January 1, 2019
News from Okinawa

New Year’s Greeting from the President
Dear WMKA members from around the world.
A Happy New Year! Shin-nen akemashite omedetou gozaimasu!
At the beginning of a year I am happy to announce the erection of the Memorial Monument for
the Founder Shoshin Nagamine in 2020. This has been the biggest dream of the WMKA. The
Okinawa headquarters decided the plan as “Okinawa 2020 Project” to arrange a karate-do
seminar from October 31 to November 1, “the Memorial Monument unveiling and celebration
ceremony” on November 2nd , which is the anniversary of the late Founder Shoshin Nagamine.
Though the venues are not decided yet, we will post all information on the WMKA & EMKA
Website when we have all answers. I strongly wish you all will participate in “Okinawa 2020
Project” and meet the Founder Shoshin Nagamine next year.
“Tokyo 2020 Olympics” will be opened from July to August next year. “The first Okinawa Karate
International Tournament” was successfully completed in August last year. Approximately 1,200
karate enthusiasts participated in “Kata Competition” and about 2,300 in “Okinawa Karate
Seminar” from 50 countries and regions around the world. The 2 nd Okinawa Karate International
Tournament may be scheduled in 2022. All Okinawa karate organizations are working very hard
to win “The Okinawa traditional karate” to be listed on “UNESCO’s world intangible cultural
Heritage List” as soon as possible. Fortunately, Tokyo 2020 gives a strong stimulus to devotees of
Okinawa karate, and many karate & kobudo practitioners are coming to Okinawa to study and
train themselves at “The Birth place of karate”. Okinawa HQ will be happy to host your karate
practice trip to Okinawa.
At the end of my greeting, in Japanese culture 2019 is “The year of the Boar”. Though I don’t
know whether you like it or not, please enjoy your symbolic animals in the attached table. I pray
for your family and your karate life the best in 2019!
Sincerely Yours
Yoshitaka Taira, President of WMKA
※

Refer” The Oriental twelve twelve Zodiac signs from Ancient Chinese Astrology”
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ることを迎えていること決定しました。しました。私達も新しい年を沖縄で家族や友人知人と祝っています。
開催す場所については未定ですが、具体的なスケジュールを含めて決定後にについては未定しました。ですが夫々の国で輝かしい新年を迎えていること、当連盟の長年の夢であった開祖長嶺将真先生の顕彰碑の建立計画を発表致しま具体的なスケジュールを含めて決定後になスケジュールを含めて決定後にスケジューを行い、１１月２日（開祖の命日）に顕彰碑の除幕式と祝賀会を開催すルを含めて決定後にを迎えていること含めて決定後にめて決定しました。後にに WMKA & EMKA ウ
エッブサイト」として、来年の１０月３１日～１１月１日（２へ掲載します。　私は当連盟の更なる発展を目指して、全会員が「沖縄２０２０プします。私達も新しい年を沖縄で家族や友人知人と祝っています。

私は当連盟の皆さまへ更なる発展を目指して、全会員が「沖縄２０２０プなスケジュールを含めて決定後にる発展を目指して、全会員が「沖縄２０２０プを迎えていること目指して、全会員が「沖縄２０２０プして、当連盟の長年の夢であった開祖長嶺将真先生の顕彰碑の建立計画を発表致しま全会員の皆さまへが夫々の国で輝かしい新年を迎えていること「沖縄２０２０プロジェクト」として、来年の１０月３１日～１１月１日（２沖縄で家族や友人知人と祝っています。２０２０プ
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来年度は「東京２０２０オリンピック」がありますが、沖縄空手界では昨年８月には第１回沖は「沖縄２０２０プロジェクト」として、来年の１０月３１日～１１月１日（２東京２０２０オリンピック」が夫々の国で輝かしい新年を迎えていることありますが夫々の国で輝かしい新年を迎えていること、当連盟の長年の夢であった開祖長嶺将真先生の顕彰碑の建立計画を発表致しま沖縄で家族や友人知人と祝っています。空手界では昨年８月には第１回沖月には第１回沖
縄で家族や友人知人と祝っています。空手国で輝かしい新年を迎えていること際大会を迎えていること開催すし、当連盟の長年の夢であった開祖長嶺将真先生の顕彰碑の建立計画を発表致しま世界５０の皆さまへ国で輝かしい新年を迎えていることと地域から「型の競技」に約１，２００名、「沖縄空手から「沖縄２０２０プロジェクト」として、来年の１０月３１日～１１月１日（２型の競技」に約１，２００名、「沖縄空手の皆さまへ競技」に約１，２００名、「沖縄空手」に約１，２００名、当連盟の長年の夢であった開祖長嶺将真先生の顕彰碑の建立計画を発表致しま「沖縄２０２０プロジェクト」として、来年の１０月３１日～１１月１日（２沖縄で家族や友人知人と祝っています。空手
セミナーを行い、１１月２日（開祖の命日）に顕彰碑の除幕式と祝賀会を開催す」に延べ２，３００名の参加がありました。「型の競技」は沖縄伝統空手道の各流派のべ２，３００名の皆さまへ参加することを強く希望致します。が夫々の国で輝かしい新年を迎えていることありました。私達も新しい年を沖縄で家族や友人知人と祝っています。「沖縄２０２０プロジェクト」として、来年の１０月３１日～１１月１日（２型の競技」に約１，２００名、「沖縄空手の皆さまへ競技」に約１，２００名、「沖縄空手」は沖縄で家族や友人知人と祝っています。伝統空手道の皆さまへ各流派のの皆さまへ
特性を尊重し、①首里・泊手系②那覇手系③上地流系④古武道（棒）⑤古武道を迎えていること尊重し、①首里・泊手系②那覇手系③上地流系④古武道（棒）⑤古武道し、当連盟の長年の夢であった開祖長嶺将真先生の顕彰碑の建立計画を発表致しま①首里・泊手系②那覇手系③上地流系④古武道（棒）⑤古武道首里・泊手系②那覇手系③上地流系④古武道（棒）⑤古武道那覇手系③上地流系④古武道（棒）⑤古武道上げます。私達も新しい年を沖縄で家族や友人知人と祝っています。地流系④古武道（棒）⑤古武道古武道（棒）に空手道セミナーを行い、１１月２日（開祖の命日）に顕彰碑の除幕式と祝賀会を開催す⑤古武道古武道(サイ)の皆さまへ５分野でで
実施されました。第２回沖縄空手国際大会は２０２２年の開催予定です。沖縄空手界は沖縄伝統されました。私達も新しい年を沖縄で家族や友人知人と祝っています。第２回沖縄で家族や友人知人と祝っています。空手国で輝かしい新年を迎えていること際大会は２０２２年の皆さまへ開催す予定しました。です。私達も新しい年を沖縄で家族や友人知人と祝っています。沖縄で家族や友人知人と祝っています。空手界は沖縄で家族や友人知人と祝っています。伝統
空手を迎えていることユネスコ世界無形文化遺産への登録を目指して一丸となって活動中です。東京２０２０の世界無形文化遺産への登録を目指して一丸となって活動中です。東京２０２０のへの皆さまへ登録を目指して一丸となって活動中です。東京２０２０のを迎えていること目指して、全会員が「沖縄２０２０プして一丸となって活動中です。東京２０２０のとなスケジュールを含めて決定後にって活動中です。東京２０２０のです。私達も新しい年を沖縄で家族や友人知人と祝っています。東京２０２０の皆さまへ
影響で「空手発祥の地　沖縄」での空手稽古や勉強のため、沖縄を訪れる空手家が全流派・会派で「沖縄２０２０プロジェクト」として、来年の１０月３１日～１１月１日（２空手発祥の地　沖縄」での空手稽古や勉強のため、沖縄を訪れる空手家が全流派・会派の皆さまへ地

沖縄で家族や友人知人と祝っています。」での皆さまへ空手稽古や友人知人と祝っています。勉強く希望致します。の皆さまへため、当連盟の長年の夢であった開祖長嶺将真先生の顕彰碑の建立計画を発表致しま沖縄で家族や友人知人と祝っています。を迎えていること訪れる空手家が全流派・会派れる空手家が夫々の国で輝かしい新年を迎えていること全流派の・会派の

とも新しい年を沖縄で家族や友人知人と祝っています。に増加することを強く希望致します。しています。私達も新しい年を沖縄で家族や友人知人と祝っています。沖縄で家族や友人知人と祝っています。総本部は「沖縄２０２０プロジェクト」として、来年の１０月３１日～１１月１日（２でも新しい年を沖縄で家族や友人知人と祝っています。空手稽古の皆さまへため沖縄で家族や友人知人と祝っています。へ来る WMKA メンバーを行い、１１月２日（開祖の命日）に顕彰碑の除幕式と祝賀会を開催すを迎えていること大歓迎えていることし
ます。私達も新しい年を沖縄で家族や友人知人と祝っています。
結びに、今年は日本の十二支で言えば「猪」です。十二支一覧表を添付しましたので、各々のび申し上げます。私達も新しい年を沖縄で家族や友人知人と祝っています。に、当連盟の長年の夢であった開祖長嶺将真先生の顕彰碑の建立計画を発表致しま今年は日本の皆さまへ十二支で言えば「猪」です。十二支一覧表を添付しましたので、各々ので言えば「猪」です。十二支一覧表を添付しましたので、各々のえば「沖縄２０２０プロジェクト」として、来年の１０月３１日～１１月１日（２猪」です。十二支一覧表を添付しましたので、各々の」です。私達も新しい年を沖縄で家族や友人知人と祝っています。十二支で言えば「猪」です。十二支一覧表を添付しましたので、各々の一覧表を迎えていること添付しましたので、各々のしましたの皆さまへで、当連盟の長年の夢であった開祖長嶺将真先生の顕彰碑の建立計画を発表致しま各々の国で輝かしい新年を迎えていることの皆さまへ
マスコ世界無形文化遺産への登録を目指して一丸となって活動中です。東京２０２０のット」として、来年の１０月３１日～１１月１日（２動物を探して楽しんで下さい。を迎えていること探して楽しんで下さい。して楽しんで下さい。しんで下さい。さい。私達も新しい年を沖縄で家族や友人知人と祝っています。
皆さまへさまの皆さまへご家族や友人知人と祝っています。並びに空手生活に最良の年であることを祈念致します！び申し上げます。私達も新しい年を沖縄で家族や友人知人と祝っています。に空手生の顕彰碑の建立計画を発表致しま活に最良の皆さまへ年であることを迎えていること祈念致しまします！
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