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平成 28年度 事業計画書 

 

平成 28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、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 28年 4月～9月、後期は平成 28年 10月～平成 29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。 

合気道のしおり（日本語版・英語版）の作成。 
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②主要行事の開催 

・鏡開き式 

   日 時：平成 29年 1月 8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 29年 1月 15日（日） 

  場 所：茨城支部道場 

 

・新年賀詞交換会 

   日 時：平成 29年 1月 7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 28年 4月 26日（火）19:00〜20：30 

場 所：本部道場 

 

・第 12回国際合気道大会 

日 時：平成 28年 9月 27日（火）～10月 2日（日） 

場 所：高崎市新体育館 

 

③会議等の開催 

・第１回 理事会（書面のみ） 

日  時：平成 28年 4月中旬 

 

・第２回 理事会 及び 定時評議員会（理事、監事、評議員の改選） 

   日 時：平成 28年 5月 17日（火） 

 

・第３回 理事会（理事長、専務理事、常務理事の選任） 

  日 時：平成 28年 5月 17日（火） 

 

・第４回 理事会 

  日 時：平成 29年 3月中旬 
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・全国登録道場・団体連絡会議 

   日 時：平成 29年 1月 7日（土）14:30〜16:00 

   場 所：本部道場 

 

④その他の協力 

・全日本合気道連盟 

創立 40周年記念第 14回全日本合気道連盟道主特別講習会 

日 時：平成 28年 10月 2日（日） 

場 所：群馬県 高崎市 

 

・全国学生合気道連盟 

第 56回全国学生合気道演武大会 

日 時：平成 28年 11月 26日（土） 

場 所：日本武道館  

 

・全国高等学校合気道連盟 

第 15回全国高等学校合気道演武大会 

日 時：平成 28年 8月 5日（金） 

場 所：東京都 東京武道館 

 

・（公財）日本武道館 

日本武道代表団への派遣 

日 時：平成 28年 11月初旬 

場 所：オーストラリア 

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（（公財）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。 
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・東京武道館 

 広域合同稽古 

日 時：平成 28年 4月 14日（木）、6月 9日（木）、9月 8日（木）、 

11月 10日（木）、平成 29年 1月 12日（木）、3月 9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 28年 10月 10日（月） 

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 28年 12月 31日 23:30から平成 29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 28年 7月 25日から 8月 3日まで、寒稽古は平成 29年 1月 23日から

2月 1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、各稽古クラスを開講する。 

なお、水曜日・土曜日の稽古は原則として植芝守央道主または植芝充央本部道場長が

担当する。                         （別紙 4・Ｐ13） 
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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．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 54回全日本合気道演武大会 

 日 時：平成 28年 5月 28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((公財)日本武道館との共催) 

大会名：第 38回全日本少年少女合気道錬成大会 

 日 時：平成 28年 7月 17日（日）12:00〜16:00 

  場 所：東京都 日本武道館 

 

（２）講習会の開催 

①茨城支部道場道主特別講習会の開催 

 開催日：平成 28年 9月 17日(土)･18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

行う地域指導者を対象とした講習会を開催する。(別紙 5・Ｐ14) 

開催日：平成 28年 8月 17日（水）・18日（木） 

場 所：日本武道館（仮） 

 

④地域社会合気道指導者研修会（（公財）日本武道館、各県立武道館と共催） 

講師を派遣し、開催県の地域の社会体育・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）、香川県（高松市）、宮城県（仙台市）、和歌山県（和歌山市）、 

岩手県（盛岡市）、千葉県（千葉市）、富山県（富山市）、愛媛県（松山市）、 
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東京都（足立区）、兵庫県（姫路市） 

の 10都県で開催予定。（日程順） 

 

⑤中学校武道授業指導法研究事業（（公財）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（（公財）日本武道館と共催） 

 開催日：平成 28年 11月 4日（金）～6日（日） 

 場所：千葉県 日本武道館研修センター 

（別紙 7・P16） 

 

⑦合気道指導者育成事業（指導者講習会） 

 指導者講習会を開催し、合気道を指導する上で必要となる知識・技能を向上させ、指 

導者の育成を図る。 

（別紙 8・P17～18） 

 

 

４．主要行事予定 

 平成 28年度主要行事予定は別紙 11（Ｐ21）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 東京理科大学（野田） 錦城高校

愛知淑徳大学 東北大学 城西高校

青山学院大学 名古屋外国語大学 杉並学院

岡山大学 名古屋商科大学 雙葉学園

学習院大学 新潟大学 二松学舎高校

川崎医科大学 二松学舎大学 福井工業高等専門学校

川崎医療福祉大学 日赤広島看護大学

慶應義塾大学(湘南藤沢） 日本歯科大学

慶應義塾大学(矢上） 日本女子大学 企業・省庁等

甲南大学 日本大学（生物資源） ＩＨＩ横浜

國學院大學 日本体育大学 朝日合気会

国際武道大学 武蔵大学 ＮＴＴ東日本合気杖道部

駒澤大学 明治学院大学 ＮＨＫ合気道部

上智大学 明治大学（生田） 経済産業省

城西大学 明治大学（同志会） 国会合気会

椙山女学園大学 立正大学 ＪＩＣＡ合気道部

清泉女子大学 中央学院大学 財務省税関研修所

大東文化大学 第一三共

高崎経済大学 テイケイ（株）

高千穂大学 大学（授業） 東京武道館

千葉大学 国際武道大学 東芝

中央学院大学 皇學館大学 都庁

筑波大学 東北大学 日経合気道クラブ

電気通信大学 日本体育大学 富士通

獨協大学 亜細亜大学 富士フィルムテクノプロダクツ

東京外国語大学 東海大学 防衛省 市ヶ谷支部

東京海洋大学 日本大学 明治大学教職員

東京女子体育大学 みずほ証券（株）

東京都市大学 三菱合気道部

東京理科大学（神楽坂） 防衛医科大学校 桜の花出版

東京理科大学（久喜） 防衛大学校

別紙1

国内派遣予定　一覧

大学校（クラブ）
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登録道場及び団体

足利正修館 4月 央名会気守道場15周年

足立合気会 山形大学50周年

綾瀬市合気会 明治大学体育会60周年

荒川合気会 7月 みずほ証券40周年

池袋合気道同好会 8月 朋清会50周年

浦和合気会 9月 奈良合気会50周年

江ノ島合気会 浦和公民館 信州大学40周年

大久保合気道優愛会 秋山兄弟道場10周年

荻窪同好会 港区合気会 調布合気道連盟40周年

小山合気会 悠風館40周年

葛飾合気会 高崎経済大学50周年

月窓寺道場

江東区合気会 （年1・2回程度派遣）

小金井合気道同好会

相模原同好会 4月 広島県地域社会指導者研修会

品川区合気道交友会 香川県地域社会指導者研修会

渋谷合気道同好会 宮城県地域社会指導者研修会

志陽館 和歌山県地域社会指導者研修会

湘南翡翠合気道クラブ 7月 岩手県地域社会指導者研修会

新川塾 8月 千葉県地域社会指導者研修会

新小岩合気会 12月 富山県地域社会指導者研修会

双峰合気道会 愛媛県地域社会指導者研修会

祖師谷合気会 東京都地域社会指導者研修会

仙川合気道　春風 兵庫県地域社会指導者研修会

中央区合気会

合気道土井道場

茅ヶ崎合気会

秩父合気道進修館 北海道学連講習会

調布合気道会 4月 愛媛県連盟講習会 東北学連講習会

鶴岡八幡宮 6月 北海道連盟講習会 関東学連講習会

中野区合気道会 7月 埼玉県連盟講習会 中部学連講習会

流山合気道同好会 9月 関西研鑽会 関西学連講習会

なぎさ合気道友会 愛知県連盟講習会 中四国学連講習会

西新宿合気会 北海道連盟講習会

野比道場 三重県連盟講習会

蓮田合気会 和歌山県連盟講習会

東大和市円心会 大阪府連盟錬成大会 北海道学連演武大会

吹上道場 12月

防衛省合気道連合会演武大会

中部学連演武大会

船橋道友会 2月 滋賀県連盟講習会 関西学連演武大会

藤沢合気道倶楽部 中四国学連演武大会

青山会 11月 全国学生合気道演武大会

10月

田辺市植芝盛平翁顕彰事業

浜風合気会

福井合気会

合気道一修会

連盟等の要請

10月

顕彰事業

11月

合気会主催による派遣

学生合気道連盟

10月

10月

登録道場及び団体

大宮道場

奥多摩合気道会

桶川愛気会

11月

一宮合気会

柏合気会

鎌ヶ谷合気会

央名会気守道場

心月会

合気道神戸せいぶ館

横浜南合気会

6月

千住合気会

地域社会指導者研修会

6月

2月

2月

・

3月

登録道場及び団体 周年記念演武大会・講習会等

緑水会

八広合気道クラブ

大和合気道クラブ

武蔵小杉合気道会

茗荷谷合気道クラブ
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中国（北京） ｵｰｽﾄﾘｱ ﾓﾙﾄﾞﾊﾞ（Chisinau)

中国（上海） ﾛｼｱ（ﾓｽｸﾜ） ｲﾝﾄﾞ

6月 ﾌﾞﾙﾈｲ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ﾛｼｱ（ﾓｽｸﾜ）

8月 ﾓﾝｺﾞﾙ ﾛｼｱ（ｸﾗｽﾉﾔﾙｽｸ） UAE（ﾄﾞﾊﾞｲ）

11月 インド（ﾁｪﾝﾅｲ） ﾁｪｺ（ﾌﾟﾗﾊ） ｷﾞﾘｼｬ

1月 ﾗｵｽ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ（ﾏﾆﾗ） ﾌﾗﾝｽ

2月 ｲﾝﾄﾞ（ﾑﾝﾊﾞｲ/ﾃﾞﾘｰ） ﾛｼｱ（ｻﾝｸﾄﾍﾟﾃﾙﾌﾞﾙｸ） ﾓﾅｺ

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ ｶﾅﾀﾞ（ｹﾛｰﾅ） ｵｰｽﾄﾗﾘｱ（武道派遣団）

ﾍﾞﾄﾅﾑ（ﾊﾉｲ） ｲﾀﾘｱ（ﾗﾁｪｽ） ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ

ﾍﾞﾄﾅﾑ（ﾎｰﾁﾐﾝ） ｵﾗﾝﾀﾞ ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ（ﾍﾙｼﾝｷ）

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ（ﾊﾞﾘ）

ﾛｼｱ（ﾓｽｸﾜ）

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ﾛｼｱ（ｳﾗｼﾞｵｽﾄｯｸ）

USA（ﾆｭｰﾖｰｸ） 1月 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

ﾛｼｱ（ﾌﾞﾗｺﾞﾍﾞｼﾁｪﾝｽｸ） USA（ﾆｭｰﾖｰｸ） ﾛｼｱ（8ヶ所）

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ（ﾌﾞｴﾉｽｱｲﾚｽ） ﾍﾞﾙｷﾞｰ ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ（2ヶ所）

ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ（Wroclaw） ﾌﾗﾝｽ（ﾆｰｽ） ﾌﾗﾝｽ（4ヶ所）

ｴｽﾄﾆｱ（ﾀﾘﾝ） ｲｷﾞﾘｽ USA（4ヶ所）

ﾍﾞﾗﾙｰｼ（ﾐﾝｽｸ） ｲｷﾞﾘｽ（ﾏﾝﾁｪｽﾀｰ） ｵﾗﾝﾀﾞ（2ヶ所）

ﾛｼｱ（ﾓｽｸﾜ） ﾛｼｱ（ﾁｭｰﾒﾝ） ﾚﾊﾞﾉﾝ

ｽﾍﾟｲﾝ（ﾏﾄﾞﾘｯﾄﾞ） ﾉﾙｳｪｰ（ｵｽﾛ） ﾗﾄﾋﾞｱ

ﾛｼｱ（ﾆｭｰｼﾞｭﾆｰﾉﾌﾞｺﾞﾛﾄﾞ)

ﾛｼｱ（ﾓｽｸﾜ） ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ（ﾀﾞﾌﾞﾘﾝ） ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ（Sliven） ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

中国（香港） ﾍﾞﾙｷﾞｰ（ﾌﾞﾘｭｯｾﾙ） ｲｽﾗｴﾙ

ﾛｼｱ（ﾓｽｸﾜ） ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ ｷﾞﾘｼｬ

ｲｽﾗｴﾙ ﾙｰﾏﾆｱ（ﾌﾞｶﾚｽﾄ） ｽﾍﾟｲﾝ

ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ 中国（香港） ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ

ﾛｼｱ（ｱﾅﾊﾟ） ｶﾅﾀﾞ（ｹﾍﾞｯｸ州） ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ｽﾛﾍﾞﾆｱ

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ ﾘﾄｱﾆｱ（ｳﾞｨﾘﾆｭｽ） ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ｱﾙﾒﾆｱ（Yerevan) ﾛｼｱ（ﾓｽｸﾜ） ｲｷﾞﾘｽ

ﾏﾚｰｼｱ（ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ） ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ ﾊﾝｶﾞﾘｰ

ｷﾙｷﾞｽﾀﾝ（ﾋﾞｼｭｹｸ）

ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ（ﾊﾞｸｰ）

ﾌﾗﾝｽ ﾛｼｱ（ﾓｽｸﾜ）

ﾘﾄｱﾆｱ（ｳﾞｨﾘﾆｭｽ） ｽﾍﾟｲﾝ（ｶﾅﾘｱ諸島）

ｽﾍﾟｲﾝ（ﾑﾙｼｱ） ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 海外派遣数のべ海外派遣数のべ海外派遣数のべ海外派遣数のべ

ﾗﾄﾋﾞｱ（ﾘｶﾞ） ｷﾙｷﾞｽﾀﾝ 　114回（50ヶ国）　125名　　114回（50ヶ国）　125名　　114回（50ヶ国）　125名　　114回（50ヶ国）　125名　

6月

10月

11月

11月

12月

6月

7月

8月

9月

調整中

要請による派遣

5月

5月

3月

要請による派遣

要請による派遣

4月

海外派遣予定　一覧

合気会主催による派遣指導

9
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別紙 2 

合合合合    気気気気    道道道道    学学学学    校校校校    入入入入    学学学学    案案案案    内内内内    

((((平成平成平成平成 28282828 年度…年度…年度…年度…4444 月・月・月・月・10101010 月開講月開講月開講月開講))))    

合気道学校は、合気道の稽古指導を行う学校です。各課程を通じて深遠な哲理を持つ合気

道の実技と理論を、しっかり身につけられるよう基礎からカリキュラムにしたがって指導

します。平成 28 年度は下記の通り開講します。 

 

初級課程(初心者コース) 

――合気道の基本を身につける―― 
募集人員 : 25 名                      日 時 : 毎週月・木曜日(90 分間) 

入学資格 : 年齢 18 歳以上の男女               午後 6 時 30 分～8 時 

授業期間 :  4 月期 4 月 4 日(月)～8 月 25 日(木)  受講料 : 各期 54,000 円 

10 月期 10 月 3 日(月)～3 月 6 日(月) 

 

中級課程(有級者コース) 

――合気道の基本の充実と展開―― 
募集人員 : 25 名                日 時 : 毎週水・土曜日(90 分間) 

入学資格 : 合気道四級以上の取得者            *水・午後 6 時 30 分～8 時 

                       *土・午後 5 時 30 分～7 時 

授業期間 : 4 月期  4 月 2 日(土)～ 8 月 24 日(水)  受講料 : 各期 64,800 円 

10 月期 10 月 1 日(土)～ 3 月 1 日(水) 

 

上級課程(初段育成コース) 

――合気道の基本の整理と応用技の充実―― 
募集人員 : 25 名                 日 時 : 毎週火・金曜日(90 分間) 

入学資格 : 合気道二級以上の取得者             午後 6 時 30 分～8 時 

授業期聞 : 4 月期  4 月 1 日(金)～8 月 23 日(火)  受講料 : 各期 64,800 円 

10 月期 10 月 4 日(火)～2 月 24 日(金) 

 

○所定の課程の修了者には修了証書を授与し、修了見込み者は昇段昇級審査規定に基づき、

初級課程は四級まで、中級課程は二級まで、上級課程は初段までの審査を受けることが

できます。 

審査条件につきましては各課程の担当者までお問い合わせください。 

○受講料にはテキスト代、消費税が含まれています。 

合 気 道 学 校      東京都新宿区若松町17番18号(公財)合気会内 

TEL 03-3203-9236 

FAX 03-3204-8145 



　別紙3

場              所 日                 時

ＮＨＫ文化センター 合気道本部道場 毎週（土） 16:30-18:00

日本武道館武道学園 日本武道館 毎週（土） 14:00-15:00(少年部）

　　 　   　  15:00-16:30

毎週（木） 17:20-18:20(少年部）

　　　　　   18:30-20:00

日本武道館研修ｾﾝﾀｰ 毎週（金） 18:00-20:00

朝日ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ 立川市曙町ﾙﾐﾈ立川９Ｆ 毎週（土） 10:15-11:45

昭和の森ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ 昭島市田中町 毎週（土） 15:30-16:30(少年部）

昭島昭和ﾋﾞﾙ北館３Ｆ 　　  　　    16:30-18:00

南林間ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ 大和市南林間 毎週（土） 17:05-18:05(少年部）

南林間駅ﾋﾞﾙ４Ｆ 　　  　　    18:10-19:30

相模原ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ 相模原市相模原町 毎週 (木） 17:40-18:40(少年部）

相模原its５Ｆ              　19:30-20:30

三ッ境ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ 横浜市瀬谷区三ツ境 毎週 (金） 19:00-20:00

東村山ｼﾀﾞｯｸｽｶﾙﾁｬｰ　 東村山市ｼﾀﾞｯｸｽ１Ｆ 毎週（水） 17:00-19:00(少年部）

東急ｾﾐﾅｰBe二子玉川 毎週（土） 13:45-15:45

SDｶﾙﾁｬｾﾝﾀｰ  所沢市緑町 2･4週（木） 19:00-20:30

ﾊﾟﾙｺ館4階

成増ﾛﾝﾄﾞﾌｨｯﾄﾈｽｽﾀｼﾞｵ 練馬区成増ﾛﾝﾄﾞ 毎週（日）  10:00-11:00(少年部）

ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ内 　　　　　　　11:00-12:00

新宿ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 新宿区大久保 毎週（水）   17:00-18:30

新宿ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ    　   　    　19:30-21:00

毎週（土）　 12:15-13:45

神奈川県立武道館 横浜市港北区岸根町

毎週（火）   18:30-20:00（4月～6月）

毎週（木）   18:30-20:00（4月～6月）

毎週（水）   18:30-20:00（1月～3月）

毎週（金）   18:30-20:00（1月～3月）

大和市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ  大和市上草柳 毎週（金）　19：00～20：30

大和市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

※4月～6月は施設改修に伴い休講

戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 戸田市新曽 毎週（月）　19：00～20：30

戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 毎週（木）　19：00～20：30

尾山台地域体育館 世田谷区尾山台 毎週（火）　16：00～18：30

合気道教室

合気道講座

名             称

世田谷区玉川2-21-1

二子玉川ライズ S.C.

タウンフロント8F

11



場                所 日                 時

よみうりカルチャー   北千住 足立区千住 毎週（月）18:20-19:50

北千住駅ﾋﾞﾙ９Ｆ                

　　　　　　  　           京   葉 船橋市浜町 ﾗﾗﾎﾟｰﾄ内 毎週（日） 10:00-12:30

                          大   宮 さいたま市大宮区錦町 毎週（日）  10: 00-11:30

 ＪＡＣＫ大宮ﾋﾞﾙ２Ｆ  

                    　     八王子 八王子市旭町 毎週（日） 10:15-12:15

八王子駅ﾋﾞﾙ10Ｆ

横   浜 横浜市西区高島 毎週（月） 18:30-19:50

                           横浜そごう９Ｆ 毎週（火） 17:30-18:20(少年部）

　　  　 　   18:30-20:00(初心者）

１・３・５週（木）16:50-17:50(少年部）

 毎週（木）  18:00-19:30

毎週（土）  14:00-15:30

     町   田 町田市 ＰＯＰﾋﾞﾙ７Ｆ 毎週（日） 10:00-11:30

                       　  川   口 川口市川口 1・3週（日）   10:30-12:30

ﾘﾌﾞﾚ川口二番街４Ｆ

                   　　　  恵比寿 渋谷区恵比寿南 毎週（日）   10:30-12:00

恵比寿駅ﾋﾞﾙ｢ｱﾄﾚ｣７Ｆ 毎週（木）   20:00-21:30

 錦糸町 墨田区錦糸町駅ﾋﾞﾙ 毎週（日）   10:00-11:30

｢ﾃﾙﾐﾅ｣６Ｆ 毎週（火）   18:30-20:00

 大   森 大田区大森北ﾌﾟﾘﾓ６Ｆ 毎週（水）   19:00-20:30

川　崎 川崎市川崎区駅前本町 毎週（日）　10：15-11:45

駅ビル｢川崎BE」5F 毎週（金）　19：00-20:30

名            称

12



別紙4

ク　ラ　ス 曜　　　　日 道　　場

日曜日を除く毎日 午前 7:00〜 8:00

土曜日は上記の他に 午前 9:30〜10:30

月・水・金曜日 午後 5:30〜 6:30

土・日曜日を除く毎日 午後 7:00〜 8:00

午前 6:30〜 7:30

8:00〜 9:00

一般クラス 午後 3:00〜 4:00

（日曜日を除く毎日） 5:30〜 6:30

7:00〜 8:00

土曜日は上記の他に 午前 10:30〜11:30

(一　 般） 午前 9:00〜10:00

10:30〜11:30

(初心者） 午前 9:30〜10:30 ４　階

女子クラス 火・木曜日 午後 6:00〜 7:00 ２　階

女性講座 火・金曜日 午前 10:30〜11:30 ３　階

日曜日（年少） 午前 9:00〜10:00

　　　　 （年長） 10:15〜11:15

火曜日（年少） 午後 3:30〜 4:30

　　　　 （年長） 4:45〜 5:45

金曜日（年少） 午後 3:30〜 4:30

　　　　 （年長） 4:30〜 5:30

土曜日（年少） 午後 1:45〜 2:45

　　　　 （年長） 3:00〜 4:00

午後

午前

月～金曜日 7:00〜 8:00

日曜日 10:00〜11:00

日曜クラス
３　階

少  年  部 ２　階

茨城支部道場時間割

曜　　　　日 時　　　間

土曜日  午後5：00～6：00

３　階

本部道場時間割

時　　　間

初心者クラス ２　階

13
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別紙 5 

平成平成平成平成 28282828 年度年度年度年度学校合気道実技指導者講習会実施要項学校合気道実技指導者講習会実施要項学校合気道実技指導者講習会実施要項学校合気道実技指導者講習会実施要項((((仮仮仮仮))))    

 

１１１１    目目目目        的的的的     

平成 24 年度より実施された中学校保健体育における武道の必修化を踏まえ、保健体育

科教員及び運動部活動指導者(外部指導者を含む)に対し、合気道の指導者としての資

質向上を図るための講義・協議及び実技指導等を行い、学校における武道指導の充実

に資する。 

 

２２２２    主主主主        催催催催    

文部科学省、公益財団法人合気会 

 

３３３３    期期期期        間間間間    

平成 28 年 8 月 17 日(水) ～ 8 月 18 日(木) （予定） 

 

４４４４        会会会会        場場場場 

公益財団法人 日本武道館（仮） 

    〒102-8321 東京都千代田区北の丸公園 2 番 3 号 

             TEL 03-3216-5100(代表) 

 

５５５５    参加対象参加対象参加対象参加対象 

中学校及び高等学校の保健体育科教員及び学校における運動部活動(合気道)の指導者

(外部指導者を含む)。 

 

６６６６    参加申込等参加申込等参加申込等参加申込等    

参加希望者は、別添「参加申込書」により FAX 又は E-mail で以下に申し込むこと。 

《申込先》 

      公益財団法人合気会  FAX：03-3204-8145 

       E-mail：taiiku@aikikai.or.jp 

《申込期限》 

平成 28 年 7 月 31 日(日) 

    《申込に関する問い合わせ先》 

      公益財団法人合気会 (担当：栗林、鈴木) 

                                                                                                                 TEL：03-3203-9236 
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別紙 6 

平成 28 年度中学校武道授業指導法研究事業 実施要項（案） 

 

平成 28 年 2 月 

 

１ 趣   旨  平成 24 年 4 月より完全実施となった中学校武道必修化の成功に

向け、新学習指導要領に準拠して、年間 8～10 時間の授業時間想

定で、各武道種目の特性を踏まえた指導計画、指導内容、指導法、

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

施する。 

 

２ 名   称  平成 28 年度中学校武道授業指導法研究事業 

 

３ 主   催  公益財団法人 日本武道館 

実施各武道連盟 

         日本武道協議会 

 

４ 後   援  文部科学省（予定）  

 

５ 期   間  平成 29 年 2 月 18 日(土)～19 日(日) 

 

６ 会   場  （１）日本武道館（東京都千代田区北の丸公園 2 番 3 号） 

 

７ 参加研究者  （１）各連盟・団体から推薦された学校関係者 7 名、事務局 2 名、

計 9 名。 

      ※ただし、柔道、剣道については計 20 名までとする。 

（２）上記研究者の旅費・宿泊費・謝金、及び各連盟・団体事務

局担当者の旅費・宿泊費は、日本武道館が負担する。 

※ただし、上記参加人数を超える分については、各連盟･

団体の負担とする。 

 

 

【問い合わせ先】  〒102-8321 東京都千代田区北の丸公園２－３ 

              公益財団法人 日本武道館  振興部 振興課 

                            TEL03‐3216‐5134 FAX03－3216－5117 

 

 

 

 

 

 

以 上 
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別紙 7 

平成 28 年度 全国合気道指導者研修会実施要項 

≪（公財）日本武道館の国庫補助事業≫ 

 

 

１趣    旨  日本全国で合気道を指導する中学、高等学校の教員、及び社会体育指

導者を対象に、我が国の伝統と文化に立脚した「合気道」理論と実技

の研修会を実施し、専門的な知識・技術・指導法の充実を図り、もっ

て全国的な合気道指導者の養成と資質向上に資する。 

 

 

２名    称  平成 28 年度全国合気道指導者研究会 

 

 

３主    催  （公財）日本武道館、（公財）合気会 

 

 

４後    援  文部科学省 

 

 

５期    間  平成 28 年 11 月 4 日（金）から 6 日（日）まで 2 泊 3 日 

 

６場    所  日本武道館研修センター 

         （千葉県勝浦市沢倉 582 TEL 0470-73-2111 FAX 0470-73-2819 

           ※勝浦駅から徒歩 15 分） 

  

 

７参加資格・条件  (1)中学校・高等学校の保健体育科教員 

(2) (公財)合気会傘下の各都道府県合気道連盟が推薦した合気道指導者。 

(3)将来保健体育教員になる可能性のある大学生。 

          ※上記(1)(2)(3)のいずれかの条件を満たし、(公財)合気会が承認した者。 

 

 

８参 加 人 数  80 名 



17 
 

別紙 8 

平成平成平成平成 28 年度指導者年度指導者年度指導者年度指導者講習会講習会講習会講習会    開催要項開催要項開催要項開催要項 

 

 
１．趣 旨 国内外に於ける合気道の普及に伴い、幅広い年齢層に対応する指導力と多様化し

たニーズに応えられる指導者が必要不可欠となっている。 

公益財団法人合気会は、今後の更なる普及を見据え、指導法に関する実技と講

義を行う。 

 

２．主 催  公益財団法人 合気会 

 

３．主 管   合気道本部道場 

 

４．期 日   平成 28年 2月上旬 

 

５．場 所   日本武道館研修センター 

        (千葉県勝浦市沢倉 582 最寄駅 JR外房線勝浦駅 TEL：0470(73)2111(代表)) 

 

６．参加資格   

⑴ 道場・団体代表者が推薦する現指導者（または次期指導者と位置付けされる会員） 

⑵ 段位は弐段以上 

  

７．参加人数  100名 

 

８．参加者補助 

⑴ 参加費：無料とする 

⑵ 宿泊費：主催者が負担する 

⑶ 参加者には資料図書を配布する 

※ 往復交通費は自己負担となります 

 

９．参加申込 別添「参加申込書」に記入の上、道場・団体代表者が郵送にて申し込むこと 

     ※ 推薦者が複数の場合、申込書をコピーしてご使用下さい。 

 

 （申込先）〒162-0056 東京都新宿区若松町 17番 18号 

       公益財団法人合気会 指導者育成講習会係 宛  
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１０．所持品 道着、トレーニングウェア、洗面用具、筆記用具、健康保険証    
 

１１．別紙日程により実施し、課程を修了した者には主催者より修了証を授与する。 
 
１２．問い合わせ先 
 
   公益財団法人 合気会（担当：菅原） 

   〒162-0056 東京都新宿区若松町 17-18 

        TEL 03-3203-9236 FAX03-3204-8145 

        E-mail shidousha@aikikai.or.jp  

                                                                          

 以 上 



別紙9

9月月月月27日日日日 9月月月月28日日日日 9月月月月29日日日日 9月月月月30日日日日 10月月月月1日日日日 10月月月月2日日日日

Sep.27th Sep.28th Sep.29th Sep.30th Oct.1st Oct.2nd

火火火火/Tue. 水水水水/Wed. 木木木木/Thu. 金金金金/Fri. 土土土土/Sat. 日日日日/Sun.

第１日目 第２日目 第３日目 第４日目 第５日目 第６日目

2nd Day 3rd Day 4th Day 5th Day 6th Day 7th Day

9月月月月27日日日日 9月月月月28日日日日 9月月月月29日日日日 9月月月月30日日日日 10月月月月1日日日日 10月月月月2日日日日

Sep.27th Sep.28th Sep.29th Sep.30th Oct.1st Oct.2nd

火火火火/Tue. 水水水水/Wed. 木木木木/Thu. 金金金金/Fri. 土土土土/Sat. 日日日日/Sun.

第２日目 第３日目 第４日目 第５日目 第６日目 第７日目

2nd Day 3rd Day 4th Day 5th Day 6th Day 7th Day

　

演武会演武会演武会演武会

さよならパー
ティー

Farewell

Party
16:30-17:30 講習会 講習会 講習会 講習会 講習会

15:00-16:00 講習会 講習会 講習会 講習会 講習会

講習会日程

Seminar

Schedule

　　　　daｙ

　　time

9:00～10:00

道主講習会

Seminar　by

Doshu10:30-11:30 講習会 講習会 講習会 講習会 講習会

講習会 講習会 講習会 講習会 講習会

会議

G.Meeting

14:00～17:00
理事会

DC Meeting

理事会

DC Meeting

理事会

DC Meeting

理事会

DC Meeting

会議

G.Meeting

　　　　daｙ

　　time

9:00～12:00
会議

G.Meeting

会議

G.Meeting

会議

G.Meeting

第第第第12回　国際合気道大会日程回　国際合気道大会日程回　国際合気道大会日程回　国際合気道大会日程
The 12th International Aikido Congress Schedule 

September 27th(Tueday) - October　2nd(Sunday)
at Takasaki Arena, Takasaki city

会議日程

Meeting
Schedule

９月２７日（火）－１０月２日（日）

群馬県高崎市高崎アリーナ（体育館）
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（2）再雇用　1名

（1）定年退職　1名

計 43名 2名 45名

計

1名

1名

19名

7名

10名

7名

-

-

-

2名
事務員

（契約・アルバイト・派遣）

茨城支部道場

-

-

平成28年度　公益財団法人 合気会 職員構成平成28年度　公益財団法人 合気会 職員構成平成28年度　公益財団法人 合気会 職員構成平成28年度　公益財団法人 合気会 職員構成

平成28年度初頭の職員構成は、総数45名の予定である。

（1）採用　　　1名
　　　（指導部常勤 1名）

　　　（定年退職後再雇用1名）

　　　（指導部常勤 1名）

なお、平成27年度末の職員異動は以下の通りである。

平成28年度初頭　職員構成表

平成28年度初頭　職員構成表平成28年度初頭　職員構成表

平成28年度初頭　職員構成表

別紙10

5名

指導部
（常勤）

指導部
（契約）

19名

7名

事務員
（常勤）

10名

（2）退職　　　1名

（公財）合気会

合気道本部道場

職員種別

理事長
（常勤）

理　事
（常勤）

1名

1名

　　　（指導部常勤 1名）
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　別紙11

月 日 行　　　　　　　　　　　　　事

1・2・4（金・土・月） 合気道学校前期開講（上・中・初）

3（日） 昇級審査

26（火） 開祖・吉祥丸二代道主を偲ぶ会

29(祝) 合気神社大祭　　（於：茨城県笠間市）

8(日） 昇段・昇級審査

17(火) 公益財団法人合気会理事会・定時評議員会

28（土） 第54回全日本合気道演武大会　　(於：日本武道館）

5(日） 昇級審査

13(月) 関東学生合気道連盟新入生講習会　　(於：日本武道館）

※少年部前期審査

※茨城支部道場昇段・級審査

3(日） 昇段・昇級審査

17(日） 第38回全日本少年少女合気道錬成大会(於：日本武道館）

25(月） 暑中稽古始め

3(水) 暑中稽古終了

5(金） 第15回全国高等学校合気道演武大会　　（於：東京武道館）

14・15・16（日・月・火）（仮） 本部少年部合宿

17・18(水・木) 学校合気道実技指導者講習会

4(日） 昇級審査

17・18(土・日) 茨城支部道場講習会

26（月）～ 第12回国際大会

10月2日（日） （於：高崎市新体育館）

※茨城支部道場昇段・級審査

1・3・4（土・月・火） 合気道学校後期開講（中・初・上）

9（日） 昇段・昇級審査

4～6（金～日） 全国合気道指導者研修会

6(日） 昇級審査

26(土) 第56回全国学生合気道演武大会　(於：日本武道館）

3（土） 防衛省合気道連合大会

4(日) 昇段・昇級審査

25(日) 稽古納め

31(木） 越年稽古

※少年部後期審査

6(金） 稽古始め

7(土） 全国登録道場・団体連絡会議

新年賀詞交換会（於：京王プラザホテル）

8(日） 鏡開き式(推薦昇段者発表）

23(月） 寒稽古始め

1(水） 寒稽古終了

5(日） 昇級審査

18・19（土・日） 中学校武道授業指導法研究事業

※指導者講習会

※関東学生合気道講習会

※中部学生合気道講習会

※中・四国学生合気道講習会

※東北学連講習会

5(日） 昇段・昇級審査

※公益財団法人合気会理事会

※茨城支部道場昇段・級審査

※北海道学生合気道講習会

※関西学生合気道講習会

8

10

2

3

9

11

1

12

平成28年度主要行事

4

7

6

5
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公　益　財　団　法　人　　合　　　気　　　会

平 成 ２ ８ 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 582,853,000        584,878,000        2,025,000△        

(2) 　経　常　費　用 554,300,000        579,829,100        25,529,100△       

28,553,000          5,048,900           23,504,100          

946,439,996        823,348,563        123,091,433        

974,992,996        828,397,463        146,595,533        

（イ） 5                       5                       0                       

（ロ） 902,105              902,105              0                       

902,100△           902,100△           0                       

19,494,116          20,396,216          902,100△           

18,592,016          19,494,116          902,100△           

993,585,012        847,891,579        145,693,433        

Ⅱ　指　定　正　味　財　産　増　減　の　部

正味財産増減予算書

平成２８年４月１日から平成２９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

当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額

前 期 繰 越 収 支 差 額

　一般正味財産への振替額

当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 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


