
平成 31年度 事業計画書 

平成 31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 31年 4月～9月、後期は平成 31年 10月～平成 32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

・開祖・吉祥丸二代道主を偲ぶ会

日 時：平成 31年 4月 26日（金）19:00〜20：30 

場 所：本部道場 

・新年賀詞交換会

日 時：平成 32年 1月 11日（土）17:00〜19:00 

場 所：京王プラザホテル（予定） 

・鏡開き式

日 時：平成 32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 32年 1月 19日（日） 

  場 所：茨城支部道場 

③会議等の開催

・第１回 理事会（書面のみ）

日  時：平成 31年 4月中旬 

・第２回 理事会 及び 定時評議員会

日 時：平成 31年 5月中旬 

・第３回 理事会

  日 時：平成 32年 3月中旬 

・全国登録道場・団体連絡会議

日 時：平成 32年 1月 11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

第 17回全日本合気道連盟講習会 

日 時：平成 31年 10月 6日（日） 

場 所：高知県 高知県立武道館 
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・全国学生合気道連盟

第 59回全国学生合気道演武大会 

日 時：平成 31年 11月 30日（土） 

場 所：愛知県  愛知県武道館 

・全国高等学校合気道連盟

第 18回全国高等学校合気道演武大会 

日 時：平成 31年 8月 9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 31年 11月 6日（水）～13日（水）（予定） 

場 所：オーストリア共和国 ウィーン市 

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

少年少女武道優良団体の推薦（全日本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。

・東京武道館

広域合同稽古

日 時：平成 31年 4月 11日（木）、6月 6日（木）、9月 19日（木）、 

11月 14日（木）、平成 32年 1月 16日（木）、3月 12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 31年 10月 14日（月） 

募 集：中学生以上対象 
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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 31年 12月 31日 23:30から平成 32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 31年 7月 22日から 7月 31日まで、寒稽古は平成 32年 1月 20日から

1月 29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）

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 57回全日本合気道演武大会

日 時：平成 31年 5月 25日（土）12:00〜17:30

場 所：東京都 日本武道館
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②全日本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 41回全日本少年少女合気道錬成大会

日 時：平成 31年 7月 14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 31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

う地域指導者を対象とした講習会を開催する。

開催日：平成 31年 8月 21日（水）･22日（木）

場 所：調整中

(別紙 5・Ｐ14) 

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）、

奈良県（奈良市）、富山県（富山市）、千葉県（千葉市）、静岡県（藤枝市）、

山口県（山口市）、兵庫県（姫路市）、愛媛県（松山市）、愛知県（名古屋市）、

東京都（足立区）の 1都 12県で開催予定。（日程順）

※和歌山県開催大会は青少年錬成大会

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。

開催日：平成 32年 2月 15日（土）・16日（日）

場 所：調整中

（別紙 6・P15） 
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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 31年 11月 1日（金）～3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。

開催日：平成 32年 1月 25日（土）・26日（日）

場所 ：東京都 港区スポーツセンター

（別紙 8・P17～18） 

⑧学生海外派遣企画

植芝充央本部道場長の海外出張に学生を同行させ、学生に合気道が海外に広まっている

ことを実感させると共に、現地での稽古と交流を通じて今後の合気道修行意欲の向上、ひ

いては学生合気道の更なる活性化を図る。

開催日：平成 31年 6月 13日（木）～19日（水）

場所 ：ハンガリー（ブダペスト） MOMスポーツセンター

（別紙 9・P19～20） 

４．新規事業 

①合気道本部道場創建 100周年記念準備事業

合気道本部道場創建 100周年記念事業を実施するために必要となる、合気道の各種資料

（写真・音声・動画等）の整理をおこなう。

平成 31年度は、合気道開祖植芝盛平翁および植芝吉祥丸道主二代道主の写真資料のデ

ジタル化を実施予定。

（別紙 10・P21） 

５．主要行事予定 

平成 31年主要行事予定は別紙 11（Ｐ22）のとおりである。 
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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）

愛知淑徳大学 東北大学

青山学院大学 名古屋外国語大学

岡山大学 名古屋商科大学

学習院大学 新潟大学

川崎医科大学 二松学舎大学

川崎医療福祉大学 日本歯科大学

慶應義塾大学(湘南藤沢） 日本女子大学

慶應義塾大学(矢上） 日本大学（生物資源） 企業・省庁等

甲南大学 日本大学（芸術） 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 明治大学（生田） ＮＨＫ合気道部

上智大学 明治大学（同志会） 経済産業省

城西大学 立正大学 国会合気会

椙山女学園大学 ＪＩＣＡ合気道部

清泉女子大学 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 日本体育大学 都庁

筑波大学 東海大学 日経合気道クラブ

電気通信大学 日本大学(危機管理学部） 富士通

獨協大学 富士フィルムテクノプロダクツ

東京外国語大学 防衛省 市ヶ谷支部

東京海洋大学 明治大学教職員

東京女子体育大学 大学校（クラブ） みずほ証券（株）

東京都市大学 防衛医科大学校 三菱合気道部

東京理科大学（神楽坂） 防衛大学校 桜の花出版

国内派遣予定　一覧

錦城高校

城西高校

杉並学院

雙葉学園

二松学舎高校

福井工業高等専門学校
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登録道場及び団体

足立合気会

綾瀬市合気会

荒川合気会

池袋合気道同好会

浦和公民館

江ノ島合気会

大久保合気道優愛会

荻窪同好会

小山合気会 （年1・2回程度派遣）

葛飾合気会

月窓寺道場

小金井合気道同好会

相模原同好会

品川区合気道交友会

渋谷合気道同好会

志陽館

湘南翡翠合気道クラブ

新川塾

新小岩合気会

双峰合気道会

祖師谷合気会

仙川合気道　春風

中央区合気会 連盟等の要請

合気道土井道場 4/1（日）　 　長野県合気道連盟技術講習会 合気会主催による派遣

茅ヶ崎合気会  北海道学連講習会

調布合気道会 東北学連講習会

鶴岡八幡宮 関東学連講習会

中野区合気道連盟 中部学連講習会

流山合気道同好会 関西学連講習会

なぎさ合気道友会 　中・四国学連講習会

西新宿合気会

野比道場

蓮田合気会 10/12（土）  北海道学連演武大会

東村山合気道クラブ 10/19（土）  中四国学連演武大会

吹上道場 10/19（土）  関西学連演武大会

藤沢合気道倶楽部

青山会

港区合気会

11/3（日）    0　　三重県連盟10周年

若葉台合気会

未定  群馬県合気道連盟講習会

未定  和歌山県合気道連盟講習会

6/29～30（土・日） 　和歌山県地域社会指導者研修会

浜風合気会

福井合気会

合気道神戸せいぶ館

10/19～20（土・日） 　奈良県地域社会指導者研修会

一宮合気会

柏合気会

5/4～5（土・日）  0広島県地域社会指導者研修会

6/8～9（土・日）  0香川県地域社会指導者研修会

6/22～23（土・日）  0宮城県地域社会指導者研修会

11/30（土） 　全国学生合気道演武大会
※関東・中部学連演武大会を兼ねる

4/6・7（土・日）
国際奉納演武

11/9～10（土・日）
植芝盛平翁の故郷を訪ねて

田辺市植芝盛平翁顕彰事業

6/2（日）0 0 　　0山口県連盟60周年茗荷谷合気道クラブ

央名会気守道場

心月会

武蔵小杉合気道会

地域社会指導者研修会

6/8（土）00 　0山形県連盟50周年

6/15（土）0 　　0中野区連盟50周年

7/20（土）0 　　0東芝合気道部20周年

7/20（土）0 　　0岐阜県連盟10周年

10/6（日） 0 　0高知県連盟40周年

10/19～20（土・日）　  富山県地域社会指導者研修会

6/22（土）0 　0防衛大学校60周年

横浜南合気会

緑水会

鎌ヶ谷合気会

登録道場及び団体 周年記念演武大会・講習会等

千住合気会

登録道場及び団体

学生合気道連盟

3/7～8（土・日）0001   東京都地域社会指導者研修会

7/1（日）　 　埼玉県合気道連盟講習会

10/6(土)　 　全日本合気道連盟講習会

9/28・29(土・日) 　関西地区合同研鑽会

12/7(土) 　防衛省合気道連合会演武大会

合気道一修会

11/9～10（土・日） 　0 静岡県地域社会指導者研修会

11/16～17（土・日）  山口県地域社会指導者研修会

2/8～9（土・日）  0 兵庫県地域社会指導者研修会

2/15～2/16（土・日） 　愛媛県地域社会指導者研修会

11/2～3（土・日）  千葉県地域社会指導者研修会

3月

2/22～23（土・日） 0 1 愛知県地域社会指導者研修会

八広合気道クラブ

大和合気道クラブ

大宮道場

奥多摩合気道会

桶川愛気会
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6月 中国（上海） シンガポール ベルギー/ルクセンブルグ/フランス

9月 モンゴル
（ウランバートル）

韓国（ソウル） インド（ニューデリー）

1月 タンザニア
（ダルエスサラーム）

ロシア（サンクトペテルブルグ） アルメニア（エレバン）

カンボジア
（プノンペン・シェムリアップ）

カナダ（バンクーバー） シンガポール

ラオス キルギス（ビシュケク） ブルガリア（ソフィア）

インド（チェンナイ） 米国（シカゴ） ギリシャ（アテネ）

ネパール（カトマンズ） オーストラリア（シドニー） フランス/スペイン

中国（北京） ロシア（サマラ） ブルガリア

ベトナム（ハノイ・ホーチミン） ブルガリア ロシア（ウラジオストック）

スリランカ オランダ（アムステルダム） ロシア（モスクワ）

インド（ムンバイ） インドネシア（バリ） メキシコ（メリダ）

フィリピン（マニラ） ロシア（ソチ）

中国（香港） アルゼンチン（ブエノスアイレス） フランス/モナコ

ドイツ（フライブルグ） 英国（ロンドン） フランス（モンペリエ）

カナダ（バンクーバー） チリ/ブラジル フィリピン（マニラ）

アイルランド（ダブリン） ベルギー 南アフリカ（ケープタウン）

エストニア（タリン） 英国（チェスター） ロシア（モスクワ）

スペイン（マドリッド） フランス（ニース） 2月 インド（バラナシ）

ロシア（モスクワ他 ） 米国（サンフランシスコ） 3月 ニュージーランド（オークランド）

シンガポール チェコ（プラハ） 調整中 フィンランド（ヘルシンキ）

ブルガリア ブルガリア（スリベン）

カナダ（マニングパーク） ロシア（モスクワ）

ロシア（チュメニ） スイス

スイス（ランゲンタール） ノルウェー（オスロ）

ベルギー（ブリュッセル） アルゼンチン（ブエノスアイレス）

ルクセンブルグ インドネシア 海外派遣数

ベラルーシ（ミンスク） ポーランド（ポラニツァ＝ズドルイ）

オーストリア（リンツ） ウクライナ（キエフ）

ブルガリア（ソフィア） リトアニア（ヴィリニュス）

ポーランド（ポズナン） ポーランド（オルシュティン）

ラトビア（リガ） ルーマニア（ブカレスト）

モルドバ（キシナウ） ウクライナ（ドニプロペテロフスク）

ロシア（クラスノヤルスク） ロシア（モスクワ）

ハンガリー（ブダペスト） カナダ（ケベック）

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

6月
10月

2月

11月

3月
7月

要請による派遣

4月

8月

12月

9月

5月

95回（50か国）104名

10月
6月
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合 気 道 学 校 入 学 案 内 

(平成 31年度…4月・10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 31 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 1日(月)～8月 29日(木) 10月期 10月 3日(木)～3月 5日(木) 

受講料 : 前期 54,000円 (本体価格 + 消費税等 8％) 

 後期 55,000円 (本体価格 + 消費税等 10％) 予定 

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 : 年齢 18歳以上、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 3日(水)～8月 28日(水) 10月期 10月 2日(水)～2月 26日(水) 

受講料 : 前期 64,800円（本体価格 + 消費税等 8％） 

 後期 66,000円 (本体価格 + 消費税等 10％) 予定 

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 : 年齢 18歳以上、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 2 日(火)～8月 23日(金)10月期 10月 1日(火)～2月 21日(金) 

受講料 : 前期 64,800円（本体価格 + 消費税等 8％） 

 後期 66,000円 (本体価格+ 消費税等 10％) 予定 

○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 
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場 所 日 時

合気道本部道場 毎週（土）  16:30-18:00

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

立川市曙町ﾙﾐﾈ立川９Ｆ 毎週（土）  10:15-11:45

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

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

相模原市相模原町 毎週 (木）  17:40-18:40(少年部）

相模原its５Ｆ  　19:30-20:30

横浜市瀬谷区三ツ境 毎週 (金）  19:00-20:00

毎週（土）  13:45-15:45

所沢市緑町 2･4週（木） 17:30-18:30（少年部）

ﾊﾟﾙｺ館4階 19:00-20:30

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

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

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

世田谷区尾山台 毎週（火）　 16：00～18：30

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

ＮＨＫ文化センター

日本武道館武道学園

朝日ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ

昭和の森ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ

南林間ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ

相模原ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ

三ッ境ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ

東急ｾﾐﾅｰBe二子玉川

SDｶﾙﾁｬｾﾝﾀｰ

成増ﾛﾝﾄﾞﾌｨｯﾄﾈｽｽﾀｼﾞｵ

新宿ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

大和市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

戸田市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

尾山台地域体育館

合気道教室
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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 

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 リード町田ビル2F〜6F 毎週（日）  11:45-13:15

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

名 称
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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

午後

午前

３　階

本部道場時間割

時　　　間

初心者クラス ２　階

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 5：00～6：00
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平成 31 年度学校合気道実技指導者講習会実施要項案 

１ 目  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、

保健体育科教諭及び運動部活動指導者教諭に対し、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。 

２ 主  催  

スポーツ庁、公益財団法人合気会

３ 期  間  

平成 31年 8月 21日(水) ・ 8月 22日(木) 

４  会  場  

  調整中 

５ 参加対象

中学校及び高等学校の保健体育科教諭及び学校における運動部活動(合気 

道)の指導者教諭。 

６ 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 31年 7月 31日（水） 

《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、鈴木俊雄、飯原)    TEL：03-3203-9236 

14

別紙5

mailto:aikido@aikikai.or.jp
mailto:aikido@aikikai.or.jp


平成 31 年度中学校武道授業指導法研究事業実施要項案 

１ 趣 旨  

２ 名   称  

３ 主   催  

４ 後 援  

５ 期  間  

６ 会   場 

７ 参加研究者 

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。 

平成 31 年度中学校武道授業指導法研究事業

公益財団法人日本武道館

公益財団法人合気会

日本武道協議会

スポーツ庁

平成 32 年 2 月15日(土)・16日(日)（予定）

（１）未定

（１）（公財）合気会から推薦された指導法研究者 7 名、

事務局 2名、計 9名。 

（２）指導法研究者の旅費・宿泊費・謝金は、日本武道館

が負担する。

【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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平成 31 年度合気道指導者研修会実施要項案 

≪国庫補助事業≫ 

１ 趣   旨  

２ 主   催

３ 後   援  

４ 期   間

５ 場   所

６ 参 加 資 格

日本全国で合気道を指導する中学、高等学校の教諭、及び社会体育指導

者を対象に、学校教育における合気道の指導法に関する実技と講義を

行い、学校における合気道指導の充実に資する。 

 公益財団法人日本武道館、公益財団法人合気会 

スポーツ庁

  平成 31年 11 月 1日（金）～3日（日） 

 日本武道館研修センター（千葉県勝浦市沢倉 582） 

（１）中学校及び高等学校の保健体育科教諭。

（２）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）将来保健体育科教諭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た者。

７ 募 集 人 数  80 名 

８ 申 込 先  公益財団法人合気会 全国指導者研修会係 宛 

  https://bit.ly/2Kds6DP  

上記 URL 又は QR コードの HP より「参加申込書」を取得し入力の上、

kensyukai@aikikai.or.jp までメールにて申し込むこと。 

９ 締   切  平成 31年 9月 6日（金） 

10 参加者補助  （１）参加費は無料とする。 

（２）日本武道館が定める自宅住所から会場までの往復交通費及び宿

泊費（食事付）を補助する。ただし、所属団体などより往復交通

費の補助を受けている参加者には補助しない。申込書に記入の

こと。

（３）宿泊費は主催者が負担する。 

11 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、印章 

※合気道未経験者は、トレーニングウェアでの参加を可とする。

12 研 修 計 画  別紙「実施内容・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。 

13 連 絡 先  ◎公益財団法人合気会 （担当：日野皓正、梅津翔、飯原宏亨）

 〒162-0056 東京都新宿区若松町 17-18  TEL03-3203-9236 

E-mail kensyukai@aikikai.or.jp
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平成 31年度指導者講習会開催要項案 

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、将来指導者となる人材の

育成のため、本部道場審査要項に基づいた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．期 日   平成 32年 1月 25日(土) 〜 26日(日) 

４．場 所   港区スポーツセンター 

(港区芝浦 1-16-1 最寄駅 JR田町駅 TEL：（03）3452-4151 ) 

５．参加資格   

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 段位は弐段から四段まで、年齢は 40歳以下とする。

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。

※ 往復交通費は自己負担となります。

９．参加申込 ①の郵送又は送信後、②の情報入力をもって、申込受付を完了となります。

①別添「参加申込書」に記入の上、

道場・団体代表者が郵送または PDFファイルを用いて（shidousha@aikikai.or.jp） 

へ送信する。

（郵送申込先）〒162-0056 東京都新宿区若松町 17番 18号 

公益財団法人合気会 指導者講習会係 宛  

②https://goo.gl/2Ntd8V

上記 URL又は QRコードへの メールアドレス・合気会会員番号等の

参加者の情報を入力、送信する。

（申込期限）平成 31年 12月 13日（金） 
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１０．所持品 道着、洗面用具、筆記用具、健康保険証 

１１．研修計画 別紙日程により実施し、課程を修了したもの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：松村、飯原） 

〒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 

連絡事項

電車を利用する場合、下記の必要時間をご参考下さい。

東京駅⇔田町駅  JR 山手線、JR 京浜東北線 要 15 分ほど 

  羽田空港→浜松町<東京モノレール区間快速(浜松町行)> 要 30 分ほど 
浜松町→田町<山手線品川方面行>      要 10 分ほど 
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平成 31 年度学生海外派遣企画案 

1. 目 的

日本国内で合気道を稽古する若い世代（20代の学生たち）を対象に、国外に

おいて稽古および現地会員と交流をする機会を付与し、国外における合気道

の普及の度合いを実感させると共に、派遣学生の今後の合気道に対する意欲

の充実を図る。

また、派遣学生が、本派遣を通じて得た経験を、自身が所属する大学合気道

団体に伝えることを通じ、学生合気道の更なる発展を促す。

2. 主 催

公益財団法人合気会

3. 期 間

平成 31年 6月 13日（木）～6月 19日（水）

4. 会 場

MOM SPORT CENTER（ハンガリー・ブダペスト）

MOM SPORT CENTER 1123 Budapest, Csörsz street. 14-16.

5. 参加対象

下記の参加条件を全て満たし、（公財）合気会の選考を通過した者。

6. 参加条件

① 大学合気道部（本部道場指導部関係の部活等）に所属していること。

② すでに初段以上を有するまたは出発日までに初段を取得見込みの者。

③ 平成 31年 4月 1日時点で満二十歳以上の者。

④ 保護者の同意、部活顧問の同意、指導者の推薦がある者。

7.派遣人数

上記の参加条件を満たす学生 8 名を派遣する。他に（公財）合気会事務局か

ら引率として 1 名を派遣する。
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8.現地予定

午前 午後 その他 

6/13 ㈭ 集合/成田発 ブダペスト着 

6/14 ㈮ 講習会 

6/15 ㈯ 講習会 講習会 祝賀会あり 

6/16 ㈰ 講習会 講習会 

6/17 ㈪ 観光 観光 

6/18 ㈫ ブダペスト発 

6/19 ㈬ 成田着/解散 

9.問い合わせ先

公益財団法人合気会 (担当：松村、相馬) 

TEL：03-3203-9236 
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平成 31年度 合気道本部道場創建１００周年記念準備事業 実施要項案 

1. 目 的

合気道本部道場創建 100周年記念事業（仮）で必要となることが予想される合

気道の各種資料（写真・音声・動画等）の分類・整理・収集をおこない、100

周年記念事業そのものを円滑に実施できるように準備をおこなう。また、（公

財）合気会、その他団体・個人が所有している各種資料の分類・整理・収集を

通じ、合気道の足跡の継承と合気道の更なる普及振興を図る。 

2. 主 催

公益財団法人 合気会 

3. 対象資料および方法

合気道の各種資料（写真・音声・映像等）のなかで、理事長が特に必要と認 

めるもの。 

第一段階として平成 31年度は、（公財）合気会 3階会議室内に収蔵されている

合気道開祖植芝盛平翁および植芝吉祥丸 2代合気道道主の写真のデジタル化と

当該の写真原本の整理・分類を行うとともに、更なる資料収集や調査のため、

（公財）合気会ホームページ、「合気道新聞」、『合気道探求』等を通じて合気

道の歴史に関する資料や情報提供を呼び掛ける。 

4. 連絡先

公益財団法人合気会  

〒162-0056 東京都新宿区若松町 17-18 TEL03-3203-9236 
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4月 1（月） 10月 1 （火） 合気道学校後期開講式（初級）

2（火） 2 （水） 合気道学校後期開講式（中級）

3（水） 3 （木） 合気道学校後期開講式（上級）

7 （日） 6 （日） 昇段級審査

26（金） 12 (土） 北海道学生合気道連盟演武大会

19 (土） 関西学生合気道連盟演武大会

合気道学校前期開講式（初級）

合気道学校前期開講式（上級）

合気道学校前期開講式（中級）

昇級審査

開祖・吉祥丸二代道主を偲ぶ会

19 (土） 中・四国学生合気道連盟演武大会

5月 11月 1　(金） 第7回 全国合気道指導者研修会

12（日） 昇段級審査  ～3（日） （於：日本武道館研修センター）

3 （日） 昇級審査

14（火） 公益財団法人合気会 9・10(土・日) 田辺市顕彰事業

理事会・評議員会（仮） 「植芝盛平翁の故郷を訪ねて」

25（土） 第57回 全日本合気道演武大会 30 (土） 第59回 全国学生合気道演武大会

(於：日本武道館) (於：愛知県武道館）

※関東学連・中部学連演武会を兼ねる

6月 2 （日） 昇級審査 12月 1 （土） 昇段級審査

7 （土） 全自衛隊合気道演武大会

9 （日） 大掃除

25（水） 稽古納め

26（木） 大掃除

31（火） 越年稽古

7月 7 （日） 昇段級審査 1月 6 （月) 稽古始め

14 (日） 第41回 全日本少年少女合気道錬成大会 11（土） 全日本合気道連盟役員会

(於：日本武道館) 全国道場・団体連絡会議

（於：合気道本部道場）

新年賀詞交換会

（於：京王プラザホテル）

22 (月） 暑中稽古 12（日） 鏡開き式

～31（水） 19（日） 茨城支部道場鏡開き式

20 (月) 寒稽古

～29（水）

25・26(土・日) 合気会主催第5回指導者講習会

（於：港区スポーツセンター）

8月 9 （金) 第18回 全国高等学校合気道演武大会 2月 2 （日） 昇級審査

(於：東京武道館)

15・16(土・日) 中学校武道授業指導法研究事業

12（月） 暑中休暇 (於：未定)

 ～17（土）

21（金） 合気道学校後期修了式（上級）

21・22(水・木) 学校合気道実技指導者講習会

23（金） 合気道学校前期修了式（上級） 26（水） 合気道学校後期修了式（中級）

28（水） 合気道学校前期修了式（中級）

29（木） 合気道学校前期修了式（初級）

9月 1　(日) 昇級審査 3月

1 （日） 昇段級審査

5 （木） 合気道学校後期修了式（初級）

8 （日） 大掃除 未定 大掃除

未定 公益財団法人合気会理事会

未定 中部学生合気道連盟講習会

14・15(土・日) 茨城支部道場道主特別講習会 未定 関東学生合気道連盟講習会　

未定 関西学生合気道連盟講習会

未定 北海道学生合気道連盟講習会

未定 中・四国学生合気道連盟講習会

未定 東北学生合気道連盟講習会

平成31年度 主要行事表
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（元号は暫定的に平成を使用しています）

公　益　財　団　法　人　　合　　　気　　　会

平 成 ３ １ 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 610,800,000        622,300,000        11,500,000△      

(2) 　経　常　費　用 614,800,000        640,300,000        25,500,000△      

4,000,000△        18,000,000△      14,000,000          

1,266,497,972     1,176,675,668     89,822,304          

1,262,497,972     1,158,675,668     103,822,304        

（イ） 2                       2                       0                       

（ロ） 902,102              902,102              0                       

902,100△           902,100△           0                       

16,787,816          17,689,916          902,100△           

15,885,716          16,787,816          902,100△           

1,278,383,688     1,175,463,484     102,920,204        

Ⅱ　指　定　正　味　財　産　増　減　の　部

正味財産増減予算書

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

科 目

Ⅰ　一　般　正　味　財　産　増　減　の　部

一 般 正 味 財 産 期 末 残 高

　経　常　増　減　の　部

　基　本　財　産　運　用　益

当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額

一 般 正 味 財 産 期 首 残 高

　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
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