
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
拳道会は８０余年に及ぶ空手道の修練の過程において武道の真髄を探求され、拳の一道に全 

てをささげてこられた総師中村日出夫十段の武道理念と技術を普及発展させるべく高弟たち 

が昭和５７年に興した武道空手団体であります。 

拳道会は拳道の普及を通じ、未来を担う青少年の健全な育成と活力ある社会作りを目指し、 

ひいては世界平和に寄与することを目的としております。 

 

 拳道会の源泉は、中村総師が昭和２２年、 

 山梨県甲府市にて開設され修得館にあり 

 ます。中村総師は戦後の殺伐とした社会 

 環境の中で荒んだ青少年の心を空手の稽 

 古を通じ洗い、身体を鍛えながら正義人 

 道を守りえるたくましい精神を養う場と 

 して道場を開設されました。以後、中村 

 総師は近代武道としての空手の普及発展 

 と青少年の健全な育成を一貫して追及し 

 てこられました。 

 

中村総師は一切の売名行為を嫌い、空手会の表舞台に出ることはありませんでした。しかし 

「桃李ものいわざれども下自すから蹊をなす」という故事通り、ひたすら拳の道を追い求め 

る、その高潔な人格に取り付かれた全国各地から真の武道を志す青年たちが集まり、厳しい 

修練が行われました。 

中村総師を師と仰ぎ、ともに拳の道を歩んできた有名無名の多くの弟子たちによって修得館 

は拳道会と名を改め一歩一歩大地を踏みしめるように歩み始めたのでした。 

 

 
 

拳道とは、中村総師が永年の研鑽と修練を経て築き上げた武道理念と技術の総体であります。 

それは古今の名人大先哲の全ての流れを総括統合し発展させた正統空手道であり、流も派も 

ない真拳至上の武道空手です。 

 

拳道はいたずらに腕力を競うことを強く戒め拳技を練磨する中で心技体の一致を図り、真に 

人を活かす「活人拳」を真髄とする空手道です。まさに〈君子の技術〉と呼ぶことが出来る 

でしょう。〈技即道〉の精神でもって、拳が心に出会い、心が拳に出会う道が、私達のひたす 

ら追い求める拳の道なのです。〈人間の真の強さ〉とは、そういった拳心一致の境地において 

こそ、初めて生まれるものなのです。拳道会の空手はいうならば〈心の空手〉〈真の空手〉 

であるといえましょう。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

総師 中村日出夫

1913 年(大正 2 年) 
 

1930 年(昭和 5 年) 
 

1937 年(昭和 12 年) 
1943 年(昭和 18 年) 
1947 年(昭和 22 年) 
1956 年(昭和 31 年)  
1957 年(昭和 32 年) 

 
1961 年(昭和 36 年) 
1966 年(昭和 41 年)  

 
 

1968 年(昭和 43 年) 
 

1983 年(昭和 58 年) 
1997 年(平成 9 年) 

 

生まれ。９歳の時から武道の修行を始める。 
１４歳の時、京都で本格的に修行に入る。 
京都第三高等学校で学業に励む傍ら武道専門学校に入門。 
京都大学 1 年の時、武専指導員として修行に励む。 
京都大学卒業 
３０歳の時、大日本武徳会より六段錬士を授与される。 
山梨県甲府市で空手道場修得館を開設。 
大日本武徳会より八段教士を授与される。 
山梨県空手道連盟結成に尽力。結成後、初代会長及び専任師範 
に就任。 
大日本武徳会空手部部長に就任。 
５３歳の時、大日本武徳会より十段範士を授与される。 
以後、自己を厳しく練磨する傍ら近代空手道と４０年に及ぶ 
修練過程を整理探求。 
空手の本質を拳に求め拳の道を全うする意味において拳道と 
命名し、内弟子養成に努める。 
弟子達が拳道普及のため拳道会を設立。会長に就任。 
会長職を、主席師範である石山 圭会長に委ねる。総師として 
拳道会全体の指導にあたる。



 
 
 
 

吉富大成（ヨシトミタイセイ） 
京都支部長代理 兼 神戸支部長 五段師範 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

姜 成学（カン ソンハク） 
京都、神戸支部責任指導員 三段指導員 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

曜日 時間 対象者 指導担当者 
 

月曜日 
４：３０～５：３０ 幼児・低学年初心者  

吉富大成師範 ６：１５～７：１５ 高学年 
７：３０～９：００ 一般部（中学生以上） 

金曜日 ６：３０～７：３０ 幼児・少年部合同稽古 
姜成学指導員 

７：４０～８：４０ 一般部（中学生以上） 
土曜日 ７：３０～９：００ 一般部（中学生以上） 姜成学指導員 

 
  ※対象者に応じた稽古内容となります。 
  
 
 

略歴 
1973 年生 
1991 年 拳道初段取得 
1996 年 本部内弟子入寮 
1997 年 拳道２段指導員資格取得 
1998 年 本部指導員に任命 
1999 年 千葉支部指導員に任命 
2000 年 拳道３段指導員資格取得 
2001 年 神戸支部指導員に任命 
2004 年 拳道 4 段師範代資格取得 
2005 年 神戸支部長に就任 
2010 年 拳道 5 段師範資格取得 
 
 

戦績 
第 7 回佐藤塾全日本大会ベスト８ 
第 11 回極真会館埼玉県大会軽量級 優勝 
第 11 回極真会館全日本ウエイト制大会出場 
第 13 回極真会館埼玉県大会無差別級 4 位 
第 12 回拳道会全国大会 3 位 
第 13 回拳道会全国大会 5 位 
第 17 回拳道会全国大会 ベスト８ 

略歴 
1983 年生 
2001 年 拳道初段取得 
2002 年 神戸支部研修生 
2006 年 拳道２段指導員資格取得 
2007 年 神戸支部指導員に任命 
2010年 京都支部指導員兼任 
2011年 拳道３段指導員資格取得 

戦績 
01 年拳道会高校生大会 団体型 2 位 
第 4 回関西選手権大会 準優勝 
第 5 回関西選手権大会 優勝 
第 20 回拳道会全国大会 型－準優勝 
             組手－4 位 



 
 
 

● 幼児、少年部 
 

－子供たちの心を育てていく－ 

 

子供に何かを始めさせたい、人の痛みを知る優しい子、明るく元気な子に育ってほしい、 

礼儀作法を身に付けさせたい、とお考えになったことはありませんか？ 

子供たちにとって今の時期は、これからの人格形成と身体、運動能力が決定付けられて 

いく重要な時期です。当道場では稽古において、子供たちの心を育てていく指導を重点 

に置き、子供達の内なる強さと優しさ、明るさを最大限に引き出し、育てていくための 

道場作り、稽古を目指します。 

 

 ①礼儀を身につけさせる。 

道場では大きな声でしっかりと挨拶をさせ、稽古中の気を付け及び稽古開始と終了時の 

正座、瞑想をしっかりとさせます。 

  

 ②我慢強い心を養っていく。 

つらくても、苦しくても決して弱音を吐かずに一生懸命頑張るように励まし、時には厳 

しく指導します。 

  

 ③集中力と積極性（自主性）を伸ばしていく。 

全てに真剣に、積極的に自分から取り組んでいけるよう、指導員の言葉をしっかりと聞 

いて考えながら稽古をさせ、また子供たちの言葉を必ず聞いてあげるようにします。 

  

 ④やさしさを育てていく。 

自己中心的に行動させるのを徹底的に戒め、他の人に対する気遣いや思いやりの気持ち、 

心を持つように指導します。 

  

 ⑤明るく前向きな心を持たせる。 

どんなことにも、くよくよしたり下を向かないよう、明るく元気に大きな気合で稽古を 

させ、時には楽しく稽古をさせます。 

 
 
 

 
 
 
 



 
－子供たちの体力と技術を伸ばしていく－ 

 

 

子供たちは、まだ体が出来ておらず運動能力も未発達な状態です。この時期にしっかり 

とした土台を作ることにより、これから運動能力、技術ともに大きく伸びていきます。 

当道場では子供達の指導において、各個人が持っている才能や個性を最大限伸ばしてい 

くために、長い目で見た指導を行います。 

 

 ①運動能力を高め、技の幅を広げていく為の準備運動、柔軟体操を行います。 

近年指摘されております子供たちの体力低下を真剣に考え、空手の技のみならず基礎体力 

向上を目的としたウォームアップや補強運動（腹筋や背筋等）を行います。 

  また柔軟体操をしっかりすることにより、幅広い技を習得でき、怪我の予防につながります。 

 

 ②基本動作 

技術的にはたくさんの動作や技を、一度に短期間で教えていくのではなく、動作の意味と 

内容がある程度伴うまでレベル別に計画的、段階的に教えるようにします。 

特に、しっかりとした技術的な土台を作っていくために、基本動作を中心とした反復練習 

を徹底的 に行い、体で覚えさせていきます。同時に体に（動作に）変なクセをつけさせ 

ないよう指導していきます。技術的な土台がないままに次の段階に進むことはさせません。 

稽古において基本動作を必ず行うのはそのためです。 

 

 ③応用動作 

  －型稽古 

 基本動作を四方八方に移動しながら行うことによりより高度な技術とバランスを習得。 

 また空手本来の相手を想定し周りをを見る目をやしないます。 

   

－組手稽古（対人稽古） 

 実際に突きや蹴りを当てて戦うこととにより技を当てた時の痛み、技をもらったときの 

 痛みを知ることができます。組手は喧嘩ではありません。自分の身を必死で守り、何よ 

 りも痛みを知ることにより、普段の生活においても相手の立場に立って物事を考えるよ 

 う指導します。また恐怖心に打ち勝つ強い心を育てます。 

 初心者の段階では技を当てません。 

   

－ミット稽古 

 パンチングミットやキックミットを使い実際に技を当てます。ミット稽古を行うことに 

 より技に必要な正確性、パワー、スピード、スタミナを強化します。 

 

 

 



● 一般部（中学生以上の男女） 

中学生からご年配の方々までが稽古する、老若男女の心身鍛練場です。 

心身鍛練、強くなりたい、護身、ストレス発散、運動不足解消、ダイエットに最適！ 

社会生活での理想は平和であり、精神的な豊かさです。しかし現実は… 

こういう時代だからこそ人間本来の姿を追及し、人格形成を目的とする武道－拳道（空手道） 

が果たす役割が重要視されるのではないでしょうか。 

 

人格形成で重要なのは精神修養であり、身体鍛練による心身の統一です。 

 

☆ 拳道（空手道）修行の目的は 

    第一に精神修養、第二に身体の鍛練であり、第三に以上の目的を達成するための技術の 

鍛練です。 

 

☆ 拳道修行の意義 

    第一に、正しい理解のもとに拳道を修練することによって、精神面の内容が次第に整え 

られるとともに、物事に対して理性的に思慮し判断することが出来、しかも 

積極的に信念を実践して誤らないようになることです。 

    第二に、身体に対する健康上の自信を持つようになると同時に活動能力も向上するので、 

健全な社会活動を行うことが出来るようになることです。 

    第三に、技術に対する自信が培われるようになると同時に心が安定して、生活態度が充 

実してくるので、日常の社会生活をいっそう健全に営むことが出来ることです。 

 

☆ 一般部（男女） 

 基本的に集団稽古ではありますが各個人の目的や体力に合わせた稽古を行います。 

  普段の日常生活では行わない、気合（声）を出してミットを突いたり蹴る事により、体力向上、 

  技術向上、ストレス発散にもなります。最初は誰でも初心者です。疲れた時は休憩していただ 

いても構いません。特に女性の方は基本稽古や型稽古を行うことにより姿勢、身体のバランス、

歪みを矯正することもできます。希望者は試合にも挑戦できます。 

 

☆ 一般中高生（中学、高校生） 

  生活リズムの変化や、精神的発育と肉体的発育のバランスが旨く図れないことによって、不安定

になりやすい年齢心理的特性を旨くカバーし、健全なる成長が出来るようお手伝いいたします。 

  また、基礎体力の向上にも最適です。 

 

 

 

 

 

 



● 審査会（幼児、少年部、一般部） 

  審査会とは日々の稽古過程において鍛練し、培ってきた精神（心）と体、技術の検証を行い、その到達水準に

よって級位、段位を選定する場であります。拳道会の審査会では、単に技術水準（レベル）のみをもって審査

するのではなく、〈心・技・体〉の一致の度合いを見て審査をします。例えば普段の道場内での稽古姿勢と態度、

言動と行動、特に少年部におきましては少年拳士としての心得を第一に見ます。その後に技術的な内容を見る

のです。拳道会の審査は武道的な見地、教育的な立場にたって行っております。つまり、今現在だけの結果を

見て判断するのではなく、子供たちをこれから一番伸ばしてあげる方向で審査をするのです。ですから審査会

ではいくら上手であれ組手が強かれ、心がついていかない者、稽古を適当にこなす者、拳道（空手道）の本質

を理解していない者等は厳しく指導しております。審査の過程において現段・級の水準に満たない者は降格、

もしくは保留もありえますし、逆に少しくらい技術水準が落ちても、精神的な強さを身につけた者、なにかし

ら伸びた者は昇級させるのです。拳道会では審査会を年に２回行っております。これは武道教育的な検証の場

を時期ごとにしっかりと設けることと同時に、稽古過程においての水準上達期間を目安に設定しております。

また審査は師範、指導員の事前審議の結果をもって、審査を受ける資格のある者を指名して行っております。

少年部昇級審査合格の場合、基本的に１級ずつ昇級しますが到達水準によって飛び級をする場合もあります。 

 

  －審査資格について 

   白帯：３ヶ月以上稽古し、指定動作を習得した者。（少年部は大体半年～１年くらいが目安） 

   色帯：半年以上稽古し、指定動作を習得した者。 

   黒帯：１級取得後１年以上の修練をし精神的、技術的に優れていると判断された者。 

（少年部は高学年以上、一般部は１６歳以上）  

    ※黒帯は精神面、技術面ともに最高の水準と判断されない場合審査できません。 

     当道場では全ての道場生が黒帯を目標に指導しておりますが水準が満たない場合は取得 

     できない場合もございます。少年部では１級から黒帯審査までの期間は早い子で１年、 

平均では１年半～２年くらいかかります。 

 

  －級数について 

   白帯（無級）→黄色帯（10級）→青帯（9～8級）→紫帯（7～6級）→緑帯（5～4級）→茶帯（3～1級） 

   黒帯（初段以上） 

 

  －審査料について 

昇級審査：少年部 ５千円、一般部 ６千円  （審査料、本部登録料、認定証代、帯代） 

昇段審査：少年部 １万円、一般部 １万５千円（審査料、本部登録料、免許状代、帯代） 

    ※昇級審査では帯の色が変わる時、色帯をお渡ししますが色帯を持っている（兄弟が 

     いる、知人の道場生に貰った等）場合は帯代はいただきません。その場合は審査料 

     として４，０００円を納めてください。色帯は拳道会ロゴの入った帯を使用して下さい。 

     それ以外は認めませんので予めご了承ください。 

    ※少年部で初段を取得した者が一般部（中学生以上）で初段を取得する為には満１６歳 

     以上になって一般部の昇段審査を受けなければなりません。 

 



 

全国選手権大会を筆頭に男子、女子、マスターズと数多くの試合があり希望者は出場できます。 

 

      関東地方：全国選手権大会 （１１月 男子、女子、マスターズ） 

           関東選手権大会 （ ７月 男子、女子、マスターズ） 

           首都圏交流試合 （ ７月 男子） 

      関西地方：関西選手権大会 （１０月 男子、女子、マスターズ） 

           関西交流試合  （１０月 男子） 

 

 

 

 

 

 

      

    マスターズ 型                      全国選手権 型 

 

                  全国選手権 組手 

                   

 

 

 

     女子選手権 入賞者                   交流試合 組手 

 

全国ジュニア選手権大会を筆頭に練成試合等、各地域で開催しております。 

 

      関東地方：全国ジュニア選手権大会 （ ８月 個人戦） 

           関東道場対抗試合    （１１月 団体戦） 

      関西地方：西日本ジュニア選手権大会（ ４月 個人戦） 

           西日本道場対抗試合   （１０月 団体戦） 

 

 

 

 

 

 

 

     ジュニア組手試合      ジュニア型試合        試合会場 



 

 

 

 

● 入会手続きについて 

１．拳道会道場規定を必ず読み、十分にご理解の上、入会して下さい。 

２．所定の入会申込書、口座振替依頼書に記入、捺印して下さい。※印は４ヶ所 

  ※月会費は銀行引き落としとなります。 

３．顔写真を１枚用意してください。※証明写真でなくてもかまいません。 

４．諸費用を納めてください。（入会金、月会費２ヶ月、道衣代、スポーツ保険料） 

 

● 諸費用について 

   入会時は 入会金＋月会費２ヶ月分＋道衣代＋スポーツ保険料を納めてください。 

 

① 入会金        １０，０００円（高校生以上） 

              ８，０００円（中学生以下） 

② 月会費（※１）     ６，０００円（幼児・小学生） 

              ７，０００円（中学生、高校生） 

              ８，０００円（大学生、一般） 

③ 道衣代（※２）     ８，０００円（０２号～２号） 

                  ９，０００円（３～５号以上）※６号以上は特注扱い 

④ スポーツ保険（※３）  １，８５０円（高校生以上） 

                    ８００円（中学生以下） 

⑤ 休会費（※４）     １，０００円（１ヶ月） 

     

（※１） 毎月の月会費はその月の２７日頃に銀行引落としとなります。 

         例）７月の月会費は７月２７日頃に引落としとなります。 

        引き落とされない場合は次月に会費未納通知を出させていただきます。 

        予めご了承下さい。 

 

（※２） 道衣は当道場指定の道衣を購入していただきます。 

 

（※３） スポーツ保険は年間掛捨てとなり４月１日から翌年３月３１日まで有効となります。 

        幼児、少年部は強制加入していただきます。一般部は任意加入ですが加入をお勧めします。 

        稽古中の怪我（打撲や骨折等）により通院された場合１日につき１５００円、入院の場合 

１日につき４０００円支払われます。※怪我で保険を利用される場合は必ずお伝え下さい。 

 

（※４） 休会費は１ヶ月以上休む場合に適用されます。必ず事前に指導員にお伝え下さい。 

         



● 入会規定（入会にあたりまして以下の事をご同意下さい） 

△拳道会規約について  ※必ずお読み下さい。 
 

１．月会費は銀行口座振替を利用します。（毎月２７日に引落しとなります。） 

入会金、月会費等はいかなる場合でも返金できませんので予め御了承下さい。 

 ※会費が未納の場合、未納通知を出させていただく場合もあります。予めご了承下さい。 

２．休会する場合（１ヶ月以上休む場合）は毎月１０日まで必ずお伝えください。 

休会の場合１ヶ月につき休会費として１０００円納めていただきます。 

※直接、または電話、Ｅメールにてお伝え下さい。 

３．退会する場合は毎月１０日まで所定の退会届を提出していただきます。 

無届けの場合は、会費を全額納める事になりますのでご注意下さい。 

４．引越し等により住所、電話番号の変更があった場合、道場にお知らせ願います。 

５．アクセサリー等の金属類、その他危険と判断される物は外して下さい。また手足のツメは必ず切ってください。 

６．道場内（館内）は飲食禁止です。 

７．道場の許可なしでの他流試合（他団体主催の試合等）を禁じます。 

８．他道場からの入会者は、その時の段，級を問わず、最初は白帯から稽古に入って下さい。  

また空手着は、当道場指定道衣を購入していただきます。 

９．武道空手は稽古・試合等で負傷、事故が発生する事が多々あります。 

       この点を深く御理解と御了承をお願い致します。     

１０．道場内では必ず指導陣の指示に従って下さい。 

       また他の道場生に迷惑になる行為、道場の名を汚す行為、規律を乱す行為など、道場生として相応しくない場合は 

即除名といたします。 

１１．少年部稽古中は子供達の集中力の妨げとなる場合がありますので、保護者の皆様は大変恐縮ですがなるべく道場内に 

入らないよう御理解と御協力をお願い致します。 

見学する場合は携帯電話をマナーモードにしていただき私語を慎んでいただくようお願いいたします。 

１２．各種大会や指導陣による講習会等により臨時休館をいただく場合がございます。その場合は事前にお知らせいたします。 

 

△道場でのマナーについて 
 
１．稽古中、休憩中に関わらず、道場内では腕を組んだり、壁にもたれたり、足を伸ばしたり、他の道場生に迷惑の 

かかる行動は慎んで下さい。 

２．貴重品は各自で管理してください。（道場内での盗難、紛失については一切責任をおいません） 

※少年部に関しましては、指導員に預けることも出来ます。 

３．道場生を大切にしましょう。他者を傷つけたり、自分本位な行動を慎みお互い協力しあって稽古に励みましょう。 

 

△稽古中のマナーについて 

１．稽古開始 5分前には整列し、稽古に入る心構えをしましょう。 

２．道場の出入時は必ず礼をしましょう。 

３．師範・師範代・指導員・道場生に挨拶をしましょう。 

４．稽古の進行途中に入る場合は後ろで正座して師範、もしくは指導員の指示を待つ。指示に従って立礼し稽古に参加する

が、その場合上級者であろうと師範、もしくは指導員の指示があるまで最後列で稽古を行います。 

５．稽古途中に小休止をする場合、全員で礼をしたあと後ろに下がって再度礼をします。 

６．稽古中道衣や帯を正す場合、後ろを向いて服装を整えてください。 

７．その他稽古中の軽はずみな態度は慎み、秩序、規律を守るよう心掛けてください。 

 

以上の点を御理解の上、入会手続きをして頂きますようお願い申し上げます。 

 

空手道拳道会京都支部 京都道場 
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道衣の着方、たたみ方 
 
                     △道衣の着方 

                      
                     ①ズボンの両側の紐を均等に引っ張ります。 

 
                      ②ズボン前側の紐に通しリボン結びをします。 

              ※閉めすぎないよう注意 
                        

③上着を着ます。（左側が上になります） 
                        ※上着内にある紐をそれぞれ結ぶ 

△帯の結び方 
                       ①帯を半分に折り中心部分をお腹にあてます。 
                        

②均等に後ろへまわし腰部分で交差させ前に 
                        戻します。 
                       ③帯の右側をお腹にあて左側を下から通します。 
                        ※お腹にあてた帯２本の下 

④左右から帯を引き閉め具合を調整します。 
⑤最後に団子結びをします。 

                        ※帯の片方が上にあがらないように調整 
⑥長さが均等にして下さい。 
 ※刺繍がある場合、名前が右側とします。 

 
△道衣のたたみ方 

   
①道衣をひろげます。 

 
  ②二つ折りにしたズボンを上着の中心におき 

ます。ズボンのウエスト部分を上着のエリ 
部分に合わせます。 

  ③上着の片方をズボンの線に沿って折り袖も 
折ります。 

  ④残った方も同じように折ります。 
  
  ⑤上着からはみ出たズボンの裾を上方向に 
   折り、さらに上着ごと２、３回折りたたみ 
   ます。 
  ⑥～⑧たたんだ道衣を帯で結んで出来上がり。 
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