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国際的な柔道の普及―
国際的な柔道の普及
―「
自他共栄」を実現するために
−To promote the international popularization of judo and realization of jitakyoei
(mutual prosperity for oneself and others).
現在、国際柔道連盟（Ｉ
Ｊ
Ｆ）には、199の国と地域が加盟しています。柔道は、一流競技者から一般市民
に至るまで愛好され、各国の文化的特性と融合しながら創始者嘉納治五郎師範が掲げた「
自他共栄」の実現
を目指しています。

柔道教育ソリダリティーとは・・・
柔道 の国際的な普及 に寄 与するとともに、その活 動を通じて人と人との交流
を図り、異文 化理解を進め、もって日本 のさらには世界の青 少年 教育 に寄与
することを目的とした組織です。

柔道を通して日本の心を伝え、
様々な国との文化交流に役立てたい
−We communicate the Japanese spirit.
昨今の国際情勢を見ると、紛争やテロ、地球環境の劣化、南北格差の拡大、人口増加など問題が山積み
されております。そのような状況の中、一部の発展途上国では柔道の指導者、道衣、畳、教材などが不足し、
柔道を学びたくても学べない現状があります。柔道の国際的普及、振興に努めていきます。
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今、大切なことは、子ども達をいかにして育てていくか

ＴＥＬ：0463-58-1211（
内線3524）ＦＡＸ：0463-50-2230

Email：judo3524@keyaki.cc.u-tokai.ac.jp

−Educate youth through judo.
柔道を通して世界中の人々が心を通い合わせ、お互いの文化を理解することが「自他共栄」を実現するこ
との近道と考えております。これからの社会を担っていく青少年を、柔道を通して育成することが大切であると
考えております。

Solidarity of International Judo Education:
A nonprofit organization whose primary goals are to play a leading role in the international popularization of judo,
as well as to promote, through its activities, communication among people, cultural understanding, and the
education of young people in Japan and overseas.
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国税庁より認定NPO法人に認定されました
本法人は、この度、国税庁より「認定NPO法人」として認定されました(5月1日付)。この制度は、NPO法人の中で
組織や事業活動が適正であり、公益の増進に貢献し、一定の要件を満たす場合に国税庁より認定を受けられる
税制上の措置であります。認定を受けることにより、昨今の厳しい経済状況の中、私たちの活動が計画通りに進め
ていけるのではないかと思っております。昨年秋からの申請手続きにご尽力頂いた皆様に厚く御礼申し上げます。
また、去る5月12日(火)に朝日新聞出版から上梓された『プーチンと柔道の心』(日本語版)の出版報告会を本法
人が開催し、来日中のロシア連邦首相のウラジミール・プーチン氏にご臨席賜り、本を贈呈しました。本法人の役
員が中心となってお迎えしたわけですが、短い時間の中で心をこめたおもてなしができたのではないかと喜んで
おります。
なお、6月23日(火)に本年度の総会を開催いたしました。不透明な時代といわれますが、本法人は趣旨にご賛
同頂く皆々様との連帯(ソリダリティー)を強め、さらに活動の輪を広げていきたいと思います。今後とも相変わりませ
ぬご支援ご協力を賜りますよう切にお願い申し上げます。
特定非営利活動法人柔道教育ソリダリティー（国税庁認定）

通常のNPO法人との相違点は次の通りです。寄付金について特例が適用されます。
①個人が寄付をした場合の寄付金控除の適用
②法人が寄付をした場合の損金参入限度額の拡大適用
③相続人等がその財産を寄付した場合の相続税等課税価格への不参入
④みなし寄付金制度の適用 （収益事業から特定非営利活動に係る事業へ支出した金額は寄付金として損金参入が認められる）

主な活動（2008年11月〜2009年6月）
- Major Activities 年月日

内容

2008年11月14日〜28日

ロシア柔道連盟A・S・
ラフリン副会長及び柔道指導者が来日（
東京）

2008年11月19日

第5回講演会を開催（東京）

2008年11月24日〜30日

山下理事長・光本事務局長が中国を視察、現地柔道館を支援（中国・青島・
上海・
南京）

2008年12月16日

ラオス男子柔道選手3名が帰国

2009年１月29日〜2月3日

日中友好青島柔道館の指導者及び選手たちが来日（
東京・
東海大学）

2009年3月17日

国際柔道研究者会の日本語ホームページが開設

2009年4月20日

第４・５回講演会講演録を発行

2009年5月1日

国税庁より、認定特定非営利活動法人に認定される

2009年5月7日

朝日新聞出版より『プーチンと柔道の心』
を出版

2009年5月12日

来日したロシア首相プーチン氏を招き、『プーチンと柔道の心』
出版報告会を開催

1
※1 2003年に刊行されたロシア語版『
プーチンと学ぶ柔道』
※2 第5回講演会講師のアナトーリー・ラフリン氏と本法人ロシア交流担当兼通訳
の浅井信幸氏
※3 中国南京の「和平の塔」の前で山下理事長
※1 Let s Learn Judo with Vladimir Putin published in 2003.
※2 Mr. Anatoly Rakhlin, the speaker of the 5th Lecture Meeting, and Mr. Nobuyuki Asai,
who is in charge of relations with Russia and an interpreter of the Solidarity.
※3 In front of the Peace Monument in Nanjing Memorial Hall, China.
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日本の心、柔道を世界へ伝えるために・・・
柔道用品（柔道衣・畳）の支援

2008年度は、４カ国にリサイクル柔道衣
計155着を送りました

One hundred and forty-nine recyclable Judogis were received from 22 individuals and institutions between April 2008 and March 2009. One
hundred and fifty-five Judogis were sent to four countries: Costa Rica, Zambia, India, and Mongolia.
柔道を学びたくても学べない環境の子供たちが世界にはたく
さんいます。その原因の一つに柔道衣や畳の不足があげられま
す。本法人では、日本で使われなくなった柔道衣や畳をリサイク
ルし、要望に応じて世界各地へ送っています。2008年度は、22
名（団体含む）の方々より、149着のリサイクル可能な柔道衣を
受け取りました。この柔道衣を東海大学柔道部員がサイズ別に
分け、コスタリカ・ザンビア・インド・モンゴルの４カ国へ計155着
発送しました。
発送から2か月近くたち、ようやく柔道衣
がザンビアに届きました

スポーツ用マットの上で届いた柔道衣
を着た選手たち（
コスタリカ）

届いた柔道衣を嬉しそうに広げるザンビ
アの柔道少年少女

日本からの柔道着を持って嬉しそうな
モンゴルの柔道少年少女

ご支援をありがとうございます!!

外国からの選手・指導者受入

ラオスの男子柔道選手3名を2008年10月よ
り2ヶ月間受け入れました

The Solidarity accepted three male judo wrestlers from Laos from October 14 to
December 16, 2008. They will take part in the judo competition at the Hong Kong 2009
East Asian Games that will be held in Hong Kong in December 2009.
2008年の10月14日から１２月１６日の間、ラオスより男子柔道選手を３名受け入れました。
2008年夏にラオスへ派遣した、及川裕輔君（東海大学大学院生）が指導にあたり、東海大
学の柔道部で練習をしました。来日中には、東京都品川区の区民大会等に出場し、日本の
柔道に触れました。
ラオスへ帰国後は、2009年12月香港で開催される東アジア2009年東アジア大会柔道競技
へ向けて柔道の稽古に励む予定です。
柔道を通じ友情を育んだ東海大学生とラオス
の柔道選手たち

Mr.Phnepaseud Phengsy
ポンパスード ペンシー

Mr.Phanouvong Phouthasinh

東海大学で練習したら、自
分の技術が向上しました。
品川区の大会で優勝できた
のは、みんなと一緒に練習
したおかげです。ありがとう
ございました。日本の生活
はとてもよかったです。

日本の生活は食べ物や習慣
に慣れず、そしてとても寒くて
大変です。でも、柔道の練習
はとても楽しく、分からないと
ころや間違えているところを
教えてくれ ました。増量はき
つくて、吐くまで食べました。

パノウボン プタシン

Mr.Phrommala Phalitha
プロンマラ パリタ
東海大学柔道部はとても
強く、その中でみんなと一
緒に練習でき、仲良くして
もらいました。みなさん、あ
りがとうございます
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日本の心、柔道を世界へ伝えるために・・・
柔道文献の翻訳事業

『プーチンと柔道の心』(朝日新聞出版) の出版報告会を
2009年5月12日に開催しました。

Inviting Russian Prime Minister Vladimir Putin, a publication ceremony was held on May 12,
2009 for Putin to Judou no Kokoro (Putin and the spirit of judo) published by Asahi Shimbun
Publications Inc. Prime Minister Putin was truly pleased that a Russian judo manual, which he
coauthored with two judo associates ten years ago, has been translated and published in Japan
thanks to Mr. Kazuo Kobayashi, a journalist and former NHK Moscow bureau chief.

出版報告会で挨拶を行った山下理事長と
プーチン氏

2009年5月12日、ロシア連邦首相のウラジミール・プーチン氏を招き、『プーチンと柔道の心』(朝日
新聞出版)出版報告会を開催しました。山下理事長は、「この出版報告会に柔道家でもあるプーチ
ン氏をお招きし、本の贈呈をすることが出来、大変嬉しい。プーチン氏はご存知のように技も心も一
流の柔道家である」と挨拶をしました。
プーチン氏は、2人の柔道仲間と10年前に上梓したロシア語版の柔道教則本が和訳されて出版さ
れた事という願いが、ジャーナリストの小林和男氏（元NHKモスクワ市局長)氏の働きかけにより、実
現和訳されて出版されたことを大変喜んでいました。
贈呈式でプーチン氏は、「
日本には、独自の文化があり、それを尊敬している。音楽、武術や料理
など多くのものに対し、我々ロシア人は親しみを持っている。柔道は世界規模で人気があるスポーツ
だと思う。私は、その柔道からいろいろなことを学んだ」
と語りました。
その後、三井物産(株）槍田松塋取締役会長の発声で参加者一同乾杯しました。
本法人は今後とも日露の信頼関係が少しでも良い方向に進めるよう今後も努力していきたいと思
います。皆さんのご支援に、改めて心から感謝申し上げます。

『プーチンと柔道の心』
の編集やインタビュー
記事を書いた小林和男氏

2005年11月、山下理事
長は来日した、プーチン
大統領（当時）に、嘉納治
五郎師範直筆の書を贈呈。
受け取ったプーチン氏
は、「個人ではなく、皆で
共有したい」述べ感謝の
意を表しました。

On the same day, an honorary PhD degree from Tokai University was conferred on
Prime Minister Putin by Dr. Eng. Tatsuro Matsumae, Chancellor of Tokai University, for
his academic achievements through martial arts, profound understanding of the
Japanese culture, and distinguished services to academic and cultural exchanges between
Tokai University and the Russian Federation.

同日に、東海大学松前達郎総長から、プーチン氏へ「武道を通じた学術的
功績、日本文化への深い造詣、東海大学とロシア連邦との学術・文化交流に
対する多大な尽力に対し、名誉博士の学位（
学術）
を授与されました。

『プーチンと柔道の心』 (朝日新聞出版)
『プーチンと柔道の心』は、2003年にロシアのオルマ・プレス社より刊行された『プーチンと学ぶ柔道』
（著者＝ウラジミール・プーチン、ワシーリー・シェスタコフ、アレクセイ・
レヴィツキー）の中から、プーチン
氏と柔道そして日本とのつながりが深い部分個所を山下理事長、元ＮＨＫモスクワ支局長の小林和男
氏が抜粋して紹介しました。
第一章「
柔」の人プーチンで山下理事長はプーチン氏の柔道家の側面を紹介し、プーチン氏が嘉納治
五郎師範の目指した柔道を社会生活の中で実践していることに非常に感銘を受けたと語っています。
『プーチンと柔道の心』朝日新聞出版
ウラジミール・プーチン、ワシーリー・
シェスタコフ、アレクセイ・レヴィツキー（著）
小林和男、山下泰裕（編）イーゴリ・アレクサンドロフ（訳）
定価：本体1600円 ISBN978-4-02-250593-4
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日本の心、柔道を世界へ伝えるために・・・
国際柔道研究者会（IAJR）HP開設のお知らせ
The International Association of Judo Researchers (IAJR) was founded in 2006, to assist the development and global spread of judo by supporting
judo-related research and education; the Association will foster the international network of judo researchers and universities, facilitate academic
exchanges among researchers, and promote the exchange information and academic cooperation.

国際柔道研究者会、執行委員会の役
員たち

IAJR（International Association of Judo Researchers）は柔道に関する研究及び教育を支援すること
により、世界各国の柔道研究者や大学間の連携を高め、研究者の学術交流を円滑にし、情報交換・研
究協力を促進することによって、柔道がより国際的な発展と普及をすることを期待し2006年に設立され
ました。
設立後、イギリスのバース大学を中心に行われていたウェブサイト作成を当法人は支援してきましたが、
2009年3月にIAJR日本語サイトが立ち上がりました。
IAJRのウェブサイトでは、過去に行われた国際柔道連盟世界研究者シンポジウム（International Judo
Federation World Research Symposium）で発表された内容や、柔道に関する学術論文の概要が閲覧
出来ます。
また、2009年8月25日にオランダ、ロッテルダムで行われる「第６回国際柔道連盟世界研究者シンポジウ
ム」の詳細も掲載されています。
Ｉ
ＡＪ
Ｒでは、研究者間のネットワーク構築、情報意見交換を進めるために、研究者登録を行っています。
登録フォームはウェブサイトより入手できます。

IAJRウェブサイト ⇒ http://www.bath.ac.uk/sports/judoresearch/

第5回講演会 「柔道と私」

2008年11月19日第5回講演会をアナトーリー・
ラフリン氏を迎え開催しました

The 5th Lecture Meeting was held in Kasumigaseki Building, Tokyo, on November 19. Mr. Anatoly Rakhlin, a judo instructor to Prime Minister
Putin, spoke on the subject of Judo and Me. The successful event attracted more than 100 participants and many questions were asked.

11月19日、東京・霞が関ビルにて、第5回講演会を開催しました。『柔道と私』の演題で、プーチン首相の柔
道の師、アナトーリー・ラフリン氏が講演を行いました。会場には、100名以上の参加者が集まり、参加者より多
くの質問が出るなど盛会となりました。
ラフリン氏は、「嘉納治五郎師範が広めた伝統的な日本の柔道が今形を変えているのは、なぜ起きてし
まったのか。現在IJFにより行われているルール改正や戦術の移行は、柔道の正しい発展とは言えない。
我々は、強く美しい柔道に回帰したい。チャンピオンを作る前に、まず人間をつくらなければならない。そして
更に多くの人々が、柔道の稽古に参加できるようにしたい。柔道はただのスポーツではなく、人生哲学そのも
のです。人が人であるために、目上の人を敬い、どのような相手も人として尊敬し、常に善良であること。キリ
スト教、仏教など多くの宗教に見られる信仰の核心を柔道の哲学は内包している」
と、熱く語りかけました。
また、今回の来日に際し、5名の青少年の柔道指導者を同行したことについては、「日本で柔道を学び、そ
れをロシアに持ち帰りたい。私たちは日本の皆様とともに、嘉納治五郎先生が示した柔道に立ち戻りたい」と
述べました。
講演を行ったアナトーリー・
ラ
フリン氏

今回の講演会では、聴講者との質疑応答が活発に行われ、多く
の質問が出ました。ラフリン氏は、講道館少年部の感想を聞かれ、
「稽古の前半で基礎を学び、後半で乱取りや実践的なことを学ぶ
という形を大変興味深く見学させていただいた。日本の美しい柔
道に比べ、ロシアは不十分だ。これは、指導者の差が出ているの
だろう」と、答えました。
当日の会費は、当法人の海外への柔道普及に使用する予定で
す。
会場には多くの聴講者が集まり、質疑
応答が活発に行われました

「プーチンと柔道の心」
日本語版を手
がけた小林和男氏も質問する

The attendance fees collected on the day of the lecture will be
used for the Solidarity s activities to promote judo overseas.
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柔道を通じた異文化交流、異文化理解のために
日中友好青島柔道館の子供たちが来日
Eight children learning judo in the Japan-China Friendship Qingdao Judo Hall visited Japan from
January 29 to February 3, 2009 to experience judo in Japan.
2009年1月29日〜2月3日、日中友好青島柔道館の指導者2名、子供たち8名、保護者10名が来日しました。初
めて日本を訪れた子供たちは、短期間でしたが、東海大学を見学、望星学塾で柔道の練習に参加、東京都少
年少女柔道大会を視察、講道館表敬訪問など、充実の日々を過ごしました。

望星学塾の塾生と記念写真

今回の来日に当たり、NPO法人柔道教育ソリダリティーの皆様、
東海大学、望星学塾の皆様に大変お世話になりました。子どもた
ちは初めての海外、日本で不安も多くありましたが、大きな問題も
なく帰国することが出来ました。これも皆様の支援のおかげだと
思っております。本当にありがとうございました。

青島柔道館館
長の徐殿平氏
望星学塾での練習に参加しました

柔道館の子供たちは、日本の柔道に触れ「技が自分たちより多
く、とても上手であること。それを羨ましく思うと当時に、日本の練
習環境に憧れる。もっと強くなって、日本の子供たちともう一度柔
道をしたい。」と話していました。日本の子供たちと出会ったことで、
日頃の柔道の練習にもより一層の励んでおります。

南京に友好の柔道館を！

中国南京市で友好柔道館開設を目指し、柔道候補地
を2009年11月24日〜30日に視察しました

Seeking the possibility of opening another Japan-China Friendship Judo Hall in Nanjing, the first of which was built in Qingdao with a grass-roots
grant aid from the Ministry of Foreign Affairs in November 2007, Executive Director Yasuhiro Yamashita and Secretary-General Keiko Mitsumoto
visited Nanjing, Qingdao, and Shanghai from November 24 to 30, 2008.
2007年11月に外務省の草の根無償支援で開設された青島友好柔道館に続いて、南京に第2の日中友好柔道場が開設できる可能性を探るために、
2008年11月24日〜30日まで南京、青島、上海を山下理事長、光本事務局長が訪問しました。
山下泰裕理事長談

南京柔道連盟の皆さんと南京柔道
館候補地の前で

南京柔道連盟劉俊林
会長と

青島友好柔道館を開設するため動き始めた2006年に、南京柔道連盟会長の劉俊
林先生から南京市に友好柔道館を開設したいという意向が私の方に届いていました。
劉俊林先生は、2006年〜2007年の間、中国男子柔道チームの監督として、来日さ
れています。しかしながら、日本国民の貴重な税金（草の根文化無償資金協力では、
1000万円が上限）を用いて開設するために、まず青島の友好柔道館が軌道に乗っ
てから南京のことを考えたい、と伝えていました。南京市で候補にあがっている柔道
館は、すでに江蘇省体育学校の中にあり、3階建ての2階に位置しており、現在は女
子の柔道練習場になっていました。
今回の訪中の目的は、南京市と外務省（上海領事館）と友好柔道館開設について
の話し合いでしたが、以下のようなことを確認しました。

1. 南京市の人口800万人の中、日本人は上海や他の大都市に在住している日本人に比べて大変少ない。上海から遠くない場所にありながら、
南京での過去の経緯もあり、日本企業の進出が少ない。今後は、この道場館を通して日本と南京の距離を縮めたい。
2. 草の根無償資金協力を受けるにあたり、候補地の江蘇省運動学校にある女子のための柔道場を、一般市民が利用し柔道館を通じて日中の
交流の可能性を質問したところ、南京市、南京体育局そして南京柔道協会もこの点について十分に理解があり、日中の交流の可能性が見
出せた。

山下理事長は、候補地の視察に先立って、上海総領事館と南京に住む日本
人の方々の協力を得て、南京大学で講演しました。南京大学に留学している日
本人、南京柔道協会関係者、日本語を勉強している中国人の方など、200名以
上が聴講しました。
講演内容は、嘉納治五郎師範が日清戦争後に行った中国との交流、本法人が
取り組んできた日中交流など、「柔道の心、日本の心」についてです。
参加者からは、「なぜ今、南京に柔道場の開設をするのか？」
という質問が出まし
た。この質問に対して山下理事長が、「
日中友好のために柔道場を開設するのな
ら、南京以外に考えられなかった。南京柔道場は日中の平和のために建設した
い」と答えると、参加者から大きな拍手が沸きました。

南京大学で行った講演会の様子

南京の平和祈念館で
平和を祈る
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青少年を育てるために
塾友杯少年柔道大会

2008年12月7日（
日）
に、東京・
三鷹の望星学塾で塾友
杯少年柔道大会を開催しました
The Bosei Gakujuku Friendship Cup Junior Judo Tournament was
held at Bosei Gakujuku in Musashino City, Tokyo, on Sunday,
December 7, 2008.

塾友杯少年柔道大会で開会の挨拶
をする、望星学塾松前達郎塾長

日頃の練習の成果を発揮した子供
たち

第28回塾友杯少年柔道大会が2008年12月7日（日）に東京武蔵野市
の望星学塾で開催されました。この大会は、小学生から中学生までの
学年別体重別の個人戦で、柔道少年少女の日頃の練習成果を発揮
することと、他道場との交流を深めることを目的として開かれています。
大会には、関東近県から24団体363名の選手が出場し熱戦が繰り広げ
られました。

今後の活動予定
柔道シンポジウム

外国（中国）からの指導者・
選手受入事業

Assistant Executive Director Toshiaki Hashimoto will
deliver a lecture at the Symposium on Japanese Judo held
in the Japan-China Friendship Qingdao Judo Hall, China, in
August 2009.

The Solidarity will accept instructors and judo wrestlers.

国際交流基金と協力して、中国青島市の日中友
好青島柔道館から指導者１名、中国南京市より指
導者１名、中国男子ナショナルチームより選手１名
を10月より東海大学を中心に受入れます。

2009年8月に松前柔道塾一行が中国・青島日中友
好青島柔道館を訪問し、橋本敏明副理事長が参加し
てシンポジウム」を行う予定です。

外国への指導者派遣事業

外国へのボランティア学生の派遣

Two judo instructors will be dispatched to St.
Petersburg twice, in July and September 2009.

Volunteer students will be sent to Qingdao, China,
during the summer or winter vacation in 2009.

2009年7月と9月に中西英敏東海大学教
授、柏崎克彦国際武道大学教授をそれぞ
れロシア・サンクトペテルブルグへ派遣しま
す。

外国（ロシア）
からの選手受入事業

2009年夏季休暇または冬期休暇の間、ボラン
ティア学生を中国青島に派遣する予定です。

柔道による青少年育成事業
The Solidarity will support a training program for
international students during the Matsumae Judo Juku
International Friendship Week, July 1 through August
8, 2009.

Mr. Rakhlin and the Russian national women s team will visit
Japan.

プーチン首相の柔道の師、ラフリン氏とロシア女子柔
道ナショナルチームが11月頃の予定で来日します。

2009年7月1日〜8月8日松前柔道塾国際親善
週間、留学生研修プログラムを支援します。

お知らせ
御冥福をお祈りいたします

植村健次郎理事

本法人設立時より、理事を務めた植村健次郎氏
が2009年2月10日に膵臓癌のため逝去されまし
た。享年68歳。
慶応義塾大学柔道部OBの植村理事は、（社）全
日本学生柔道連盟の副会長を務めるなど、長年
学生柔道の振興に尽力されました。

国際柔道研究者会（Ｉ
ＡＪ
R）では、2009年世界柔道選手権大
会に合わせ、8月25日オランダ・ロッテルダムで国際科学柔道シ
ンポジウム（International Science of Symposium）を開催します。

ホームページ更新情報などをお送りします。
メールマガジン登録 ↓

https://d.blayn.jp/sm/p/f/tf.php?id=npojks
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２００８年度 会員状況
− Supporter −

（株）アルデプロ

（学）東海大学

東建コーポレーション（株）

（株）ローソン

ミズノ（株）

（株）ファンドクリエーション

伊藤忠商事（株）

（株）アサヒ、（
株）アシックス、新井運送（
株）、ＮＰＯ法人今治しまなみスポーツクラブ、植木会
計事務所、（株）大戸屋、オクト産業（
株）、小澤税務会計事務所、（学）加計学園、川中不動
産（株）、（
株）神田製作所、紀柔館、九州電力（株）、きょうされん、共和電子（株）、熊本藤柔
会、（株）廣洋、（株）
小松製作所、（株）
三技協、秀和ビルメンティナンス（株）、（株）しんわ食
品、（株）鈴廣蒲鉾本店、星差グループ、綜合警備保障（株）、（株）ダイゼン、（
株）ダイワコー
ポレーション、（株）築地すし好、（株）テック、東海ウイング（株）、東海大学付属相模高等学
校、（財）東京都柔道連盟、東雄技研（株）、（医）徳真会グループ、（株）ドランゴンパワー、
（株）ハート出版、（医）白磁会 中之島センタービル歯科、肥後銀行（株）、（株）富士サービ
ス、（株）ブラスト、（株）ぷれしーど、ミズノスポーツ振興財団、(有)みのさんファーム、三井住
友海上火災保険（株）
、（株）ユニバーサルアンダーライタース、リコーリース（
株）
（５０音順）

お知らせ

三井物産（株）

大成建設（株）

個人

団体

正会員

162

34

賛助会員

65

13

アドバイザー

32

２０１０年度より、会費制度が変わります !!

旧会費（2009年度まで）
正会員（
個人）一口10,000円
（団体）
一口50,000円

九州電力（株）

（2010年4月1日施行）

新会費（2010年度より）
個人会費が5000円に変更になります

会員 （個人）一口5,000円
（団体）
一口50,000円
※一口以上

※一口以上

賛助会員（個人）
一口3,000円
（団体）
一口10,000円

賛助会費は、寄付金あつかいとなります

寄付：特に定額はありません

寄付：特に定額はありません
ＦＡＸにて会員登録をしていただき、下記金融機関に振込をお願いいたします。
会費の入金確認後に本登録をさせていただきます。
■郵便振替

口座記号番号：
00200-7-37175
加入者名：
特定非営利活動法人柔道教育ソリダリティー

■銀行振込

三菱東京ＵＦＪ
銀行 平塚駅前支店 普通口座1573953
口座名称：
特定非営利活動法人柔道教育ソリダリティー 理事山下泰裕
横浜銀行 東海大学駅前支店 普通口座1768726
口座名称：
特定非営利活動法人柔道教育ソリダリティー 理事山下泰裕

