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初の太極拳４段位46人が誕生
11/27～29 本部研修会③で

本部研修生
（１期生，２期生）
を認定

2012年度は４回実施することになっている。今回の
2012年度第３回目の講習会をもって，第１期生26人は
８回目，第２期生20人は６回目の研修会受講を重ね
た。これらの方々は，全国各地で日本連盟の公認指導
員認定，段・級位検定等の指導員・審査員として，長
年にわたって普及事業に貢献してこられた第一線の上
級指導員である。そのうえで，指導者として更なる向
上を目指し，本部研修会の厳格なカリキュラムを継続
して受講してこられた。その熱意と努力に敬意を表し
たい。１期，２期研修生46人全員がこの度Ａ評価を受
けて，史上初の４段位を認定されたことに，心より祝
福したい。
29日の総括会議では，55人の研修生全員に「４段位
点検結果通知表」が手渡され，講習と技術点検を担当
した講師から技術講評が行われた。閉講式では，日本
連盟村岡久平副会長から46人の１期，２期研修生に
◎史上初の４段位を取得：
2009年度から始まった本部研修会は，年２回，各３ 「４段位認定書」が授与され，祝辞が述べられた。
日間の日程で実施されてきた。2010年度２回目の研修
なお，第３期，４期以降の研修生に対しては，今後，
会は2011年３月中旬に予定されていたが，東日本大震
研修会の参加実績を重ねた後に，別途，達成度評価が
災の影響で中止になった。2011年度は２回実施し， 適用される。
11月27～29日に日本連盟本部研修センターにおい
て，本年度３回目の「本部研修会③」が開催され，本
部研修生55人が参加した。
最終日の29日には，研修生55人に対して本部講師８
人による「４段位項目達成度」の技術点検が行われた。
その結果，本部研修生第１期26人，第２期20人，計46
人が達成度Ａ評価を受け，４段位に認定された。
今年６月23日に開催された公益社団法人日本武術
太極拳連盟第78回理事会で承認された「４段位授与規
程」の１．授与対象者：３）で，＜日本連盟本部研修
会の講習会（３日間）を６回以上受講した本部研修生
に対しては，別途，
「４段位技術教程」に基づく研修
達成度の評価を行い，Ａ評価を得た人に４段位を授与
する＞と定められている。この規定に基づいて，今回
の４段位認定となった。
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太極拳４段位昇段 中央研修会

今年12月から来年４月まで
◎来年４月まで東京，大阪で毎月開催：

1994年度から2008年度までの期間に３段位を取得
した人（1300人）を参加対象者として「第１期４段位
昇段中央研修会」が，今年12月から東京（本部研修セ
ンター）と大阪（大阪トレーニングセンター）で，毎
月１回開催される。
日本連盟事務局は，第１期参加対象者に対して今年
７月に参加意向調査を行い，12月から始まる東京と大
阪の各会場（実施日程）の参加希望者を調査した。
各会場は最多人員80人以内として，80人を超える参
加希望があった会場については，３段位取得年度と年
齢を優先基準とし参加希望を受理し，定員を超えた人
には，他の実施日程への振り替え調整を依頼した。
その結果，今年12月から来年４月までの東京，大阪
の各実施日程の参加者の配置調整が完了した。来年４
月までの，実施日程は下記のとおり。
東京①＝12月４日（火）～５日（水）
大阪①＝12月11日（火）～12日（水）
東京②＝１月８日（火）～９日（水）

東京と大阪で開講

大阪②＝１月15日（火）～16日（水）
東京③＝２月５日（火）～６日（水）
大阪③＝２月12日（火）～13日（水）
東京④＝３月５日（火）～６日（水）
大阪④＝３月12日（火）～13日（水）
東京⑤＝４月16日（火）～17日（水）
大阪⑤＝４月23日（火）～24日（水）
なお，東京①～③，大阪①～③はすでに定員に達し
て，参加申込みを締め切っているが，東京④，⑤およ
び大阪④，⑤は定員にまだ余裕があり，各実施日４カ
月前までを受付期間として，追加申込みを受け付けて
いる。

◎受講者に，順次，受講票等を送付：

東京①～③，大阪①～③の参加希望者には，すでに，
参加受理通知を発送し，確定参加申込みと受講料納付
手続きを受け付けている。
12月の東京①，大阪①の受講者宛には，11月初旬に，
受講票と技術資料を送付した。
東京②～③，大阪②～③の受講者にも実施１ヶ月前
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第４回世界ジュニア武術選手権大会

2012.9.19～23 中国マカオ 40カ国・地域，800人が参加

（山本千尋，中井上総介），銀５，銅４で健闘 !!
金２

国際武術連盟（IWUF）が主催し，マカオ武術総会
が主管して「第４回世界ジュニア武術選手権大会」が，
９月19日～23日に中国マカオで開催され，40カ国・地
域から800人の選手と関係役員が参加した。

第１回世界ジュニア選手権大会は2006年９月にマ
レーシア・クアラルンプールで開催され40カ国・地域
から400人が参加，第２回大会は2008年12月にインド
ネシア・バリ島で44カ国・地域から650人が参加，第
３回大会は2010年12月にシンガポールで46カ国・地
域から750人の選手・関係役員が参加した。
今大会では，套路競技は，年齢別（Ａ組＝18～16歳，
Ｂ組＝15～13歳，Ｃ組＝12～７歳）の男女計50種目が
実施され。また，散打競技（18～16歳）が体重別に，
男子８階級，女子４階級の12階級で実施された。日本
からは套路競技のＡ，Ｂ，Ｃの各年齢組に男女計12人
の代表選手がエントリーし，監督，コーチの５人とあ
わせて計17人の代表選手団を派遣した。

◎「国際第３套路」を初採用：

大会はマカオ市内の「搭石体育館」で開催された。
この会場は2008年５月に「第７回アジア選手権大会」
が開催され，また，2009年６月に「第５回アジアジュ

日本代表選手12人全員がそろって
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第８回アジア武術選手権大会・ホーチミン市
８月21～25日 21カ国・地域から400人が参加

宮岡が堂々の金メダルを獲得!!

銀３（市来崎，宮岡，山口）
，銅２（市来崎，下起）

アジア武術連盟（WFA）が主催して２年に１回開
催される「アジア武術選手権大会」の「第８回大会」
が８月21～25日にベトナム・ホーチミン市の「プート
ー体育館」で開催された。套路競技11種目男女計22種
目と散打競技女子６階級，男子10階級に，アジア21カ
国・地域から合計400人の選手・役員が参加した。
日本連盟は套路競技に男女各６人，計12人の選手と
監督・コーチ４人を派遣した。
男子：①関屋賢大＝太極拳・太極剣（大阪府連盟）
，
②吉田慎之佑＝太極拳・太極剣（東京都連盟）
，
③中田光紀＝南拳・南刀・南棍（東京都連盟）
，
④市来崎大祐＝長拳・刀術・棍術（東京都連盟）
，
⑤岸 啓介＝長拳・刀術・棍術（大阪府連盟）
，
⑥下起悦郎＝長拳・剣術・槍術（愛知県連盟）
女子：①宮岡 愛＝太極拳・太極剣（神奈川県連盟）
，
②佐藤直子＝太極拳・太極剣（神奈川県連盟）
，
③大塚美鈴＝太極拳・太極剣（東京都連盟）
，
④小島恵梨香＝南拳・南刀・南棍（滋賀県連盟）
，

女子太極拳で金メダルを獲得した宮岡愛選手（中央）。表彰台で

⑤阪みさき＝南拳・南刀・南棍（大阪府連盟）
，
⑥山口啓子＝長拳・剣術・槍術（東京都連盟）
監督＝孫 建明（選手強化委員会ヘッドコーチ）
コーチ＝前東篤子（選手強化委員会副委員長）
，李自
力（同委員会強化コーチ）
，丹井均（同委員
会強化コーチ）
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日中国交正常化40周年・中韓国交正常化20周年記念

2012年日中韓太極拳交流大会

日本，中国，韓国の太極拳愛好者3000人が上海市で大交流
2012年日中韓太極拳交流大会が７月９日に，
中国上海市「東方スポーツセンター体育館」で
盛大に催された。

◎日・中・韓３カ国２度目の共同事業：

今回の交流大会は，2002年８月に北京市で開
催された日中国交正常化30周年記念・中韓国交
正常化10周年記念として挙行された日中韓太
極拳交流大会に次いで，10年ぶり２度目の開催
で，中国武術協会，上海市体育局・上海市武術
院と大会組織委員会が主催したもの。
日本代表団は，日本連盟の村岡久平副会長・
専務理事を団長，岡﨑温常務理事を副団長とし
た総勢268人で編成された。北海道から九州ま 日中韓太極拳交流大会の国別24式太極拳集団演武で演武する日本代
で30都道府県連盟から太極拳愛好者と選手が 表団。上海市東方スポーツセンター体育館で
参加した。７月７日に札幌，成田，名古屋，大阪関西， ープランを楽しんで，11日に全員無事に帰国した。
今回の交流大会には，中国からは2800人余，韓国か
福岡の各空港から出発し，10日に帰国した。また，代
表団の半数以上（170人）は，10日にオプショナルツ
ら22人，日本からの268人，合計3000人以上が参加し
アーとして，蘇州観光，上海市内観光または1日フリ
て盛大に挙行された。
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６ 月15～ 17日 「第29回全日本武術太極拳選手権大会」盛会
東 京 体 育 館 個人・団体計1780人が出場 観客３日間で２万人以上
「第８回アジア武術選手権大会」（８月／ベトナム・ホーチミン市）日本代表選手12人が決定
公益社団法人日本武術太極拳連盟主催の「第29回全
日本武術太極拳選手権大会」が６月15日（金）から17
日（日）の３日間，東京・渋谷区千駄ヶ谷の東京体育
館で開催され，全国から選抜された選手およそ1800人
が熱戦を繰り広げた。ＮＰＯ東京都武術太極拳連盟
（貫洞哲夫会長）の主管。文部科学省，公益財団法人
日本オリンピック委員会，
公益財団法人日本体育協会，
東京都，朝日新聞社，日刊スポーツ新聞社，公益財団
法人笹川スポーツ財団，ＮＰＯ法人日本ワールドゲー
ムズ協会，公益社団法人日中友好協会，アジア武術連

盟の後援。アシックスとフコク生命の協賛。
今大会は８月20～25日にベトナム・ホーチミン市で
開かれる国際武術連盟（ＩＷＵＦ）主催の「第８回ア
ジア武術選手権大会」の日本代表選手最終選考会を兼
ねて行われ，大会終了後，日本代表選手選考会議で代
表選手男女計12人が選出された。

「2012年日中韓太極拳交流大会」日本代表団269人が出発
７月７日 国内５空港から上海へ

公益社団法人日本武術太極拳連盟と中国武術協
会，韓国武術協会の共催による「2012年日中韓太
極拳交流大会」に参加する日本代表団269人が，
日本各地の５空港から開催地の中国・上海に向け
て７月７日出発した。７月９日の国別24式太極拳
集団演武には日本代表団から212人が出場する。
会場は東方スポーツセンター。

大会初日の開場を待つ選手，来場者たち。
会場の東京体育館前。６月15日

NHKBS１で大会収録番組を放映

７月20日（金）18：00～18：50
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武術太極拳が国体の「公開競技」に決定
2019年から2022年までの４年間

現在は国民体育大会（国体）の「デモスポ行事」として実施されている「武術太極拳」が７年後の2019年（平
成31年・第74回大会＝茨城県）から2022年（平成34年・第77回大会＝開催地未定）までの４年間，
「公開競技」
として実施されることが決まった。公益財団法人日本体育協会スポーツ推進部国体課から５月30日，正式決
定事項として公益社団法人日本武術太極拳連盟あてに文書で通知があった。
上記期間の国体で実施される陸上，水泳，サッカー，卓球などの正式競技は本大会・冬季大会合わせて40
競技。武術太極拳はじめ計５競技（綱引，パワーリフティング，ゲートボール，グラウンドゴルフ）が公開
競技となる。
この決定事項は５月30日の公益社団法人日本武術太極拳連盟第77回理事会で報告された。
今後の国体開催地は次のとおり。2012年＝岐阜県，2013年＝東京都，2014年＝長崎県，2015年＝和歌山県，
2016年＝岩手県，2017年＝愛媛県，2018年＝福井県，2019年＝茨城県，2020年＝鹿児島県，2021年＝三重県

「2012年日中韓太極拳交流大会」日本から271人参加
７月７日

５空港から上海に出発

公益社団法人日本武術太極拳連盟と中国武術協会，
韓国武術協会の三者が共催して，７月８・９日に中国
上海市で行う「2012年日中韓太極拳交流大会」の日本
代表団として日本全国から271人が参加することが決
まった。名誉団長には二階俊博日本連盟会長。
代表団一行は札幌，成田，名古屋中部，関西，福岡
の５空港から７月７日午前，上海に向けて出発。８日

朝には黄浦江ほとりの名勝地「外灘」
（ワイタン）で
行われる「早朝太極拳交流」に参加。翌９日には「東
方スポーツセンター体育館」で開催される「国別24式
太極拳集団演武」と「太極拳交流競技大会」に出場す
る。帰国は10日だが，蘇州などのオプショナルツアー
参加組は11日となる。
日中国交正常化40周年，中韓国交正常化20周年の記
念行事として，この機会に３カ国の太極拳愛好者の友
好を深め，太極拳普及，発展につながることが期待さ
れる。
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第29回全日本選手権大会間もなく開催
個人競技に1512人と団体競技に62チームがエントリー

「第８回アジア武術選手権大会（ベトナム・ホーチミン市）」日本代表選手最終選考
６月15日
（金）
～17日
（日）
の３日間，東京体育館（東
京都渋谷区）で開催される「第29回全日本武術太極拳
選手権大会」の出場申込み（エントリー）が４月６日
に締め切られた。大会には個人競技に1512人が，団体
競技に62チームがエントリーした。今大会から出場申
込みは，従来の「予備エントリー」と「最終エントリ
ー」の２本立てから「出場申込期限」に一本化されて
いた。エントリーに基づいて編成された大会競技日程
表は日本連盟加盟団体・大会参加団体に送付されてい
る。
大会エントリーの詳細を今号２頁に，大会競技日程
表を３頁に掲載した。

「自選難度競技部門」には日本連盟選手強化委員会
の指定を受けた選手35人が出場し，太極拳・南拳・長
拳の器械種目と徒手種目を実施する。
今大会の自選難度競技に出場し，なおかつ「2012年
全日本武術太極拳競技会」に出場した選手のなかから
アジア選手権大会日本代表を最終選考する。
「第29回全日本武術太極拳選手権大会」は３日間と
も９時45分に競技開始。参観料は３日間通しで1000円。
当日会場入口で販売する。今年は会場の東京体育館の
都合で６月の開催となった。大会の模様はＮＨＫのＢ
Ｓ１で６月24日
（日）
13時〜13時50分に放送予定。

「自選難度」競技部門出場選手の中から
８月のアジア選手権日本代表を選抜
本大会は８月19～26日にベトナム・ホーチミン市で
開かれる「第８回アジア武術選手権大会」の日本代表
候補選手の選考を兼ねて行う（アジア武術選手権大会
は４年ごとの開催で，前回は2008年５月に中国・マカ
オで開かれた）
。

昨年の「第28回全日本武術太極拳選手権大会」の模様。７月10日・東京体育館

今号の内容（NO.271） CONTENTS
■「第29回全日本武術太極拳選手権大会」エントリー数・競技日程 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2・3
■「2012年日中韓太極拳交流大会」競技大会関連 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2
（ 4 月 7 ・ 8 日／愛知県武道館）・・・・・・・・・・・・  4
■ 「第20回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会」
■ ｢2012年全日本武術太極拳競技会」終了 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
■ 2012年度「太極拳３段検定受験対策講習会」日程・会場 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
■ アジア武術連盟会長・事務総長協議，東京で開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
■ 福島県連盟から「義援金御礼」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
■ 喜多方市「第９回太極拳フェスティバル」６ 月30日開催へ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
■ 武術太極拳ガイド ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 ■ 太極拳２・３段第１次試験実施案内 ・・・・・・・・・・・・・・ 26
—1—

1992年8月7日第3種郵便物認可
2012年4月10日
（毎月1回10日発行）
編集・発行

日本武術太極拳連盟

公
益
社団法人

JAPAN WUSHU TAIJIQUAN FEDERATION

WUSHU TAIJIQUAN 2012.4.10 NO.270

〒102-0085 東京都千代田区六番町9
九番館ビル2階
TEL.03（3265）9494 FAX.03（3265）9550
ホームページ http://www.jwtf.or.jp
Ｅメール jwtf@jwtf.or.jp
発行人 村 岡 久 平
発行日 2012年4月10日（毎月10日発行）
定 価 1部 200円（年間購読料 2,400円（税・送料込））
郵便振替 00190-4-180187

「公益社団法人日本武術太極拳連盟」
移行認定承認される

日本連盟が準備と手続きを進めてきた「公益社団法
人」への移行認定は，３月21日に内閣府大臣官房公益
法人行政担当室より野田佳彦総理大臣が日本連盟にあ
てた認定書が交付され，移行認定が承認された。
日本連盟は４月１日，東京法務局に「特例社団法人
の名称変更による公益社団法人設立登記申請書」を提
出，登記手続きを行った。
これにより，新年度の初頭より「公益社団法人日本
武術太極拳連盟」として新たなスタートを切った。
日本連盟は1987年４月に結成され，ことし25周年を
迎える。その後，1988年12月に文部省（当時）所管の
「社団法人」となった。

「公益社団法人」への道のり
2008年12月１日から「公益法人制度改革関連三法」

４月１日から新発足

が施行され，現行の公益法人は来年11月30日までの５
年間の移行期間内に「一般社団法人」か「公益社団法
人」のいずれかに移行しなければならない，とされて
きた。
日本連盟は理事会，総会の席上，移行について十分
協議を行った。特に，日本連盟の活動の目的として，
あくまでも公共性を持って，ひろく武術太極拳の普及
と向上につとめる方向で，今後も努力していくべきだ
との意見で一致した。2011年１月15日に開かれた第73
回理事会・第44回通常総会の決議に基づいて「公益社
団法人」への移行申請をすることにした。
移行にともなう定款ならびに諸規定などを整備のう
え，昨年11月11日に内閣府大臣官房公益法人行政担当
室に移行認定申請を提出，受理され，このほど認定に
いたった。
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第９回喜多方太極拳フェスティバル

６月30日（土）開催決定！

安全・安心のまち喜多方へ

太極拳のまち，福島県喜多方市は毎年６月に「太極
拳フェスティバル」を実施してきた。第９回目となる
今年は，再び６月の開催が決定した。昨年は３月11日
の東日本大震災の影響で６月から９月に延期して実施
された。
６月30日の開催に向けて，喜多方市では今月19日か
ら，フェスティバルの集団演武交流会出場チームの募
集を受け付ける。
（募集要項は22頁～）
昨年９月に開かれた第８回フェスティバルのテーマ
は「復興への祈りを込めて」
。被災地や被災者の方々
への応援メッセージを発信する大会にしたいという，
喜多方市の思いが詰まった大会となった。
今年は恒例の６月開催が決まったが，喜多方市の佐
藤まゆみ・高齢福祉課介護予防係長は「大震災のあっ
た昨年まで，途切れず開催してこられ，また今年も実
施できますのは，
全国の太極拳愛好者の皆さんの協力・
支援のおかげです。今年も全国からの多くの皆さんの
参加をお待ちしています」と期待している。
フェスティバルのメーンイベント「太極拳集団演武
交流会」では参加チームそれぞれが，趣向を凝らした

全国の愛好者への参加募集

音楽と照明を使って，大ホールのステージ上で太極拳
の世界を表現する。昨年９月のフェスティバルには喜
多方市はじめ全国から19チーム・230人が参加して，
それぞれ特徴のある集団演武を披露した。フェスティ
バル参加者数は出場者，観客，講習会などあわせて
2000人に上った。
今年は中国や香港のチームの参加も予想されている。

◎安全・安心のまちに大結集を‼

福島県は原発事故による放射線被害にたいして，各
方面で困難な状況がいまだに続いている。喜多方市は
事故発生時より一貫して放射線の影響が少なかったこ
とと，現状でも各種の検査に取り組み，安全性を周知
させている。また，全国の太極拳愛好者が安心して参
加していただけることをアピールしている（本誌23頁
に掲載の「安心して太極拳フェスティバルにお越しく
ださい」を参照）
。
多くのチームが喜多方に参集することによって，太
極拳をさらに発展させ，全国の愛好者の絆を強めよう
ではないか。
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太極拳技能検定発足から18年

４段位・５段位の設置が決まる

上級者を対象に検定試験と各種の講習会等を実施して
「普及と向上」を推進してきた。
日本連盟の太極拳技能検定制度（
「段級位制」
）は
このなかで特筆すべきは，早くから太極拳を始めて
1995年に発足して以来，
「５級位３段位制」
（５級～１
普及活動の中心となってきたベテラン指導者も，後か
級・初段～３段）に太極拳愛好者が受験し，18年の間
ら始めた新人の愛好者も，検定試験では例外なく同じ
に級位・段位に登録してきた人は延べ25万人以上にの
条件で，公平に実技試験を受け，合否判定を受けてき
ぼる。そのなかで，2011年度検定の結果，最上位の段
たことである。ベテラン指導者の方々が謙虚に努力を
位である３段の取得者は2300人を超えるに至った。
重ね，率先して模範を示されたことが，後進の愛好者
太極拳技能検定は，アマチュア太極拳愛好者が，そ
を牽引する力になった。各地，各団体のベテラン指導
れぞれの段階で技術向上の目標に向かって練習に励み， 者の方々にあらためて敬意を表したい。
愛好心を高める効果をもたらし，普及活動の基軸とな
全国の太極拳愛好者が，級位から段位まで段階的に
ってきた。３段取得者の累積人数が2000人を超えた現
技能習得を積み上げてきた基礎のうえで，４段位・５
在，いよいよ４段・５段の高段位を設ける条件が醸成
段位は，太極拳上級者の愛好心をさらに高め，技能を
されてきた。
深化させるために設けられる。そのうえで，４段位・
５段位は，限られた少数の高段者養成を目的とするの
普及の裾野を広げ 向上を目指す
ではなく，全国の多くの愛好者が，先人が遺した太極
日本の武道（剣道，柔道，空手等）の「段位制」は， 拳の精華を習得し，奥義に近づくために参加すること
明治，大正時代に遡る歴史があるが，太極拳は都道府
ができるように，実施形態が検討されている。そのた
県連盟による組織的な普及活動が本格化する時期と前
め，３段位まで実施している実技試験方式は採用せず，
後して1995年から始まったもので，初級者─中級者─ 「４段昇段研修会」
（
「４段中央研修会」
，
「ブロック研

３段位取得者が2300人超に
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発足して25周年になりました

更に力を合わせ高峰を目指しましょう！

新しい年を迎え，皆様のご健康とご多幸を祈念いた
します。今年もよろしくお願いいたします。

と普及の素地を強めていくようにしたいと考えます。

「スポーツ庁」新設へ，行政と協調を

未曾有の災禍の拳友に熱い想い

昨年６月，
国会で「スポーツ基本法」が成立しました。
さらに「スポーツ庁」新設のための調査費が新年度予
算案に組み入れられました。改めて国がスポーツに関
する施策をつくり，実施していく方向が一段と進む状
態が見られます。
そのような中で，私たちが各地で取り組んでいる市
町村体育協会加盟を積極的に進めるなど，行政と結び
ついた活動を促進させることも身近な問題として大切
なことであります。

普及と指導者の拡充・強化

国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）は「2020年夏季
オリンピック」で，新たに１競技を実施競技に加える
こととして，８競技を候補に選定しました。武術太極
拳が初めてその中に入りました。
来年秋のＩＯＣ総会で決まりますが，私たちのスポ
ーツは歩一歩とオリンピックに向かっていることを実
感します。その方向で努力するなかで，ジュニア選手
の育成・強化は私たちが特に力を注ぐことであります。
ともに頑張りましょう。

昨年３月に発生した東日本大震災と原発事故は広範
囲に未曾有の被害を与えました。私たちの仲間も甚大
な被害をこうむりました。心からお見舞い申し上げます。
日本連盟は全国の拳友に呼びかけて募金を行いまし
た。1072団体と55,454人の方々がこれに呼応し，6800
万円余の義援金が集計されました。
義援金は早速，被災地の県連盟を通じて配分されま
した。全国の皆様が示されたご厚情に対し，深甚なる
謝意を表すものであります。
今年は日本連盟が発足して25周年となります。この
間，お力添えをいただいた各地・各方面の皆様に敬意
を表します。さらに高峰を目指して，ともに努力して
いきたいと思います。
日本連盟が実施している技能検定制度は開始してか
ら18年目を迎えます。私たちは向上を目指して普及基
盤の拡充をはかり，指導者の育成をより強化していく
ための新たな施策を開発して，武術太極拳の質的高揚

オリンピックも遠くない！

今号の内容（NO.267） CONTENTS
■
「第20回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会」
（ 4 / 7 ～ 8・愛知県武道館）
開催要綱 ・・・・・・・  2
開催へ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  6
■
「第29回全日本武術太極拳選手権大会」
（ 6 /15～17・東京体育館）
■冬季ジュニア強化合宿終了
（2011/12/24～27・本部研修センター） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  9
■第14期全国審判員研修会 2，3月実施へ／海外強化合宿終了
（2011/12/29～2012/ 1 / 6・北京）・・・・・・・・ 10
■2011年度太極拳初段２段３段技能検定試験 合格者名簿Ⅱ
（12月実施分）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
■2011年度本部研修センター事業「特別講習会」
「一般教室」のご案内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
■
「喜多方冬の太極拳講習会」参加者募集
（ 2 /11～12）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
■
「第10回近畿ジュニア武術太極拳大会」終了
（2011/12/23・大阪府交野市）
■ジュニア普及委員会「第２回ジュニア太極拳協議会」終了
（2011/12/ 6 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
■地方ニュース ・・・・・・・・・・・・ 20
■武術太極拳ガイド ・・・・・・・・・・・ 23
■大会告知 ・・・・・・・・・・・・  7
—1—

