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平成 25年度 事業計画書 

 

平成 25年度において、実施する事業計画は次のとおりである。 

１．合気会本部の運営 

（１）派遣指導業務 

①講師派遣  

・国内の登録道場および団体、各合気道連盟、大学合気道部に講師を派遣する。 

・海外の合気道の新興国に講師を派遣する。また、各国地域からの要請により講師を  

派遣する。詳細は（別紙 1・Ｐ7～9）のとおり。 

 

②講座開設 

合気道学校（東京都各種学校）、文化センター等の合気道講座を開設し、講師を派遣    

する。 

・合気道学校 

  上級、中級、初級の各課程を開講する。各課程は年間を前期と後期に分ける。前期は

平成 25年 4月～8月、後期は平成 25年 10月～平成 26年 3月までとする。 

詳細は合気道学校入学案内（別紙 2・Ｐ10）のとおり。 

・合気道講座 

 ＮＨＫ文化センター、日本武道館、よみうりカルチャー等の合気道講座に講師を派遣

し指導を行う。詳細は（別紙 3・Ｐ11～12）のとおり。 

 

（２）登録業務 

①昇段・昇級登録および情報管理 

昇段・昇級者を登録し証書を交付する。加えて有段者には国際有段者証を交付する。 

 

②道場および団体登録 

申請のあった道場および団体が登録要件を充たしていると判断された場合には、登録道

場および団体名簿に登録し、基本的事項を合気会ホームページ上に公表する。 

 

③道場および団体公認 

登録道場及び団体の内で、一定の要件を充たしている場合には公認道場および団体とし

て公認する。 

 

（３）その他の業務 

①広報活動 

合気道紙「合気道新聞」（毎月）、合気道誌「合気道探求」（年 2回）等を発刊する。 
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合気道のしおり（日本語版・英語版）の作成。 

 

②中学校体育実技指導資料の作成 

 中学校保健体育における武道の必修化に伴う合気道指導の手引の作成。 

 

③主要行事の開催 

・鏡開き式 

   日 時：平成 26年 1月 12日（日）14:00〜16:00 

  場 所：本部道場 

  ※推薦昇段者の発表を行うと共に、証書授与を行う。 

 

・茨城支部道場鏡開き式 

  日 時：平成 26年 1月 19日（日） 

  場 所：茨城支部道場 

 

・新年賀詞交換会 

   日 時：平成 26年 1月 11日（土）17:00〜19:00 

   場 所：京王プラザホテル（予定） 

 

・開祖・吉祥丸二代道主を偲ぶ会 

日 時：平成 25年 4月 26日（金）19:00〜21:00 

場 所：本部道場 

 

④会議等の開催 

・第１回 理事会（書面のみ） 

日  時：平成 25年 4月中旬 

 

・第２回 理事会 及び 定時評議員会 

   日 時：平成 25年 5月 9日（木） 

 

・第３回 理事会 

   日 時：平成 26年 3月上旬 

 

・全国登録道場・団体連絡会議 

   日 時：平成 26年 1月 11日（土）14:30〜16:00 

   場 所：本部道場 
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⑤その他の協力 

・全日本合気道連盟 

第 11回全日本合気道連盟講習会 

日 時：平成 25年 9月 21日（土） 

場 所：宮城県 仙台市 

・全国学生合気道連盟 

第 53回全国学生合気道演武大会 

日 時：平成 25年 11月 30日（土） 

場 所：日本武道館  

 

・全国高等学校合気道連盟 

第 12回全国高等学校合気道演武大会 

日 時：平成 25月 7月 31日（水） 

場 所：東京都 東京武道館 

 

・（財）日本武道館 

日本武道代表団への派遣 

日 時：平成 25月 11月 13日（水）～11月 20日（水） 

場 所：タイ 

派遣者：6名 

 

・日本武道協議会 

 定例会及び武道振興大会への参加 

少年武道優良団体の推薦（少年少女合気道錬成大会で表彰） 

 武道功労者、武道優良団体の推薦（（財）日本武道館鏡開き式で表彰） 

 

・JICA独立行政法人国際協力機構 

 青年海外協力隊・シニア海外協力隊の合気道募集に関する技術審査を行う。 

また、合格者に対して実技研修等を実施し、派遣後も隊員のサポートを行う。 

 

・東京武道館 

 広域合同稽古 

日 時：平成 25月 4月 18日（木）、6月 13日（木）、9月 26日（木）、 

11月 21日（木）、平成 26月 1月 16日（木）、3月 20日（木） 

募 集：中学生以上対象 

 「体育の日」公開錬成指導 

日 時：平成 25月 10月 14日（月） 
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募 集：中学生以上対象 

 

２．合気道本部道場及び茨城支部道場の設置 

（１）本部道場 

①通常稽古 

祝日、季節休暇を除き毎日、各稽古クラスを開講する。（別紙 4・Ｐ13） 

 

②審査会 

2・4・6・9・11月の各月に昇級審査を、3・5・7・10・12月の各月に昇段・昇級審査

を行う。 

 

③特別稽古 

・越年稽古 

 平成 25年 12月 31日 23:30から平成 26年 1月 1日 0:30までの間、越年稽古を行う。 

 

・暑中稽古、寒稽古 

  暑中及び寒中において、特別強化稽古（10日間）を行う。 

 暑中稽古は平成 25年 7月 29日から 8月 7日まで、寒稽古は平成 25年 1月 27日から

2月 5日まで。各皆勤者には皆勤賞と記念品を交付する。 

 

・少年部集中稽古 

  少年部は、学年度末及び夏期において集中稽古を行う。皆勤者には皆勤賞と記念品を

交付する。 

 

（２）茨城支部道場 

①通常稽古 

祝日、季節休暇を除き毎日、茨城支部道場で別紙のとおり稽古クラスを開講する。 

なお、水曜日・土曜日の稽古は植芝守央道主または植芝充央本部道場長代行もしくは 

本部道場指導部の者が担当する。 

（別紙 4・Ｐ13） 

②審査会 

3月‧6月‧9月‧12 月の各月に昇段・昇級審査を行う。 

 

③その他 

 本部道場指導部より職員を派遣し、宿直を置いて道場の管理運営を行う。 
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３．合気道に関する演武大会及び講習会の開催 

（１）演武大会の開催 

①全日本合気道演武大会 

 大会名：第 51回全日本合気道演武大会 

 日 時：平成 25年 5月 25日（土）12:00〜17:30 

  場 所：東京都 日本武道館 

 

 

②少年少女合気道錬成大会((財)日本武道館との共催) 

大会名：第 35回全日本少年少女合気道錬成大会 

 日 時：平成 25年 7月 21日（日）12:00〜16:00 

  場 所：東京都 日本武道館 

 

（２）講習会の開催 

①茨城支部道場特別講習会の開催 

 開催日：平成 25年 9月 14日(土)･15日(日) 

場 所：茨城支部道場 

 定 員：有段者 100名 

 

②学生合気道連盟講習会 

  大学合気道部の幹部に対する講習会を北海道、東北、 関東、中部、関西、中・四国の 

六地区において開催する。 

 

③学校武道実技指導者講習会（文部科学省と共催） 

平成 24年度よりの中学校武道必修化に伴い、体育教員または学校で合気道の指導を

行う地域指導者が参加する講習会を開催する。(別紙 5・Ｐ14) 

開催日：平成 25年 8月 21日（水）・22日（木） 

場 所：本部道場、他 

 

④地域社会合気道指導者研修会（（財）日本武道館、各県立武道館と共催） 

講師を派遣し、開催県を中心にその地域の社会体育・学校体育の指導者に、講義や実

技を通じて、その資質向上を目指す。 

広島県（広島市）、富山県（富山市）、静岡県（藤枝市）、香川県（高松市）、 

宮城県（仙台市）、千葉県（千葉市）、東京都（足立区）、兵庫県（姫路市） 

の 8都県で開催予定。（日程順） 
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⑤中学校武道授業指導法研究事業（（財）日本武道館と共催） 

平成 24年 4月より実施された中学校武道必修化における合気道の指導計画、指導内

容、評価等について、教育効果の上がる武道授業指導法の研究会を実施。 

（別紙 6・P15） 

 

⑥全国合気道指導者研修会（（財）日本武道館と共催） 

 開催日：平成 25年 11月 15日（金）～17日（日） 

 場所：千葉県 日本武道館研修センター 

（別紙 7・P16） 

 

 

４．主要行事予定 

 平成 25年度主要行事予定は別紙 8（Ｐ17）のとおりである。 



大学（クラブ） 大学（クラブ） 高等学校

愛知学院大学 名古屋外国語大学 桜華女学園

愛知淑徳大学 名古屋商科大学 錦城高校

青山学院大学 新潟大学 城西高校

亜細亜大学 二松学舎大学 杉並学院

岡山大学 日赤広島看護大学 雙葉学園

学習院大学 日本歯科大学 二松学舎高校

川崎医療福祉大学 日本女子大学 福井工業高校専門学校

慶應義塾大学 日本大学（芸術）

甲南大学 日本大学（生物資源）

國學院大學 日本体育大学 企業・省庁等

国際武道大学 武蔵大学 ＩＨＩ横浜

駒澤大学 明治学院大学 朝日合気会

上智大学 明治大学（生田） 江戸川区職員厚生会

椙山女学園大学 明治大学（同志会） ＮＴＴ東日本合気杖道部

清泉女子大学 立正大学 ＮＨＫ

大東文化大学 経済産業省

高崎経済大学 国会合気会

高千穂大学 大学（授業） ＪＩＣＡ合気道部

中央学院大学 国際武道大学 財務省税関研修所

筑波大学 皇學館大学 第一三共

帝京大学 東北大学 テイケイ（株）

電気通信大学 日本体育大学 東京武道館

東京外国語大学 亜細亜大学 東芝

東京海洋大学 東海大学 都庁

東京女子体育大学 日経合気道クラブ

東京都市大学 富士通

東京理科大学（神楽坂） 大学校（クラブ） 富士フィルムテクノプロダクツ

東京理科大学（久喜） 防衛医科大学校 防衛省 市ヶ谷支部

東京理科大学（野田） 防衛大学校 明治大学教職員

東北大学 みずほ証券（株）

三菱合気道部

別紙1

国内派遣予定　一覧
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登録道場及び団体

足利正修館 6月 三沢塾20周年

麻生同好会 八王子合気道連盟10周年

足立合気会 五十嵐道場30周年

綾瀬市合気会 8月 等々力道場45周年

池袋合気道同好会 柏合気道連盟35周年

浦和合気会 国際武道大学30周年

浦和公民館 宮城県合気道連盟50周年

江ノ島合気会 弘前大学50周年

荻窪同好会 島田合気会30周年

小山合気会 三鷹市合気道連盟30周年

葛飾合気会 11月 多摩合気会40周年

江東区合気会 都市大学50周年

小金井合気道同好会 大宮道場30周年

相模原同好会 12月 広島大学40周年

品川区合気道交友会

渋谷合気道同好会

志陽館 5月 広島県地域社会指導者研修会

湘南翡翠合気道クラブ 富山県地域社会指導者研修会

新小岩合気会 静岡県地域社会指導者研修会

双峰合気道会 香川県地域社会指導者研修会

祖師谷合気会 宮城県地域社会指導者研修会

仙川合気道　春風 10月 千葉県地域社会指導者研修会

中央区合気会 東京都地域社会指導者研修会

合気道土井道場 兵庫県地域社会指導者研修会

茅ヶ崎合気会 4月 愛媛県連盟講習会

秩父合気道進修館 6月 北海道連盟講習会

調布合気道会 7月 埼玉県連盟講習会

鶴岡八幡宮 9月 関西研鑽会 関東学連講習会

中野区合気道会 愛知県連盟講習会 中部学連講習会

流山合気道同好会 静岡県連盟講習会 中四国学連講習会

なぎさ合気道友会 三重県連盟講習会 北海道学連講習会

西新宿合気会 和歌山県連盟講習会 関西学連講習会

野比道場 京都府連盟講習会 東北学連講習会

蓮田合気会 北海道連盟講習会

東大和市円心会 12月 防衛省合気道連合会演武大会

吹上道場

船橋道友会 7月 関西学連講習会

藤沢合気道倶楽部 中四国学連演武大会

青山会 関西学連演武大会

北海道学連演武大会

中部学連演武大会

11月

9月

7月

鎌ヶ谷合気会

気守道場

合気道神戸せいぶ館

浜風合気会

奥多摩合気道会

緑水会

心月会

登録道場及び団体
（年1・2回程度派遣）

桶川愛気会

福井合気会

連盟等の要請

10月

茗荷谷合気道クラブ

武蔵小杉合気道会

八広合気道クラブ

大和合気道クラブ

横浜南合気会

登録道場及び団体 周年記念演武大会・講習会等

大宮道場

6月

2月

地域社会指導者研修会

一宮合気会

柏合気会

10月

11月

10月

学生合気道連盟

2月
・

3月

合気会主催による派遣
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6月 中国（上海・北京） フランス（FFAB） イギリス（UKA）

ラトビア ベラルーシ フランス（ニース）

リトアニア オーストリア ロシア（RAF）

エストニア アルゼンチン アメリカ（UAF）

モンゴル アイルランド ギリシャ

ラオス マレーシア ブルガリア

インドネシア ロシア（AAFR） ポーランド（PAA）

ブルネイ ウズベキスタン フランス（FFAAA）

インド ポーランド インドネシア

スリランカ 香港（HKAA） ロシア（サンクトペテルスブルグ）

ベトナム キルギスタン カナダ（モントリオール）

カンボジア レバノン カナダ（CAF）

インドネシア タイ(日本武道代表団)

ロシア（ウラジオストック） ロシア（モスクワ）

ロシア（モスクワ） ハワイ

カナダ（CAF） フランス（ストラスブルグ）

アルメニア（FAAA） ロシア（バルナウル）

ロシア（央心館） リトアニア（ビリニュス）

ロシア（サンクトペテルスブルグ） ベルギー（ブリュッセル）

フィリピン 2月 マレーシア

アメリカ（MAF)

アメリカ（カリフォルニア）

ロシア（AAFR）

ドイツ（DAN）

シンガポール

アメリカ(サンフランシスコ)

イタリア

イギリス(BAF)

韓国

ロシア（モスクワ）

ロシア（Ryusuikan）

海外派遣予定　一覧

合気会主催による派遣指導 要請による派遣 要請による派遣

7月

6月

4月

5月

8月

2月
・

3月

11月

10月

9月

8月
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公　益　財　団　法　人　　合　　　気　　　会

平 成 ２ ５ 年 度 収 支 予 算 書

（正味財産増減予算書）



公益財団法人 合 気 会

（単位：円）

予 算 額 前 年 度 予 算 額 増 減

1

(1) 　経　常　収　益 413,782,100        424,302,100        10,520,000△       

(2) 　経　常　費　用 409,715,244        424,292,429        14,577,185△       

2

(1) 　経　常　外　収　益 520,000              - 520,000              

4,586,856           9,671                 4,577,185           

603,233,863        596,264,507        6,969,356           

607,820,719        596,274,178        11,546,541          

（イ） 6                       6                       0                       

（ロ） 902,106              902,106              0                       

902,100△           902,100△           0                       

23,102,516          24,004,616          902,100△           

22,200,416          23,102,516          902,100△           

630,021,135        619,376,694        10,644,441          

Ⅱ　指　定　正　味　財　産　増　減　の　部

正味財産増減予算書

平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで

科 目

Ⅰ　一　般　正　味　財　産　増　減　の　部

次 期 繰 越 収 支 差 額

　経　常　増　減　の　部

　基　本　財　産　運　用　益

　経　常　外　増　減　の　部

当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額

前 期 繰 越 収 支 差 額

指 定 正 味 財 産 期 末 残 高

指 定 正 味 財 産 期 首 残 高

Ⅲ　正　味　財　産　期　末　残　高

　一般正味財産への振替額

当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額


