
興志会　本部 /岩田教室

私達は、日本拳法の修練を通して、相手のためを
思う気持ち、つまり「思いやり」、「志」の気持ちを
育てる事を目的としています。
東三河の日本拳法の基礎を作り上げた昌義館道
場の故藤原初代館長から、これからの残りの人生
は「日本拳法を通して思いやりを持った子供達を
育てよ！」との忠告を受け、興志会を１９９１年に
発足し、その言葉を愚直に守り、現在に至っていま
す。

■所在地･その他

■概要

基本方針は、日本拳法で身体と精神を鍛えること
によって、自分自身に余裕が出来てこそ、人に対し
て真の「思いやり」の心が持てるようになる事に
気付かせ、気が付いたらそれを実践すように指導
しています。
練習内容は、幼年の部と少年の部を中心としなが
ら、中学生を含む一般の部も一緒になって練習を
しています。
これは、子供達に見ることも大事な練習だと気付
かせ、大人のミット打ち練習などを見ることによっ
て、自分自身で強くなるには何が必要なのか気付
いてもらいたい為に行っています。
教えられるだけでなく、自分で発見、気が付く事が
飛躍的に成長出来るチャンスだと信じ、指導を続
けて参ります。

■指導方針

●道場の場所　①本部
愛知県豊橋市小松原町今西２－５
②岩田教室
愛知県豊橋市飯村南３－５－１２

●電話　　　　０５３２－２１－１０３０
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　①毎週　水・金　19:30～21:30

②毎週　月・土　19:30～21:30

●対象者　　　少年部、一般部
●代表　　　　森長　高男
●指導員　　　①吉岡　英樹、山本　晋司

　加藤　和広、末益　慎司
②吉岡　英樹

●設立年度　　平成3年　　

社

中部ブロック　愛知県



津島市日本拳法会

津島市日本拳法会。平成１３年当地警察署の柔道場
で産声を上げた。当初の生徒は高校生から園児までの
９名で練習を始める事になった。その後園児のお父さ
んやお母さんが練習に加わり、親子で昇級試験や大会
に参加する様になり、家庭的な練習風景が当会の特徴
になっている。1年後事情により練習場は藤波中学校
武道館に移転した。今でもファミリーな雰囲気で生徒
達は元気に大声で練習している。当会は「青少年の健
全育成を旗印として、心優しく、くじけない心を持った強
い人間になる事が目標である。

■所在地･その他

■概要

毎回行う２時間の練習は、連撃、撃込み、欄稽古
の練習を行うが、はげしい練習前の体づくりとし
て、最初に十分な時間を取って独自の準備体操を
行う。その内容は、ストレッチや筋力アップ（小さ
い子には無理をさせない）、受身動作や各種バラ
ンスを養う体操を行う。準備体操に時間をかける
ことで、集中力を高め、体を十分に温め、バランス
感覚を鍛えることで、ケガを防止するだけではな
く、身のこなしの良さや高い技術を身に付けること
に資するものと考え、毎回行っている。
練習の終わりには時々生徒の道徳心を養話しを
する。親や学校の先生は生徒との距離が近すぎて
教える事が難しく、我々地域活動するも者は適当
な緊張のある距離があるので適していると思う。
日本拳法が教える礼法三法の心と方法、九曜紋の
八要の教えを話し、又、毎回5項目からなる道場
訓を唱和する。

■指導方針

●道場の場所　愛知県津島市西柳原町４５番
市立藤浪中学校武道場

●電話　　　　０５６７－２６－２０２８
●E-Mail　　　y-asaisan@xj.commufa.jp
●URL　　　　

●練習時間帯　毎週　水曜日　19:00～21:00
●対象者　　　年令性別を問わず
●代表　　　　浅井　佳彦
●指導員　　　平野　誠二、奥田　敏貴
●設立年度　　平成13年

社

中部ブロック　愛知県



日本拳法尾張支部

昭和６０年愛知県江南市に江南市民武道館が建
立された折に江南市では初めての日本拳法の道
場を江南教室として創立。
幼児から大人まで幅広く指導しております。
今年で２８年を迎えますが昨年４月に、隣の一宮
市に建立された総合体育館と大口町民福祉会館
に新しく道場を開設しました。
これを機に日本拳法尾張支部として発足、江南本
部教室、一宮教室、大口教室の３か所で指導して
おります。

■所在地･その他

■概要

日本拳法は「心の武道と言われております。
八要の教えを年代層にわけて指導しております。
幼年、少年におきましては「心、身、気、力」を育成、
教室の指導方針「育てよ心、良い子、強い子」を
スローガンにしております。
高校生、一般には特に八要の「技・術・法・道」
の理念を指導しております。
また、PRの一環として市民祭の子供フェスティバ
ルに参加、子供による「日本拳法の演武」や江南
市の青年会議所のメンバーに例会の一環として
「日本拳法の理念」の講演と実技指導を開催して
日本拳法の普及に努めております。
今後の課題として指導者の育成にさらに務めてま
いります。

■指導方針

●道場の場所　日本拳法尾張支部
江南市赤童子町福住１０３－３
①江南本部教室
愛知県江南市高屋町清水１１８
②一宮教室
愛知県一宮市光明寺字白山前２０
③大口教室
愛知県丹羽郡大口町伝右１－４７ 

●電話　　　　０５８７ー５９ー６０８１(山田)
●E-Mail　　　
●URL　　　　

●練習時間帯　①月曜日　18:00～19:30
　　　　　19:30～21:15
②木曜日　19:10～21:00
③木曜日　19:30～２0:30

●対象者　　　幼児から大人まで
●代表　　　　山田　正紀、副代表　上杉　恵三

支部長　荒田　貢、相談役　宮本　義郎
●指導員　　　山田　宗彦、社本　記佳、古川　大輔

古茂田　明典
●設立年度　　昭和60年

少

中部ブロック　愛知県



日本拳法　成和会

平成１０年 9月より有志が集まり“和をもって成
す”の意味から命名された「成和会」が発足され
た。平成１１年４月の中部本部代議員会において
正式に支部として承認され、日本拳法中部日本本
部豊橋支部成和会がここに誕生した。
開設当初から、精神的・肉体的に“強くなろう”を
合言葉に各大会の入賞を目指して練習に励んだ。
現在は会員４１名、指導員１０名。

■所在地･その他

「挨拶の励業・礼儀作法を第一に」最近、一昔前
では“当たり前”と言われることが出来なくなって
いる人が多くなった気がする。
顔を合わせたら挨拶をする。お願いをする時は、
“お願いします”“ありがとうございました”簡単な
言葉のようですが、実は難しく思えるようになった
時代です。青少年だけが悪い訳ではなく、そういっ
た大人も増えているような気がしてなりません。大
会で実績を残すことも大切ですが、挨拶の励行・
礼儀作法を第一に、人が人であるために一番大切
な事を身につけることが第一である。
また、何か１つでも目標を持ち、それを成し遂げる
精神を日本拳法を通じて学び、学校や社会で生か
していくことも必要である。

■指導方針

●道場の場所　愛知県豊橋市今橋町２番地の１
豊橋市立豊城中学武道場

●電話　　　　０５３２－６４－３３４６（尾川）
●E-Mail　　　
●URL　　　　

●練習時間帯　毎週　水曜日　19:30～21:00
毎週　土曜日　19:00～21:00

●対象者　　　年長から社会人
●代表　　　　村田　秦伸
●指導員　　　武田　智也、尾川　雅一
●設立年度　　平成１０年9月

■概要

中部ブロック　愛知県

社少



日本拳法豊橋松山道場・豊川日本拳法会

平成元年、豊橋松山校区に於いて日本拳法教室を開
室。松山という名称は当時の学校区の地区名をそのま
ま付けました。その後、平成６年に豊川市にも教室を開
室。松山の支部道場ではありますが将来独立の可能性
を見据え、名称を豊川日本拳法会とし、幼児から一般、
老若男女を問わず稽古をしています。
松山道場は子供達の練習生が多い為、スポーツ少年
団に登録しスポ少活動の一環として、運動会、駅伝大
会、オリエンテーリング等に参加しています。

■所在地･その他

■概要

1 挨拶の励行はもとより、礼儀作法を身につける
　ことを目的とします。
2 青少年の健全育成を志し、日本拳法を通じて武 
　道の精神を学びます。
3 指導者、練習生、保護者との連携と親睦を
　目標とします。
日頃の稽古では、始礼・終礼の号令かけを誰でも
ができるように毎回違う練習生が号令をかけ、前
に出ての準備体操などをこなします。
技術面での稽古は「教書」「中部日本本部」の基
本を取り入れ、拳技、蹴技、受技、躱技、受手捌き、
逆取り、博撃の形、捕撃の形、空乱、防具稽古等、
その年齢に応じた練習を反復して行い、正しい技
形を身につけるように指導しています。

■指導方針

●道場の場所　愛知県豊橋市吉田方中学校武道場
豊川市武道場内

●電話　　　　０５３２－３１－６５２９
●E-Mail　　　
●URL　　　　

●練習時間帯　毎週　水・木・金　 19:00～21:00
●対象者　　　幼年から一般男女
●代表　　　　大林　憲司
●指導員　　　大林　秀美
●設立年度　　平成元年

中部ブロック　愛知県

社少



日本拳法名古屋教室育成会

当育成会は宗家澤山宗海先生と共に日本拳法の創始
にかかわった山田洪志先生が昭和 27年に名古屋に
「洪志館道場」を開設し、昭和 56年に当道場が名古屋
市の都市計画に計り余儀なく立退きとなり、当時ここで
練習していた現代表と師範たちと表記団体を立上げ、
市内６ヶ所、中村・中川・港・北・昭和・千種区で学校
の体育館を借りクラブ形式で練習をしています。各代表
師範が在籍し他の師範も協力し、一週間の内5日練習
をしています。又常時入会随時。年長さんから一般男女
の生徒を募集しています。

■所在地･その他

■概要

山田洪志先生の教えである、「健全育成」を第一の
指導方針に掲げ師範が一体になり育成に努める。
営利を目的とせず、虚弱体質の子ども、骨の折れ
やすい現代っ子、汗をかくことを知らない現代っ子
を少しでも無くす。
１．稽古を通じて丈夫な体をつくり、多くの汗を出  
　 し、我慢強く辛抱の出来る人。
１．他人には優しく思いやり、自分には厳しく最後
　 まで成し遂げる心。
１．イイエ、ハイがはっきりと言え、挨拶が出来る　
　 人。
１．勇気を持てる人。弱者に手を差し伸べいじめを
　 なくし、先生の質問には大きく手を上げ返事が
　 出来る人
１．会員相互の連携を深め親睦をはかる
 　以上を目標に、師範は一人一人の能力を見極
　 め、それぞれの能力にあった指導を行なってい
　 ます。

■指導方針

●道場の場所　名古屋市北区大杉3-6-21
●電話　　　　０５２ー９９１ー７３１０
●E-Mail　　　y.kawamura.0602@gmail.com
●URL　　　　

●練習時間帯　詳細は各クラブ別紹介参照
●対象者　　　年長から一般成人男女
●代表　　　　山田　佑一
●指導員　　　横地　隆二
●設立年度　　昭和56年

社少

中部ブロック　愛知県



日本拳法名古屋教室育成会　北クラブ

●道場の場所　名古屋市北区大杉
大杉小学校体育館内

●電話　　　　０９０ー３８５７ー８４２９
●E-Mail　　　y.kawamura.0602@gmail.com
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　水曜日　18:45～20:45
●対象者　　　年長から一般成人男女
●代表　　　　山田　佑一
●指導員　　　川村　祥彰外
●設立年度　　平成13年7月

社少

中部ブロック　愛知県

日本拳法名古屋教室育成会　昭和クラブ

●道場の場所　名古屋市昭和区吹上町
　　　　　　　吹上小学校体育館内
●電話　　　　０９０ー９２２６ー５９８２
●E-Mail　　　y.kawamura.0602@gmail.com
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　木曜日　18:45～20:45
●対象者　　　年長から一般成人男女
●代表　　　　西垣　正克
●指導員　　　岩田　達幸外
●設立年度　　平成10年10月

社少

日本拳法名古屋教室育成会　城山クラブ

●道場の場所　名古屋市千種区自由ヶ丘
　　　　　　　自由ヶ丘小学校体育館内
●電話　　　　０９０ー９９１０ー５６２０
●E-Mail　　　y.kawamura.0602@gmail.com
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　土曜日　18:45～20:45
●対象者　　　年長から一般成人男女
●代表　　　　野原　季人
●指導員　　　廣田　和也、中島　奏
●設立年度　　昭和57年7月

社少



日本拳法名古屋教室育成会　中川クラブ

●道場の場所　名古屋市中川区豊成町
愛知小学校体育館内

●電話　　　　０５２ー４５１ー１５２５
●E-Mail　　　y.kawamura.0602@gmail.com
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　火曜日　18:45～20:45
●対象者　　　年長から一般成人男女
●代表　　　　鈴木　亮市
●指導員　　　小嶌　永倫子外
●設立年度　　昭和57年4月

社少

中部ブロック　愛知県

日本拳法名古屋教室育成会　港クラブ

●道場の場所　名古屋市港区港楽
　　　　　　　東港中学校体育館内
●電話　　　　０９０ー２６１９ー１８８８
●E-Mail　　　y.kawamura.0602@gmail.com
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　水曜日　18:45～20:45
●対象者　　　年長から一般成人男女
●代表　　　　猪飼　克宣
●指導員　　　佐藤　義文外
●設立年度　　昭和58年11月

社少

日本拳法名古屋教室育成会　中村クラブ

●道場の場所　名古屋市中村区佐古前町
瀬中学校体育館内

●電話　　　　０５６８ー２５ー２２８２
●E-Mail　　　y.kawamura.0602@gmail.com
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　月曜日　18:45～20:45
●対象者　　　年長から一般成人男女
●代表　　　　井部　勝利
●指導員　　　伊藤　誠一外
●設立年度　　昭和60年11月

社少



愛知学院大学　日本拳法部
基本を重んじ、身体を鍛え、心を育み、
チーム一丸となる。
●道場の場所　日進市岩崎町阿良地１２
●電話　　　　０５６１－７３－１１１１
●E-Mail　　　
●URL　　　　http://www5.hp-ez.com/hp/agunikken/page1
●練習時間帯　毎週　土・日以外　17:00～19:00
●対象者　　　愛知学院大学　在学生
●代表　　　　清水　義和
●指導員　　　竹下　清
●設立年度　　昭和37年

学

中部ブロック　愛知県

愛知学院大学楠本学舎　日本拳法部
日本拳法による優れた医療人の育成

●道場の場所　名古屋市千種正楠元町１－１００
●電話　　　　０５２－７５９－２１５４
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　火・木・金　18:00～20:30
●対象者　　　愛知学院大学楠本学舎で学ぶ学生
●代表　　　　竹内　一夫
●指導員　　　熊野　弘一
●設立年度　　

学

愛知大学　日本拳法部
強くなるなら日本拳法

●道場の場所　愛知大学豊橋校舎体育館内第二武道場
●電話　　　　０９０－３４５４－０６０８
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　火・金　17:00～19:00

木・土　13:30～16:00
●対象者　　　どなたでも
●代表　　　　主将　髙城　曹司
●指導員　　　成和会　芳林　正悟
●設立年度　　

学



春日井自衛隊クラブ
あいさつ、返事、時間、感謝、全国制覇を
道場五訓に日々精進
●道場の場所　愛知県春日井市西山町

春日井駐屯地内体育館
●電話　　　　090ー2340ー3891
●E-Mail　　　masachikori@mc.ccnw.ne.jp
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　月・木　18:3０～２0:30
●対象者　　　少年部(四歳)～一般
●代表　　　　竹原　正人
●指導員　　　佐藤　雅大、内藤　正宏、佐橋　直哉

上田　格也、植埜　達朗、立藤　功一
平谷　法之、上﨑　和也

●設立年度　　

社

中部ブロック　愛知県

中部大学　日本拳法部
初心者、経験者、どんな方でも歓迎します。

●道場の場所　愛知県春日井市神屋町１２８８－８
洗心館

●電話　　　　０９０－６７６６－６８３２（佐々木）
●E-Mail　　　c3b2a1@qc.commufa.jp 
●URL　　　　
●練習時間帯　木・土　20:00～
●対象者　　　中部大学の学生
●代表　　　　佐々木　政直
●指導員　　　行方　勝彦
●設立年度　　平成22年4月

学

豊橋協会
自分に厳しく思いやりの心を持てる
人となる。
●道場の場所　愛知県豊橋市今橋町4

（豊橋市武道館２階柔道場）
●電話　　　　０６－６６２１－７４２７
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　水曜日　19:00～21:00

毎週　日曜日　18:00～21:00
●対象者　　　幼年から
●代表　　　　藤本　茂宏
●指導員　　　
●設立年度　　

社少



豊橋創造大学　日本拳法部
楽しく、そして厳しくをモットーに、日々、
練習に励んでいます。
●道場の場所　愛知県豊橋市牛川町松下20－1
●電話　　　　０５０－２０１７－２１０１
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　火・木　18:00～20:30
●対象者　　　大学生
●代表　　　　大野　善隆
●指導員　　　青島　俊好
●設立年度　　

学

中部ブロック　愛知県

名古屋市立大学　日本拳法部
男女仲良く切磋琢磨し合い、中部Ｎｏ１を
目指します。
●道場の場所　愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の畑１

市立大学体育館２階
●電話　　　　
●E-Mail　　　nikken_ncu@yahoo.co.jp 
●URL　　　　http://ameblo.jp/nikken-ncu/
●練習時間帯　毎週　水曜日　17:00～19:30

毎週　土曜日　10:00～13:00
●対象者　　　大学生
●代表　　　　寺田　元一
●指導員　　　土持　師
●設立年度　　平成7年4月1日

学

名古屋学院大学　日本拳法部
１００人いれば、１００人の拳法。

●道場の場所　名古屋市熱田区熱田西町１－２５
●電話　　　　０９０－４１９２－６０３４
●E-Mail　　　10bin6@ezweb.ne.jp
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　月・火　17:00～19:00
●対象者　　　本学の学生
●代表　　　　片川　翔偉
●指導員　　　西村　和真
●設立年度　　

学



名古屋大学　日本拳法部
文武両道の体現を目指し、日々練習して
います。
●道場の場所　名古屋市千種区不老町

名古屋大学　第五体育館
●電話　　　　
●E-Mail　　　
●URL　　　　http://nunihonkenpo.web.fc2.com/
●練習時間帯　火・木・金　17:00～19:00

土曜日　　 10:00～12:00
●対象者　　　学外の方でも歓迎します
●代表　　　　小池　晃彦
●指導員　　　増崎　貴
●設立年度　　昭和31年

学

中部ブロック　愛知県

日本拳法　愛知郡育成会

●道場の場所　愛知県長久手市東狭間１００８
●電話　　　　０５６１－６２－０６６２
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　火曜日　19:30～21:30

木曜日　19:00～21:00
金曜日　17:30～19:00
土曜日　19:00～21:00

●対象者　　　年長～男女（全員）
●代表　　　　山田　宏志
●指導員　　　岩井　茂浩、岩井　秀記、宮崎　光就
●設立年度　　昭和55年

日本拳法豊川自衛隊クラブ
地域への貢献と青少年の健全育成を目的と
し、拳法を通じて心身を鍛錬する。
●道場の場所　愛知県豊川市穂ノ原1-1

豊川駐屯地体育館内
●電話　　　　０９０－４１９２－１２４７
●E-Mail　　　toyokawa.kempo@gmail.com
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　火・木　18:００～２0:00
●対象者　　　幼年(5歳)～小・中・高～一般
●代表　　　　渡邉　康一
●指導員　　　阪下　陽一
●設立年度　　平成23年4月1日

社

社少



日本拳法西三河支部安城クラブ
練習を通して強い心を持たせる

●道場の場所　愛知県安城市新田町新定山４１－８
安城市体育館３Ｆ剣道場

●電話　　　　０９０－１７２８－５６３２（山田）
●E-Mail　　　speaking@c.vodafone.ne.jp
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　土曜日　19:00～21:00
●対象者　　　少年部　小学生以上

一般部　高校生以上
●代表　　　　山田　周作
●指導員　　　伊與田　敬一
●設立年度　　平成10年6月

社

中部ブロック　愛知県

日本拳法西三河支部安城クラブ　東浦道場
練習を通して強い心を持たせる

●道場の場所　愛知県知多郡東浦町生路字狭間８０
東浦町体育館　２Ｆ　柔剣道場

●電話　　　　０９０－４０８４－２０５４（岸本）
●E-Mail　　　ponkicchi-lee.smile3@ezweb.ne.jp
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　日曜日　少年部　16:00～17:00

　　　　　　　 一般部　17:00～19:00
●対象者　　　少年部　小学生以上

一般部　高校生以上
●代表　　　　山田　周作
●指導員　　　岸本　英樹
●設立年度　　平成24年4月

社

名城大学　日本拳法部
前に出る、攻める拳法を精神に日々
練習しています。
●道場の場所　名古屋市天白区塩 口１－５０１

名城大学天白キャンパス
●電話　　　　
●E-Mail　　　
●URL　　　　
●練習時間帯　毎週　月・水　16:30～19:30

土曜日　　　  10:00～13:00
●対象者　　　どんな方でも大歓迎です。
●代表　　　　部長　篠田　四郎
●指導員　　　監督　日比　和宏
●設立年度　　昭和30年

学



栄徳高等学校

桜拳会 社

春日井王子道場 社

江南教室 社

桜丘高等学校

新城協会 社

知多真明館 社

中央大学拳真会 社

黄柳野高等学校  

豊橋昌義館 社

高

高

高

少

中部ブロック　愛知県



豊橋中央高等学校

豊橋南道場 社

名古屋商科大学

名古屋同心会館

日本拳法洗心館道場

藤ノ花女子高等学校

武藤会 社

高

高

少

社少

社少

学

中部ブロック　愛知県




