January 1, 2020
News from Okinawa

New Year’s Greeting from the President

Dear WMKA members around the world
Shiratama nu simi tu ku-bu kajyati
Kukuru kara shigata wakaku naimisochi Iisho-guwachi de-biru!
A Happy New Year!
I congratulate you all in welcoming bright and hopeful New Year!
2019 was a historical year for Japan! The name of the Japanese Imperial era was changed from
Heisei to Reiwa. Please visit the Japanese imperial transition on the Website for detailed
information. 2020 will be an Olympic year for the whole world and especially for Japan. An
Okinawan karate athlete is very close to the Gold medal in the Karate Kata competition in Tokyo
2020. We believe it is not just a dream that he will win the first gold medal for Okinawa. Karate
and Okinawa will be more recognized in every corner of the world.
The symbol of Okinawan culture and history, the emotional foundation of the heart and identity
of Okinawan, Shuri Castle was burned down on October 31, 2019. It is not only a sad and big
loss to Okinawa but also to the people around the world who know Okinawa. Shuri Castle and
related properties of the Kingdom of Ryukyu were registered under UNESCO World Heritage
sites as one of the 11 registered sites in all of Japan in 2000. We pray for the quick restoration
of Shuri Castle. Both the Okinawan & the Japanese government have started to work together
for its realization. On top of that, many enterprises and private individuals from around the world
have started offering donations.
2020 will be “A dream come true year” for us to erect and celebrate the Memorial Monument for
our Founder Nagamine Shoshin. I earnestly hope all WMKA members from around the world
and this region will come to Okinawa for the big events of the WMKA. Please refer to the table
below for outline schedule.
Sincerely Yours
Taira Yoshitaka, president of WMKA

WMKA 会員の皆さまへ
世界松林流空手道連盟
会長 平良慶孝

新 年 の 挨 拶
新玉ぬ年に炭と昆布飾てい 心から姿若くないみそちい いいしょうぐわちでーびる！
皆さまには輝かしい希望に満ちた新年を迎え謹んでお慶び申し上げます。
昨年は平成から令和へと元号が改められ、歴史に残る年でありました。本年はオリンピックイヤーでありま
す。
東京２０２０オリンピックの「空手の形」に於いては、沖縄県出身の選手が金メダルに一番近い位置におり、
沖縄に初の金メダルをもたらすのも夢ではないと確信しています。 空手そして沖縄がさらに世界中に発信
されることでしょう。
沖縄の文化・歴史の象徴で県民の心とアイデンテイテイのよりどころの首里城が、昨年１０月３１日に炎
上焼失し大変残念であります。首里城の焼失は沖縄だけでなく沖縄を知っている世界中の人達にも大きな悲
しみと損失であり、皆さまと共に早い復元を願うものであります。首里城とその関連遺産は日本に於ける第
１１番目の文化遺産として、２０００年にＵＮＥＳＣＯの世界文化遺産として登録されました。沖縄県と日
本政府は即座に首里城の復元に向けて動き出しております。沖縄の新聞紙上には、毎日、多くの企業や個人
からの寄付金ニュースが掲載されています。
さて本年は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 除幕式 空手道セミナーを開催
する運びとなりました。世界各国・地域の同志の皆さまのご参加を切に希望致します。２０２０年度の行事
内容については、下記の日程表をご参照下さい。
２０２０年１月１日
元旦

