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   南砺市（旧福光町）綱引協会  国際貢献概要  

    
1993 年  
6 月  台湾綱引連盟設立の祝福に、男・女チームと親善試合で交流依頼受ける  
 
1994 年  
1 月  台湾の全国大会＆国際親善大会に男女 2 チーム派遣し指導と親睦を図る  

台湾綱引連盟へ綱引ロープ寄贈  

  福光女子ﾁ-ﾑ         福光男子ﾁｰﾑ        後に世界選手権で２連覇のﾁｰﾑ  

 
1995 年  
６月  台湾台北市へ綱引指導に  
10 月  マカオへ綱引で指導に、アンカーマンプロテクター･シューズ寄贈  
   香港へ綱引の取り組み指導  
 
1996 年  
６月   台湾台北市へ綱引指導に  
12 月  マカオへ綱引で指導に  
 
1998 年  
１月  アジア綱引連盟と今後の活動について協議  
 
2002 年  
７月  アジア綱引連盟とアジアの状況について協議  
 
2004 年  
１月  ラオスビエンチャン教育局に綱引ロープ寄贈  

教育局長・副局長      ｲｰﾗｲ中学校でラオス初の大会     協会設立総会  
２月  農協青年部とラオスイーライ中学校へ綱引を中心とした運動     
会に支援    ラオスイーライ中学校に綱引ロープ寄贈  
12 月  ８町村が合併し南砺市発足に伴い南砺市綱引協会設立  
    （市内体育協会加盟団体第１号）  
 
2005 年  
２月  農協女性部とラオスイーライ中学校へ綱引を中心とした運    
動会に支援 
 

ｲｰﾗｲ中学校 2 回目大会 



2006 年  
３月  アジア綱引連盟とラオスの綱引競技について協議  
４月  綱引競技普及の体育館建設について協議  
６月  ベトナムホーチミン市で綱引普及、綱引大会にラオス関係者招聘  
７月  ラオス中学校教員２名招聘し綱引及び審判ルール研修    
10 月  ウズベキスタンサマルカンドの中学校で綱引の取組み協議  
   アジア綱引連盟とともにラオス青年同盟体育館建設に調印  
   ラオスイーライ中学校にて綱引大会開催  
12 月  アジア綱引選手権大会にラオスから 3 名招聘（栃木県太田原市）  
 
2007 年  
１月  韓国綱引連盟に指導 
   ラオス語綱引ルールブック作成開始  
４月  ビエンチャンで第 1 回ラオス綱引大会開催､ラオス青年同盟に綱引ロ -プ寄贈 
５月  駐日ラオス特命全権大使より日頃の活動に対し感謝状拝受  
６月  韓国綱引連盟に綱引レーンマット寄贈  
   アジア綱引連盟とでラオス青年同盟体育館追加支援決定  
   ビエンチャン中高校に体育館建設合意で見積・設計図依頼  
   ベトナムに綱引連盟設立  
８月  ラオス語綱引ルールブック 200 冊作成寄贈 
   アジア綱引連盟とラオスへ綱引ロープ 70 本寄贈 
９月  ラオスに綱引連盟設立・支援  
   ラオス大使館へ綱引ロープ寄贈と指導  
10 月   ラオス綱引連盟へ綱引シューズ寄贈 (７０足） 
   在京ＡＳＥＡＮ大使館親善交流会 (ラオス大使館主催 )のサポート 
11 月  ベトナムホーチミン市国際大会へラオス・ブルネイ参加援助  
 
2008 年  
２月  ラオスビエンチャン中高校に体育館引渡､アジア綱引連盟と綱引大会支援 

ラオスビエンチャン県知事より感謝状拝受  
   ラオスパパサック専門学校に体育館建設で合意  
   ラオス国家スポーツ委員会にアセアンスポーツ大会（シーゲーム）に綱      

引競技採用要請 
４月  ラオス北部（ルアンパパン）・中部（ビエンチャン）・南部（パクセ）で     

で綱引講習会及び大会開催  
５月  ミャンマーサイクロン被害に募金活動  
６月  ミャンマー大使館へ綱引競技の要請  
８月  マレーシア大使館・ミャンマー大使館へ綱引ロープ寄贈  
９月  マレーシア大使館・ミャンマー大使館へ綱引指導  
   ラオスヘ練習用レーンマット寄贈  
10 月  在京ＡＳＥＡＮ大使館親善交流会 (マレーシア大使館主催 )のサポート   
    ミャンマーへ綱引の取り組み要請に  
11 月  マカオのアジア選手権大会にラオスチーム援助と南砺市のＰＲ活動  
 
2009 年  
１月  ラオスパパサック専門学校に体育館引渡アジア綱引連盟と綱引大会支援 
４月  ラオス第 3 回綱引大会に指導・援助  
   ラオスイーライ中学校綱引大会に援助・指導  
５月  ミャンマー大使館へ今後の綱引について協議  
   ミクロネシア大使館・ウズベキスタン大使館へ綱引競技の要請  
６月  ラオスオリンピック記念デー綱引大会指導  
７月  ミャンマーに綱引連盟設立・支援  
   ミャンマー語綱引ルールブック作成開始  
９月  ミャンマー綱引連盟に国際ルール研修会・審判養成セミナー開催  
   ミャンマー語綱引ルールブック 200 冊寄贈 

ミャンマー綱引連盟より感謝楯拝受  
   カンボジア語綱引ルールブック作成開始  
10 月  カンボジア綱引連盟に国際ルール研修会・審判養成セミナー開催  



   カンボジア語綱引ルールブック 300 冊寄贈 
   GMAC 主催カンボジア綱引大会指導  

カンボジアスポーツ省より感謝状拝受  
在日 ASEAN 大使館交流会に綱引競技支援 (ミャンマー主催）  

11 月･12 月  ラオス大学生招へいで綱引ルール説明および審判取得指導         
 
2010 年  
１月  ミャンマー建国記念大会指導  
２月  インドネシア大使館へ綱引競技の要請  
   ラオス綱引連盟に綱引きシューズ寄贈､イーライ中学校綱引大会に援助、指導  
３月  フィリピン大使館へ綱引ロープ寄贈 (福井県綱引連盟と） 
４月  アジア選手権大会に協力 (韓国唐津市）と南砺市ＰＲ活動  

南砺市綱引連盟発足５周年記念式典開催  
駐日ミャンマー特命全権大使より日頃の活動に対して感謝杯拝受  

６月  インド綱引連盟と南アジアの情勢について、南砺市ＰＲ活動  
   インド４州（ｵﾗﾝｶﾞﾊﾞｰﾄﾞ・ｻﾝﾁｰ・ｱｸﾞﾗ・ﾃﾞﾘｰ）の綱引協会と個別対談  
10 月  ラオス国体に正式種目要請（教育省、スポーツ省、県知事等）  
   タイ、プーケット国際親善大会の打合せ  
   在日 ASEAN 大使館交流会に綱引競技支援 (フィリピン主催）  
   スポレクとやまで韓国選手団サポート  
      アジア綱引連盟事務局長視察 (城端綱引クラブ練習）  
     北朝鮮への綱引競技の要請指導について協議 (韓国綱引連盟と） 
12 月  ラオス・インドネシア・フィリピン・シンガポール各大使館へ綱引協議  
 
2011 年  
１月  シンガポール大使館へロープ寄贈（福井県綱引連盟と）  
   ラオスウドムサイ県で国際ルール研修・大会開催  
２月･３月 タイ綱引連盟関係者の招聘  
４月  北朝鮮への普及推進要請模索  
   ラオスルアンパバン市内４高校による東日本大震災チャリティ -綱引大会開催 
７月~８月  ASEAN 綱引連盟設立について５ヶ国（シンガポール、マレーシア、タ

イ、ラオス、ベトナム）歴訪  同意書取り付けと南砺市ＰＲ活動  
８月  ベトナムスポーツ委員会より感謝杯拝受  
   北朝鮮への綱引競技普及推進について協議  

シンガポール大使館で綱引競技協議と南砺市ＰＲ活動  
９月  タイ綱引連盟加盟申請について、国際連盟・アジア綱引連盟と協議  
10 月  ミャンマー綱引連盟と ASEAN 綱引連盟設立について、南砺市ＰＲ活動  
   在日 ASEAN 大使館交流会に綱引競技支援 (シンガポール主催）  
11 月  カンボジア綱引連盟と ASEAN 綱引連盟設立について、南砺市ＰＲ活動  

アジア綱引連盟事務局長とアジア綱引選手権について、支援に感謝状拝受  
 
2012 年  
１月  ブラジル人県職員とブラジル綱引普及について  

フィリピン綱引連盟の連絡確認調査  
２月  ラオスイーライ中学校にて綱引大会開催  
３月  タイ大使館で綱引競技とロープ寄贈 (福井県綱引連盟と )南砺市ＰＲ活動 
 
 
今後の予定 
   北朝鮮へ綱引競技の普及推進  
   インドネシアへ綱引競技の普及推進  
     ブルネイ綱引連盟との打合せ  
   アセアン綱引連盟の設立支援  

ブラジル綱引普及推進  
   ア ジ ア 綱 引 選 手 権 大 会 サ ポ ー ト  
 



        写真でつづる活動（最近のものを記載）  
 

  ﾊﾟﾊﾟｻｯｸ体育館引渡       ﾊﾟﾊﾟｻｯｸ体育館綱引      ASEAN 大使館交流大会 

   ﾏﾚｰｼｱ大使夫妻と           ﾗｵｽ南部ﾊﾟｸｾにて指導     ﾗｵｽ北部ﾙｱﾝﾊﾟﾊﾟﾝにて指導  

 

   ﾎｰﾁﾐﾝ国際大会           ﾌﾞﾙﾈｲ連盟会長と      ﾐｬﾝﾏｰ綱引予定関係者と  

  ｱｼﾞｱ選手権大会（日本）     ﾗｵｽへﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾄ寄贈         ﾗｵｽﾍ綱引ﾛｰﾌﾟ寄贈  

 ﾐｬﾝﾏｰのｾﾐﾅｰ風景        ｶﾝﾎﾞｼﾞｱの審判ｾﾐﾅｰ修了者      ﾐｬﾝﾏｰ建国記念日大会  

 



  ﾐｬﾝﾏｰ・ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ・ﾗｵｽ・日本各国のﾙｰﾙﾌﾞｯｸ                ｱｼﾞｱ綱連事務局長城端視察  

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ主催 ASEAN 綱引ｵ-ﾌﾟﾆﾝｸﾞ 綱引ｼｭｰｽﾞﾗｵｽﾍ(城端綱引ｸﾗﾌﾞ)  ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ大会 112 ﾁｰﾑ参加 

ｲﾝﾄﾞ･ｵﾗﾝｶﾞﾊﾞｰﾄﾞ綱引協会     ｱｼﾞｱ選手権大会･韓国唐津市    ﾀｲ綱引連盟より２名視察 

ﾙｱﾝﾊﾟﾊﾞﾝ震災写真に見入る人  ﾙｱﾝﾊﾟﾊﾞﾝ市内４高校でﾁｬﾘﾃｨｰ大会  全日本大会にﾀｲ綱連 4 名招聘  

 韓国綱連より感謝状拝受      ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ綱連会長と打合せ    ﾏﾚｰｼｱ綱連会長･事務局長    

 



ﾍﾞﾄﾅﾑ綱連会長他執行部         ｽﾘﾗﾝｶ綱連会長綱引協議      ﾐｸﾛﾈｼｱ大使に綱引要請  

ﾏｶｵ･ｱｼﾞｱ大会へﾗｵｽ参加援助     JAPAN ﾘｰｸﾞ視察ﾌﾞﾗｼﾞﾙ職員     ASEAN 交流会ﾗｵｽ大使  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ﾐｬﾝﾏｰ大使市長訪問       ﾐｬﾝﾏｰｻｲｸﾛﾝ募金活動 


