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世界拳法会連盟役員会議 2019年8月11日
大橋会長： ご多忙の処お集まりを頂き厚く御礼申し上げます。先ずもって、次回、世界拳法選

手権大会開催地でありますが恒例により3年後日本ではいかがでしょうか。・・・・異議なし

唐突では、ありますが引き続きまして拳法会組織の在り方につき確認いたしたいと思います。

1.拳法会は、拳法会であり空手などのように色々な空手の集合体でなく一つの組織からなる。

また、大会も一本で行い武道性を害する危険性を回避する。・・・異議なし。

しかるに大きな問題を出ている。

2.ネパール（プラカス代表） 私どもの様な後進国が来日する場合、ビザの取得が問題となり

Naraj代表のVisaがおりなかった。

日本側回答：外務省外に問い合わせを行った。

a.日本側の書面になんら問題はないがネパール側に不備があった。

書類がKyokushin空手・・・・・純粋な日本伝統文化でなく反社会的暴力性も高い。また、

戸山流居合道においても日本伝統文化性がないとの結果。

b.プラカス代表にa.につき確認を求めたがNaraj先生に関しては、決してそんな事はなく拳法会

のみであると回答を得た。

3.インドにおいては、Kenpo Kaiを名のる団体が存在したが現在は、解決した。しかし、IKKOと連

携を強化し十分に注意する必要がある。

4.スペイン（Juan代表）よりルーマニアに非常に危険な団体が存在する。日本のフルコンタクト空

手団体も加盟している。ヨーロッパ拳法会本部は、注視する必要がある。また、アフリカは、ア

ルジェリアからチェジニアに本部を移す意向にある。

5.フランス(イベス代表）においても同じ拳法会を名のる団体があるが問題ではなくなった。

6.オーストラリア（マイケル代表)現在、パースに支部設立計画がある。

日本側からシドニーの支部との連携をよろしく。

7.日本（大橋会長） もう一度、武道は、マーシャルアーツではない。「武道＝Budo」 「拳法会＝

Kenpo Kai」 拳法は、日本語です。武道は、武士道でありサムライの営みです。 原点を忘れな

い様にしていただきたい。

World Kenpo organization Executive Meeting (August 11, 2019)
Chairman Ohashi: Thank you very much for your busy meeting. First of all, it is the next World 
Kenpo Championships venue, but how about in Japan three years later by convention? ····No 
objection
In a sudden, I would like to continue to confirm how the Kenpo kai organization is.
1. Kenpo kai is a Kenpo kai and is not a group of various karate like karate, but a single 
organization. In addition, a single competition will be held to avoid the risk of harming martial 
arts. ···No objection.
However, there is a big problem.
2. Nepal (Placus representative) When a developed country like us came to Japan, obtaining a 
visa was a problem, and there was no Visa (Naraj representative).
Japan Reply: An inquiry was made outside the Ministry of Foreign Affairs.
A. There was no problem in writing on the Japanese side, but there was a defect on the Nepalese 
side.



Docs is Kyokushin Karate. It is not pure Japanese traditional culture but has high anti-social 
violence. The result is that there is no traditional Japanese culture even in the Toyama Ryu Iaido
B. Mr Plakas asked for confirmation from 
a. However, Mr. Naraj responded that there was no such thing and only the Kenpo kai.
3. In India, there was an organization named Kenpo Kai, but it has now been resolved. However, 
it is necessary to strengthen the cooperation with IKKO and pay sufficient attention.
4. There is a very dangerous organization in Romania than Spain (Juan representative). Japan's 
full 
contact karate group is also a member. The European Kenpo kai headquarters needs to watch 
closely.  
Africa also intends to move its headquarters from Algeria to Chezinia.
5. In France (Mr Yves), there is an organization named after the same Kenmpo kai, but it is no 
longer a problem.
6. Australia (Mr Michael) Currently, there is a branch establishment plan in Perth.

Please cooperate with the Sydney branch from the Japanese side.
7. Japan (Chairman Ohashi) Once again, martial arts are not martial arts. “Budo = Budo” “Kenpo 
Kai = Kenpo Kai” Kenpo is in Japanese. Budo is a Bushido and samurai activity. Please do not 
forget the origin.


