
皆さん、こんにちは！

ようこそ日本へ！

ようこそ、TaeKwon-Do HwaRang PaK- Bukan へ！

私の名前は朴禎賢（PAK ChongHyon）です。

選手団代表のリボールLibor Machan師範、そして、チェコのテコンドーBRNOの皆さん、日本に来てくれて、

本当にありがとう。

美しい国-チェコ共和国から、はるばる来日してくれた貴方たちを、我々は心から歓迎します！

私は1969年生まれです。1988年に日本国際テコンドー協会 理事長 黄進師聖9段よりテコンドーを学び

ました。いまはテコンドー 6段、国際師範、国際審判員、ITF 競技委員です。

また、埼玉。東京など首都圏を中心として、テコンド―・ファラン朴武館 会長を務めています。

1990 年にカナダ・モントリオールでの第 7回世界テコンドー選手権大会に初めて出場しました。

シニア選手として世界大会 5回出場し、2010 年からベテラン世界大会に４回出場しました。

また、国際審判員として 2001 年イタリア世界選手権大会から 2015 年ブルガリア大会まで 9回審判参加し

ました。

私はリボール師範と今から 12 年前 2005 年のオーストラリア世界テコンドー選手権大会で初めて会いまし

た。チェコ選手代表のリボール師範は個人ハイパー級マッソギで準優勝されました。

私は、昨年2016年イタリア世界ベテラン・テコンドー選手権大会でリボール師範と「トゥル6段」で競い合い

ました。

リボール師範は、高度なテクニックと広く大きな精神を兼ね備えた素晴らしい選手であり、指導者だと思い

ます。今回、19 名の道場稽古生達をチェコから遠い日本に引率された彼の指導力、信頼と尊敬を集めて

いるからこそ出来た事だと思います。私は、チェコから来た幼い 8歳の少女の稽古生の姿を日本で見た時

に、リボール師範がいかに稽古生と父母の信頼を受けているかを知りました。

彼と日本で会えて本当に嬉しいです。

私たちは、チェコの皆さんとテコンドーの練習を通じて、お互いを知り、認め、尊重し、友情が生まれます。

これは、とても素晴らしい事です。

お互いの友情、友好と親善は、世界の平和に繋がるものと思います。

私は、テコンドーを修練する者は、強くて優しい人でありたいと思っています。

そして、真の武道家は、平和を愛する人であると信じています。

リボール師範、日本のTKD HWARANG PAK-BUKAN とチェコのTEAM BRNOが姉妹道場の締結を結びま

しょう。姉妹道場として、お互いに友好を深めて、明るい未来に向かって、共に発展して行くことを心から願

います。

日本での滞在期間中は、いい思い出をたくさん作って下さい。

そして、健康な姿で、チェコ共和国に無事に帰国されることを祈っています。

ありがとうございます。
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Welcome greetings from the Czech Republic's hostage

In case

Hello everyone!

Welcome to Japan! Welcome to TaeKwon-Do HwaRang PaK-Bukan!

My name is PAK Chong Hyon.

Sabum Libor Libor Machan, and the Czech Taekwon-do Team BRNO, thank you very much for

coming to Japan.

A beautiful country - we sincerely welcome you who came all the way from the Czech Republic!

I was born in 1969.

1988 I learned Taekwon-

do from ITF-JAPAN Grand Master Hwang Jin.

Taekwon-

do 6 Dan now.

International instructor, international referee, ITF competition committee member.

In addition, he serves as the chairman of the Hwarang Pak Bukan, mainly in the Tokyo

metropolitan area such as Saitama and Tokyo.

In 1990 I first participated in the 7th World Taekwon-do Championships in Montreal, Canada.

She participated in the world championships five times as a senior player.

I have played four times in the veteran world championships since 2010.

As an international referee, he participated in the referee nine times from the 2001 Italian World

Championships to the 2015 Bulgarian World Championships.

I first met with Mr. Libor at the 2005 Australian World Taekwon-do Championships in 2005.

Czech Representative 's Sabum Libor was secondarily won by individual hyper class Massogi

competition.

I competed with Revolte teacher at "Italian world veteran taekwon-do championship

competition last year 2016," TUL 6 DAN ". Sabum Libor is a wonderful athlete who combines

sophisticated technique and wide mental spirit, and I think he is a leader.

His leadership, trust and respect, which brought 19 students to Japan far from the Czech

Republic, is a wonderful thing.



When I saw the appearance of a student of an 8 - year - old girl in Japan, I learned how the Sabum

Libor trusted trainees and parents.

I am really pleased to meet him in Japan.

With Czech people and Taekwon-do practice, we will know each other, respect them, and create

friendship.

This is a wonderful thing. I think each other's friendship, friendship and goodwill lead to world

peace.

I think that those who practice Taekwon-do want to be a strong and kind person.

And I believe that a true martial artsman is a person who loves peace.

Mr.Libor, TKD HWARANG PAK - BUKAN in Japan and TEAM BRNO in Czech sign a sister Dojang.

As a sister Dojang, I sincerely hope to deepen friendship with each other, develop towards a bright

future, and cooperate with each other.

Please make many good memories during your stay in Japan.

And I am praying that I will return home safely to the Czech Republic with a healthy appearance.

Thank you very much.

2017.10.9

ITF-JAPAN

PAK ChongHyon

6 DAN




