
2020年4月30日～5月4日
ヨーロッパ・スロバキア・ブラチスラヴァ

April 30, 2020 - May 4, 2020,
Bratislava, Slovakia, Europe

Training time:

• 9.00 - 11.30
• 17.00 - 19.30

All participants are expected also to attend the 
headquarters convention which will be held on 
the 4th of May.

Monday, May 4, 2020

• Morning: Dan ranking examination
• Afternoon: 65th Headquarters convention

Registration

After the first keiko on Thursday, April 30. 

Eligibility

Participation is limited to individuals who:

• Have obtained a recommendation from an 
authorized branch dojo head or study group 
leader 

OR

• Have attended at least five seminars by 
Headquarters director Kondo Katsuyuki (this 
may allow some former seminar participants 
to obtain a dan ranking).

Other requirements

• Slovak nationals and residents must be in 
possession of their insurance card
• Foreigners in Slovakia for the duration of the 
seminar must have subscribed for travel in-
surance (coverage should include injuries and 
sickness)

Participants joining training must show pro-
per etiquette. The keikogi (or training uniform) 
worn by practitioners must be either a white 
Judogi, Karategi or Aikidogi; colored keikogi 

are not allowed. Also, dan-level practitioners 
are expected to wear a black hakama during 
training.

More information and registration

On the website
www.aiki.sk

from October 2019.



Special Training Session 2020

Each year the director of the Daito-ryu Aikiju-
jutsu Headquarters, Kondo Katsuyuki, holds  
a special training session. In 2020, this special 
training session will take place in Bratislava, 
Slovakia. Also dan ranking examination will 
take place during this special training session.

Head instructors

Kondo Katsuyuki honbuchō
(The highest authority, Menkyo Kaiden com-
pleted)

Kondo Masayuki kyōuju dairi
(Successor, 8th Dan, Menkyo Kaiden complet-
ed)

Hasegawa Sumie kyōuju dairi
(Representative instructor, 7th Dan, Kaiden no 
koto completed)

Usuyama Hideto sensei
(5th Dan, Aiki no jutsu completed)

Place:

Vranovská 4, 85101 Bratislava, Slovakia
Bratislava is the capital city of Slovakia, mem-
ber of the European Union. It is very close to 
Vienna (Austria) and also Budapest (Hungary) 
and Prague (Czech Republic) are nearby.

Access:

•  From Vienna International Airport (Austria) 
by bus (45 minutes)

Dates:

Thursday, April 30, 2020 - Monday, May 4, 2020
(Joining the session in the middle is not  
allowed; first training starts on the 30th of 
April, 9:00.)

2020年特別稽古
毎年、大東流合気柔術本部の近藤勝之本部長による
特別稽古が実施されます。2020年の特別稽古はス
ロバキアの首都ブラチスラヴァで開催する予定で
す。また、特別稽古実施中、昇段審査も行います。

師範

近藤　勝之　本部長
（免許皆伝終了）

近藤　昌之　教授代理
（八段、免許皆伝終了）

長谷川　すみ枝　教授代理 
（七段、皆伝の事終了）

臼山　秀遠　先生
（五段、合気之術終了）

場所

Vranovská 4, 851 01 Bratislava, Slovakia
ヴラノヴスカー4番地、851 01ブラチスラヴァ、ス
ロバキア

スロバキアはヨーロッパ連合（EU）の加盟国であ
り、首都は「ブラチスラヴァ」です。ブラチスラヴ
ァは、オーストリアのウィーンからとても近いです
が、ハンガリーのブダペストからも、チェコのプラ
ハからも比較的近い場所に位置しています。

アクセス

• ウィーン国際空港（オーストリア）からバスで45
分程度

実施期間

2020年4月30日（木）～5月4日（月）
（途中参加不可、最初の稽古は4月30日9：00に開
始する予定）

上記期間内の稽古時間

• ９：００～１１：３０
• １７：００～１９：３０

また、5月4日実施予定の本部演武大会に参加者全員
に参加していただきます。

2020年5月4日（月）のスケジュール：

• 午前：昇段審査
• 午後：第65回大東流合気柔術本部演武大会

受付日時

2020年4月30日（火）最初の稽古が終わった後

参加資格

• 認可された支部長あるいはスタディーグループ長
の推薦を得た者 

または 

• 近藤勝之本部長のセミナーに 5回 以上出席した者
（海外セミナーの出席者に大東流の段位が取れる道
を開くものです）。

付保

• スロバキア人は保険書持参
• 外国人は海外旅行傷害保険（怪我、病気に対応）
に加入の事

参加者はきちんとした礼儀作法に従い、正しい行動
をすること。稽古着は、白い柔道着、空手着、また
は合気道着とし、色づいた稽古着は禁止です。ま
た、段レベルの参加者は、稽古中に黒い袴をはくこ
と。 

その他の情報・応募手続き

その他の詳細や応募手続きなどについては、2019年
10月以降、ウェブサイトwww.aiki.sk をご確認くだ
さい。


