたします。澤は部活動の部員の中でも学年や男女を問わず多くの人に愛さ

れる人物であります。その理由は誰に対しても誠実でまじめに接する姿勢と人当たりの良さから

来ているのではないかと思います。この性格は加盟校の皆様と円滑にコミュニケーションをとる

のに大変役に立つのではないかと思っております。また彼は経済学部であり生きた数字を扱って

いるので会計の仕事をこなせると思っております。」 

澤「私は学連のお金を預からせていただく立場として真摯に取り組ませていただきますのでよろ

しくお願いします。」 

書記「私は若山を推薦します。彼は熱心に練習をし、また物事に集中して取り組める彼なら書記

の仕事をやり遂げてくれると思います。」 

若山「中四国学連のような大きな組織の役職に就くのは初めてなので戸惑ったりすると思います

が精一杯頑張りますのでよろしくお願いします。」 

 

7．質問会 

委員長「各大学で尋ねたいことがございましたら是非ご発言ください。活動報告の徳島文理大学

の後ろのほうは徳島大学様です。」 

学連会長「感謝状の贈呈についてのアンケートについて、ご回答ありがとうございました。今年

度は岡山商科大学の徳山師範に贈らせていただきました。弓は人間形成のための修行の場でもあ

るので頑張ってください。」 

 

8．連絡事項 

（詳細は当日配布した資料をご参照ください） 

福田「加盟についてです。中央委員会において公立鳥取環境大学が成果名としての承認を得まし

た。また本会議を持って、聖カタリナ大学・短期大学が準加盟校として新たに中四国学生弓道連

盟に加盟します。次に郵便物についてです。郵送の際は、必ず締切日必着を厳守してください。

不明な点がある、或いは諸事情で遅れる場合は必ずメールや電話で連絡してください。締め切り

に間に合わなかった場合、連盟規約に則り罰金を徴収します。また、特に指定がない限り郵便物

は委員長宅に郵送してください。次に学連連絡についてです。電子メールでの連絡には必ず返信

をお願い致します。また、幹部交代が行われた場合には電子メールアドレス変更用紙とメール連



絡にて委員長に連絡してください。必ず代表者（主将等）の携帯電話番号を記載してください。

加えて、代替わりの際、幹部間での引継ぎを確実に行ってください。メールが前幹部に届く等の

事態が頻発しておりますので、ご協力を宜しくお願い致します。次に代替わりに伴うお知らせに

ついてです。次年度役員名簿、委員長連絡先は後日、本会議の結果報告書と共に郵送します。連

絡係の方は委員長アドレス（PC、携帯電話）からのメールを受け取れるよう受信設定の確認をお

願いします。詳細は後日お送りします。次に会計関連についてです。連盟費、部員登録費等のお

金に関するものは全て、口座振込で納入してください。為替は認めません。間違い金は返還出来

ませんので振り込む際にはよく金額を確認してください。また振込の際には内訳を会計へメール

連絡してください。また、明細書は銀行振り込みではなく、学連指定の明細書の提出用部分のみ

を提出してください。これで平成 27 年度中四国学生弓道連盟代表者会議を終了とさせて頂きま

す。」 


