New Shinjinbukan European Shibu Dōjō
October 15, 2015
Dear Shinjinbukan family and friends,
In 1992, I met my teacher Onaga Yoshimitsu Kaichō in Okinawa, and began the
adventure to learn Ti（手）, the ancient martial art which originated in Okinawa
and preceded modern Karate. For years, this pursuit has allowed me the
opportunity to travel and teach in many countries, particularly in Europe.
On October 15, 2015, I, Jimmy Mora, Renshi, Roku Dan, in accordance to the
authorization given by my teacher, Onaga Kaichō, transferred the job and full
authority of Shibu Chō (Director of the Shibu) to my senior deshi, Sensei Artis
Pabriks in Latvia. This invitation was extended to Sensei Jean-marie Perrier in
France who is the second most senior Shinjinbukan instructor in Europe and to all
other Shinjinbukan instructors actively teaching in the Europe, with active
members currently located in Latvia, France, Germany, Denmark, Italy, Spain,
Sweden and Ukraine.
From this point forward, all those members listed above, who I supervised under
the umbrella of the New York Shibu Dōjō are no longer part of my Shibu and are
cordially invited to join the Shinjinbukan European Shibu Dōjō. My role as Shibu
Chō, teaching at the Shinjinbukan New York Shibu Dōjō will continue covering
other geographic locations outside of Europe. However, I will always be ready to
assist the Shinjinbukan European Shibu Dōjō as a Komon (advisor) and will
continue my collaboration with all Shinjinbukan members in other Shibu’s located
in North America, South America and Asia.
To my friends in Europe, this is not goodbye, but instead:
Ganbatte Kudasau (Try your best)
頑張ってください！
Jimmy Mora
Renshi, Roku Dan
ジミー・モラ、練士、六段
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新神人武館ヨーロッパ支部道場
２０１５年１０月１５日
親愛なる神人武館の皆様
私は、1992年に、師でおられる翁長良光会長に沖縄で出会い、沖縄発祥
で、古代武術に先行する「手」を学ぶという冒険を始めました。その後何
年もの間に、この追求と同時に、特にヨーロッパを中心に、多くの国を訪
れて指導する機会に恵まれて参りました。
２０１５年１０月１５日に、私ジミー・モラは、師によって練師六段を授
けていただき、翁長良光会長の御助言のもと、先輩弟子ラトビアのアルテ
ィス・パブリクス先生に仕事や支部長（支部の監督）の完全な権限をお引
き渡し致しました。更にこの引き継ぎは、ヨーロッパにおける全神人武館
で第２番目の先輩にあたられるインストラクターであり、ラトビア、フラ
ンス、ドイツ、デンマーク、イタリア、スペイン、スウェーデン、ウクラ
イナで活動するメンバーを、積極的に教えておられるフランスのジャン=
マリー・ペリエ先生にも延長任命の依頼がなされました。
この時点から、上記のすべてのメンバーは、これまでニューヨーク支部道
場の傘下となっておりましたが、私の支部には含まれないことになり、ニ
ューヨーク支部は神人武館ヨーロッパ支部道場に参加するよう招待されて
います。支部長としての私の役割は、神人武館ニューヨーク支部道場で教
えながら、地理的にはヨーロッパ以外の場所に、引き続き関連して参りま
す。しかし、私は常に顧問（アドヴァイザー）として神人武館ヨーロッパ
支部道場を支援する準備ができておりますし、北米、南米、アジアに位置
する他の支部の神人武館のメンバーと共に学び研究を継続して参ります。
ヨーロッパの私の友人の皆様、これは別れではありません。
「頑張ってください！」
ジミー・モラ、練士、六段
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