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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（ＩＪＦ）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。

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。

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。

http://npo-jks.jp
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①日中友好南京柔道館の調印式（中国・南京市） ②第25回SEAゲーム（ラオス） ③学生ボランティア（中国・青島市） ④松前柔道塾国際親善週間

⑤中西英敏氏、サンクト・ペテルブルグ市での柔道指導 ⑥柏崎克彦氏、サンクト・ペテルブルグ市での柔道指導
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※1 「日中友好南京柔道館」の調印式にて挨拶を行う劉俊林南京柔道協会長

※2 中国・青島市で柔道指導を行った瀬野泰孝君

※3 福田敬子先生を招いて行われた第7回講演会

主な活動 （2009年6月～2009年12月）
- Major Activities -

年月 日 内容

2009年6月23日 第4回総会・第6回講演会を開催（東京・霞が関）

2009年7月1日～8月8日 松前柔道塾国際親善週間「留学生プログラム」の運営を支援（東京・望星学塾他）

2009年7月27日～8月2日 柏崎克彦氏をロシア・サンクトペテルブルグ市へ派遣

2009年8月17日～20日 「日中友好青島柔道館」にてシンポジウムを開催（中国・青島市）

2009年8月17日～9月21日 学生ボランティア、瀬野泰孝君を中国・青島市へ派遣

2009年9月14日～21日 中西英敏氏をロシア・サンクトペテルブルグ市へ派遣

2009年10月1日～ 中国・遼寧省・瀋陽市より国際交流基金との共催で王皓君を招聘

2009年10月7日～ 中国・山東省・青島市より国際交流基金との共催で王華さんを招聘

2009年10月27日 第7回講演会を開催（東京・講道館）

2009年11月5日～ 中国・江蘇省・南京市より国際交流基金との共催で常東氏を招聘

2009年11月5日 「日中友好南京柔道館」の調印式が開催される（中国・南京市）

南京柔道館の調印式が行われました
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2009年11月5日、中国・南京市で「日中友好南京柔道館」建設の調印式が挙行されました。スポーツを通し

て両国の友好親善を深めるため、また柔道の『自他共栄』の理想実現のために、今日までご尽力された皆様

方に深甚なる敬意を表する次第です。

北京で開催されたオリンピック競技大会の成功は、私たちに新たな勇気と情熱をもたらせました。まさしくス

ポーツを通して心身を鍛錬し、国や地域、文化の違いを超えてお互いを理解し世界平和に貢献していくこと

ができるというオリンピックの理念は、世界のスポーツマンが共有する精神であるのみならず、21世紀の平和

を築く原動力であり、人類の希望であると考えています。オリンピックスポーツとして親しまれている柔道を通

して南京の地に『自他共栄』への一歩を踏み出せた事を嬉しく思います。

昨年、南京市を訪問し、南京の方々の熱意に感銘した私は、いよいよ友好の槌音が響くことに緊張してお

ります。中国と日本の人々が未来志向で交流できる場が1日も早く完成することを願ってやみません。「日中

友好南京柔道館」は、スポーツが人と人の心を結ぶ文化であることを広く世界に示すのではないかと期待し

ております。

本法人は今後も「日中友好南京柔道館」を支援していきたいと思っております。

2009年11月5日、中国江蘇省南京市に外務省「草の根無償資金協力」で、「日中友好南京柔道館」建設のための調印式が外務省・上海総領事

館、南京市、南京市体育局、南京柔道協会及び南京運動学校の間で行われました。

The signing ceremony for the construction of the second Japan-China Judo Friendship Center, in Nanjing, Jiangsu province in China, was held on

November 5. This project is supported by Grant Assistance for Grass-roots Projects of the Japanese Foreign Ministry. The ceremony was attended by

representatives from the Ministry of Foreign Affairs of Japan, the Consulate General of Japan in Shanghai, the City of Nanjing, the Nanjing Sports

Bureau, the Nanjing Judo Association, and the Nanjing Sports Institute.
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※1 Mr. Liu Junlin, president of the Nanjing Judo Association, delivers a speech at the

signing ceremony for the construction of the Nanjing Japan-China Judo Friendship

Center.

※2 Mr. Yasutaka Seno, who conducted Judo training in Qingdao, China.

※3 The seventh lecture presentation was held with Professor Keiko Fukuda as guest speaker.



柔道用品（柔道衣・畳）の支援

日本の心、柔道を世界へ伝えるために・・・

2009年度は、12月までに柔道衣468着
（7カ国）、畳179枚（2カ国）を送りました。

外国からの選手・指導者受入 中国より選手1名・指導者2名を受け入
れました

On behalf of the National Committee of

Sports and Physical Culture, I would like to

express a sincere thank to Solidarity of

International Judo Education for the

Donation (80 Judo gis), which will be used for

Judo development in the Lao P.D.R and

preparation for the 25th ＳEA Games 2009 in

particular.

国際協力機構（JICA)シニアボランティアの菊池正敏氏が活動を行っている「ラオス・ジャパン武道センター」よりリサイクル柔道衣の

礼状が届きました。

ラオス・ジャパン武道センターを代表し
て、NPO法人柔道教育ソリダリティーの

皆様に、リサイクル柔道衣のお礼を申し
上げます。80着もの柔道衣は、第25回
東南アジア競技大会で特別に使用させ

ていただきます。あなた方の協力と支援
に感謝いたします。

2009年10月から国際交流基金の文化協力の助成金をいただき、瀋陽市より王皓（ワン・ハオ)君、青島市より王華(ワン・ファ)さん、

南京市より常東(チャン・ドン)氏を2010年4月まで約半年間受け入れています。

2009年11月5日に中国南京市から来日し

ました。

現在、本法人は外務省草の根無償資金で

中国江蘇省南京市に友好柔道館の開設を

目指していますが、柔道館開館後は常東

氏が中心になって、道場の企画・運営、ま

た柔道を通した南京市民との交流などを

行っていく予定です。

常東氏は、東海大学の日本語別科の先生

方の協力を得て日本語や、柔道の指導方

法、町道場での運営方法など2010年4月末

まで東海大学柔道部を基盤として研修する

予定です。

2009年10月7日に中国青島市「日中友好

青島柔道館」から来日しました。草の根無

償の資金協力を得て開館した「日中友好

青島柔道館」は、現在順調に運営されてい

ます。山下理事長は柔道館開館後の支援

を大変重視しています。

「みなさん、私のことを覚えていますか?

私は2008年3月から8月まで東海大学柔道

部で研修していました。今回、国際交流基

金とNPO法人から、このような貴重なチャン

スをいただき心から感謝しています。来年

の4月まで、柔道の指導法や日本語の研修

を中心に頑張っていきます。よろしくお願い

します」

2009年10月1日に来日した王皓さんは、

中国男子柔道ナショナルチームの強化

選手であり、2007年世界団体戦で3位に

入賞、また2008年中国ナショナルマス

ター選手権大会で2位に入賞した実績が

あります。今回の来日で、東海大学を中

心に柔道強化に励み、ロンドンオリンピッ

クを目指します。

王皓君は、2010年4月に東海大学武道

学科に入学する予定です。

「柔道も日本語も頑張ります!!」

We have received letters of appreciation from the Laos-Japan Budo Center where Mr. Masatoshi Kikuchi, senior volunteer of Japan International

Cooperation Agency (JICA), works, for Judo-gi donations.

We have received a cultural exchange grant from the Japan Foundation since October 2009, which we are using to invite Judo practitioner Mr. Wang

Hao from Liaoning, instructor Wang Hua from Qingdao, and instructor Chang Dong from Nanjing to Japan for about half a year until April 2010.

ラオス・ジャパン武道センターのリ

サイクル柔道衣の贈呈式

王 皓

Wang Hao

王 華

Wang Ｈua

常 東

Chang Dong

現在、青年海外協力隊で活動を行っている小島

千秋さん（ホンジャラス派遣）、渡辺和也君（マダガ

スカル派遣）、長瀬拓己君（インド派遣）へ、柔道

衣を送付しています。

柔道衣の到着、楽しみに待っています！
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日本の心、柔道を世界へ伝えるために・・・
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外国への柔道指導者派遣

このセミナーは、ロシア全土から選出された若手の柔道指導者約35人が参加していて、基本

動作の指導法を中心に、特に固め技の基本動作の指導法とその応用技能、捨て身技を指導

してほしいとのことでした。

セミナー全体を通して積極的に質疑応答がなされ、「抑え込みのポイント」「固め技の単独動

作と実戦との関係」「崩しの指導法」「体さばきの指導法」といった技術的なものから「絞め技の

学習年齢」「固め技の効果的な稽古方法」「投げ技と固め技の稽古時間の比率」「道場での躾」

「試合前のコンディショニング」等々、日本での尐年柔道の実態と関連付けたものが多くありまし

た。セミナーの内容は、後日DVDに録画され受講生に配布されるそうです。

柔道は、日本民族の基本的な思想理念や行動様式を多く含んだ日本の武道・スポーツ文化

の一つであり、世界各国に普及しました。この柔道を通した柔道教育ソリダリティーの活動は、

国家や民族間の理解を深め世界の平和に大いに貢献していることは疑う余地もありません。今

回、この活動に参加で出来たことに心から感謝申し上げます。

国際武道大学柏崎克彦教授、東海大学中西英敏教
授をロシア・サンクトペテルブルグ市へ派遣しました

学生ボランティア派遣

本法人とロシア柔道連盟の共催で柔道コーチングセミナーを7月28日～31日、9月15日～20日の2回、サンクトペテルブルグ市の
道場「YAWARA NEVA」で開催しました。セミナー講師として国際武道大学柏崎克彦教授、東海大学中西英敏教授をロシア・サンク

トペテルブルグ市へ派遣しました。

中国青島市「日中友好青島柔道館」での一ヶ月間は、毎日が初体験の連

続で、一日一日がとても濃く、とても語りきることなど出来ない様な生活を送り

ました。また、たくさんの友達ができ、子供たちからは名前で呼んでもらえるよ

うになり、何度も食事に連れて行って頂き、楽しく充実した毎日を送ることが出

来ました。このような貴重な体験をする機会を頂けた事が本当に幸せな事だと

感じました。柔道指導について悩んだ時期は何度もありましたが、とても良い

勉強になったと思います。青島に、また必ず会いに訪れると子供たちと約束を

したので、子供たちに負けないように自分も成長していこうと思います。この

一ヶ月間、多くの人々の支えの中で生活をして、言葉の違い、文化の違いと

いったものに悩んだことやありましたが、柔道を続けてきて本当に良かったと

思いました。

中国でお世話になった人達全員に、この言葉を伝えたいです。我愛青島

人・・・私は青島の人々を愛しています。

2009年8月21日～9月22日の間、瀬野泰孝君を日中友
好青島柔道館へ派遣しました。

From August 21 to September 22, 2009, Mr. Yasutaka Seno was sent to the Tsingtao Japan-China Judo Friendship Center.

ボランティア学生

東海大学大学院体育学研究科 瀬野 泰孝

アテネ五輪銀メダリストの
劉霞選手と

日中友好青島柔道館の子供た
ちに指導を行う瀬野君

セミナーは、ロシア柔道連盟のシニエルニコフ氏、

ラフリン氏、ワレリー氏を中心に行われました

今回のサンクト指導にあたって、7月に寝技の指導で柏崎教授が行かれました。 私は、9月

14日～21日に立ち技の指導中心ということで、派遣されました。事前に講習の準備を整え、自

分の指導パターンをしっかり練って現地に赴きました。内容は午前3時間・午後3時間という大

変密度の濃い講習となりました。現地スタッフの方々のリクエストに加え、参加指導者(約60-70

名)からの要望や質問に応える方法で行いました。

講習を終え、スタッフと参加者全員から｢大変素晴らしい内容であった｣との言葉を頂き(もちろ

んお世辞もあると思いますが)約1週間同行した妻の協力も得、初期の目的を充分達成すること

ができたと思います。また、指導に使った私の著書「DVDでわかる！柔道入門」を参加者全員

が購入したいと言ってくれたり、大変嬉しく思っています。

今回の国際交流の輪がさらに広がる事を期待しております。
立ち技などの柔道指導を行う東海大学中西英

敏教授
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A Judo coaching seminar was co-hosted by the Solidarity of International Judo Education and the Russian Judo Federation twice from July 28 to 31,

and from September 15 to 20, at the “Yawara Neva” dojo in Saint Petersburg. As instructors, Professor Katsuhiko Kashiwazaki of International Budo

University and Professor Hidetoshi Nakanishi of Tokai University were sent to Saint Petersburg, Russia.

国際武道大学 柏崎克彦教授 記

東海大学 中西英敏教授 記



日中友好南京柔道館
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第7回講演会 「清く・優しく・美しく」をモットーに

柔道を通じた異文化交流、異文化理解のために

講演会は筑波大学山口香准教授が、福田敬子先生、梅津勝子さん(女子8段)、斉藤英子さん

(女子6段)の先生方3名にインタビューする形で進行されました。

福田敬子先生は、柔道の創始者・嘉納治五郎師範に師事し講道館女子部に21歳で入門、柔

道一筋の人生を送ってこられました。1966年にはアメリカでの柔道普及のために渡米し、サンフラ

ンシスコに桑港女子柔道クラブを設立されました。2006年に女性初となる9段を取得し、同年93歳

の誕生日を迎え、それを機にKeiko Fukuda Judo Scholarship を設立され現在も柔道普及に精力

的に活動されています。今回の講演会は、アメリカからの一時帰国に合わせて行われました。

福田先生は、女子柔道創始の苦労や嘉納治五郎師範との思い出を話されました。梅津勝子さ

んは柔道を始めたころのご苦労や喜びを話され、斎藤英子さんはアメリカへ渡り、柔道の普及に

ご尽力いただいた頃のお話をされました。

2009年10月27日、「福田敬子先生の里帰りを実現する会」との共催で、第7回講演会を開催しました。会場は170名以上の参加者
が集まり、大盛況となりました。

第6回講演会 「ロシアの政治リーダー」
2009年6月23日、東京・東海大学校友会館にて、第6回講演会を開催しました。『ロシアの政治リーダー、プーチンとメドヴェージェ
フの手法と柔道』の演題で、ジャーナリストの小林和男氏が講演を行いました。

日本で報道されているような「今にも崩壊しそうな独裁国家」のイメージのロシアに対し、小林和男氏

は報道されている物事の本質を見極める目を持ってほしいと話されました。プーチン首相に対しても

同じで、日本では「KGB出身の嫌なヤツ」と思われているが、実際のプーチンはそんなことはなく、多く

の日本人が知らない側面がある。柔道を離れてロシアという国をどう考えていけばよいのか？現在と

将来のロシア情勢をプーチン首相の政治手法ややり方、手口を分析しつつ話されました。

ロシアをすぐに好きになれと言うのは無理かもしれませんが、それでもロシアは強力な大国。そして

マーケットとしても資源供給国としても、また文化の殿堂としてのロシアの役割も「嫌いだから知らない

では、日本人の損」と述べられました。

2009年11月5日、中国江蘇省南京市にて「日中友好

南京柔道館」の調印式が行われました。

中国江蘇省南京市に中国で二番目となる日中友好南京柔道館の調印式

が2009年11月5日に行われました。この柔道館は、外務省「草の根無償資金

協力」によるもので、外務省（上海総領事館）と南京市、南京体育局、南京柔

道協会、南京運動学校の協力を得て2010年3月開館に向けて進められてい

ます。調印後には、南京運動学校内にある女子柔道練習場の改修工事が始

まりました。開館後は、南京一般市民の利用を可能にし、柔道館を通じて日

中交流が出来るようにする予定です。本法人では、この友好柔道館を通して、

両国が柔道を通じて平和と友情を築くために引き続き努力していきます。

On June 23, 2009, the sixth lecture presentation was held at the Tokai University Club in Tokyo. Journalist Mr. Kazuo Kobayashi gave a lecture on

the subject “Russian Political Leaders: Putin and Medvedev’s Techniques and Judo.”

On October 27, 2009, the seventh lecture presentation was held, co-hosted with the support group for the home visit of Professor Keiko Fukuda. More

than 170 people gathered at the venue and it was a great success.

On November 5, 2009, the signing ceremony for the “Nanjing Japan-China

Judo Friendship Center” was held in Nanjing, Jiangsu province in China.

ロシア情勢を中心に講演を行った小林

和男氏

にこやかにインタビューに答える福田敬

子先生

日中友好南京柔道館の調印式に参加した日中両国の関係者

柔道教育ソリダリティーのバックナンバー講演録をご要望の方は、事務局0463-58-1211
（内線3524）までご連絡下さい。講演録は無料で配布しております。
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松前柔道塾国際親善週間

青尐年を育てるために

認定ＮＰＯ法人柔道教育ソリダリティー

2009年7月1日～8月8日に、望星学塾で松前
柔道塾国際親善週間が開催されました

2009年7月1日～8月8日に、東京・武蔵野市の望星学塾で松前柔道塾国際親善週間が開催されました。 ”Study Abroad Japan with Judo” 柔道

技術の向上と日本の歴史や文化を学び、異文化理解を深めるなど、「柔道を通じた人間教育」を目的として海外で柔道を学ぶ高校生15名を受け入

れました。

研修生は、松前柔道塾を中心に東海大学付属高輪台高校、慶応義塾大学（日吉キャンパス）、日本学園高校、東京大学、東海大学、国際武道

大学など様々な場所で出稽古を行いました。7月31日には松前柔道塾内で行われた柔道大会に参加し、8月2日に日本武道館で開催された「全日

本武道練成大会」を見学、8月6日に東海大学湘南校舎で行われた「学園オリンピック」には、「望星学塾チーム」として参加するなど日本の柔道環境

に触れました。日本文化の研修としては、松前重義博士が眠る望星塚（西多磨霊園）、講道館の柔道資料館、東京江戸博物館、講道館柔道の発祥

の地「永昌寺」などを訪問しました。

僕の日本での時間は、汗まみれだったことは言うまでもありませんが、厳しい練習は有意義なものでした。

どんな時もベストを尽くすという日本の気風を、私もこれから実践していきたいです。望星学塾の道場の壁

には「If you do your best in must be first class（ベストを尽くし、一流になれ）」という標語が掲げられてい

ました。英国柔道と日本柔道の大きな違いは、秩序と意欲で、日本の柔道は素晴らしいものです。日本人

にとっての柔道は、英国人にとってのサッカーのように感じました。この6週間で沢山の友人が出来ました。

彼らとは一生付き合っていきたいし、いつの日か英国で一緒に練習出来ればと思います。

どの道場でも私たちを受け入れてくれ、私たちのために時間を割いて下さいました。また先生方は根気

よく私たちに新しい技を指導してくれました。本当に感謝いたします。今回学んだ技術を自分のクラブメン

バーに見せてあげたいです。お陰で、今まで見たこともなかった技をたくさん経験することが出来ました。

また先生方に教えていただいた単に楽しむために行っている柔道ではなく、競技として真剣に取り組む柔

道、武道としての柔道を理解する上でとても役に立ちました。この考え方を日々の生活でも役立てていき

たいと思います。

From July 1 to August 8, 2009, the Matsumae Judo-Juku held international friendship weeks at Bosei Gakujuku in Musashino city, Tokyo. Fifteen

high school students who are studying Judo outside of Japan were invited to “Study Abroad in Japan with Judo,” with the purpose of providing human

education through Judo. This included improving Judo techniques, learning about Japanese history and culture, and promoting cross-cultural

understanding.

永昌寺にある「柔道発祥の地」の石
碑の前で

塾内柔道大会で留学生チームと松
前柔道塾チームの試合

アダム・パーマー （英国）

リンズィー・ビラーミラ （米国）
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ラオス柔道の普及 菊池正敏氏がラオスでの6年間の柔道指導を
終え帰国しました

2003年5月より6年にわたり、国際協力機構シニアボランティアでラオス柔道の発展に尽力してきた菊池正敏氏が2010年1月に活動
を終え、帰国されました。

約5年前に「演武会」を通じて親しくなった大使館の書記官の方より、「菊池先生、今度から、文化

無償で『箱物』も作れるようになりましたよ」との福音を受けました。そこで、従来より胸の内に温めて

いた「武道館の建設」を具体化できると直感しました。さらに幸運だったのは、その後日本政府側に

も「日ラオ外交関係樹立50周年記念」や「ＳＥＡ ＧＡＭＥＳ（東南アジア競技大会）」のラオス開催へ

の協力などのこの案件を推進するに足る背景が醸し出されことでした。途中、予算上の理由により

「入札の不調」が2度ほどあり、「もう駄目かな」と思ったこともありましたが、関係者の強い決意とご努

力により2008年12月末に着工し、2009年10月末に工期どおり竣工することが出来ました。

この2009年12月に開催された「ＳＥＡ ＧＡＭＥＳ」の「柔道・空手道」という「日本武道」の会場となり、

無事「杮落とし」を終えました。関係し推進して下さった皆様に、感謝･感謝です。

菊池氏は、柔道人口の尐ないラオスの中で、準備体操・形の指導や受け身の練習を通じた身体づくりから始め、技を教えるだけでなく、時間を守

る、礼儀正しく試合を行うなど「総体的な日本柔道」を普及しました。また、ラオス国内だけでなくタイやベトナムの国外遠征を実施、選手には国際人

として英語の習得を奨励するなど国際的な柔道への強化も行いました。3名の「IJF国際審判員」、初段10数名、2段8名、3段1名を輩出しました。また、

ラオス政府・国家スポーツ委員会に働きかけ、「LAO－JAPAN武道センター」の建設を行うなど精力的な活動を行われました。

Mr. Masatoshi Kikuchi, who has been dedicated to developing Judo in Laos as a JICA senior volunteer since May 2003, completed his 6 years of

service in January 2010 and returned to Japan.

ラオスナショナルチームの選手と菊池氏
（後がＬＡＯ－ＪＡＰＡＮ武道センター）

菊池正敏氏 記



お知らせ

ＮＰＯ法人柔道教育ソリダリティー会報7号
制作：柔道教育ソリダリティー事務局 印刷：（株）プリントパック

今後の活動予定

柔道教室・シンポジウム

外国（中国）からの指導者・選手受入事業南京柔道館が開館します！

イスラエル・パレスチナへの指導者派遣事業 外国へのボランティア学生の派遣

認定ＮＰＯ法人柔道教育ソリダリティー

2010年7月、山下理事長、井上康生氏を

イスラエルとパレスチナに派遣し、柔道指導、

講演会を開催します。

2010年3月より、ボランティア学生をデン

マークへ派遣する予定です。

2009年8月17日～21日、橋本敏明副理事長、国際武道大学柏崎克彦教授、山口輝義望星学塾教諭と松前柔道塾生が中国「日

中友好青島柔道館」を訪問し、柔道教室と柔道・友情・平和にそったテーマでシンポジウムを開催しました。

2009年8月17日～20日、橋本副理事長が中国「日中友好

青島柔道館」を訪問し柔道シンポジウムを開催しました

「柔道の技と心」中国に里帰りした柔道の思想の演題で、橋本副

理事長が講演を行いました。嘉納治五郎師範が闘争性をなくした

スポーツとしての柔道を創始した事、師範は「柔道の修行から学ん

だことを人生や社会に活かして初めて柔道の心を習得したといえ

る」と唱えたことなどを青島の子供たちに話しました。また同日、国

際武道大学柏崎克彦教授が柔道教室で演武を行いました。柔道

を通し、青島の道場に掲げられている「精力善用・自他共栄」の精

神について、理解を深めました。当日は、青島のテレビ局が取材に

来るなど、青島での柔道の関心の高さをうかがわせました。

2010年3月1日に開館予定です。開館式

には山下理事長が出席し、合わせて外務

省と共催で日本週間を開催する予定です。

国際交流基金との協力で、2010年4月ま

で中国人選手1名、指導者2名を継続して

受け入れていきます。

シンポジウムに参加した柔道館の子供たちと

◆ 松前重義博士が国際柔道連盟会

長に就任した12月9日を本法人の

記念日とします。

◆ 本法人は、2009年5月1日より国税

庁より認定を受けました。本法人

への寄付は控除の対象となります。

東海大学大学院1年生の朝
比奈竜真君と柏崎克彦氏

ロシア・サンクトペテルブルグへの指導者派遣

2010年3月11日～17日、山下理事長をロ

シア・サンクトペテルブルグ市に派遣、マス

ターズクラスの指導を行います。

講演会事業

松前重義博士がＩＪＦ会長立候補時に挨

拶した内容を翻訳し、講演録として配布す

る予定です。

It is planned to open on March 1, 2010.
Three Chinese trainees are accepted until

April 2010.

President Yasuhiro Yamashita and Mr.

Yasuo Inoue will be sent in July 2010.

From March 2010, volunteer students are

scheduled to be sent to Denmark.

In March 2010, President Yamashita will

be sent to Saint Petersburg in Russia.

Professor Shigeyoshi Matsumae’s speech

announcing his candidacy for the Presidency

of the International Judo Federation is to be

translated and distributed.
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◆ 2010年2月22日より住所が改正されます

◇新住所：平塚市北金目4丁目1番1号

東海大学 体育学部武道学科

山下泰裕研究室

August 17 to 21, 2009, Deputy President Toshiaki Hashimoto, Professor Katsuhiko Kashiwazaki of International Budo University, Mr. Teruyoshi

Yamaguchi of Bosei Gakujuku, and students of Matsumae Judo-Juku visited the “Tsingtao Japan-China Judo Friendship Center” in China and held a

Judo class as well as a symposium on the theme of “Judo, Friendship and Peace.”



個人 団体

正会員 171 35

賛助会員 74 17

アドバイザー 32

２００９年度 会員状況
－ Supporter －

（学）東海大学（株）アルデプロ

ミズノ（株）東建コーポレーション（株） 九州電力（株）

個人会費が5000円に変更になります

賛助会費は、寄付金あつかいとなります

三井物産（株）

（株）ローソン 伊藤忠商事（株） 大成建設（株）

認定ＮＰＯ法人柔道教育ソリダリティー

(株)アサヒ、(株)アシックス、(株)アットライズ、伊藤超短波(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)H.C.K.21、(株)エースインターナショナルジャパン、(株)S・Yワークス、(株)大戸

屋、オクト産業(株)、(株)小倉屋柳本、(学)加計学園、(株)霞ヶ関東海倶楽部、川中不動産(株)、(株)

カンサイ、(株)神田製作所、紀柔館、教道館、共和電子(株)、倉敷芸術科学大学柔道部、(株)廣洋、

(株)小松製作所、相模トライアム(株)、(株)三技協、秀和ビルメンテナンス(株)、ジョンソン・エンド・ジョ

ンソン(株)、(株)しんわ食品、(株)鈴廣蒲鉾本店、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、東海教育産業(株)、(株)東海教育研究所、東海大学女子柔道部、東海

大学付属相模高等学校、(財)東京都柔道連盟、藤柔会、東雄技研(株)、(医)徳真会グループ、戸田

建設(株)、(株)ドラゴンパワー、NPO法人日本政策フロンティア、(医)白磁会中之島センタービル歯科、

早川繊維工業(株)、(株)富士サービス、ミズノスポーツ振興財団、三井住友海上火災保険(株)、(有)

みのさんファーム、明光産業(株)、(株)ユーミーネット、(株)ユニバーサルアンダーライタース、(株)わく

わくコーポレーション
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