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1.  横浜片倉道院 道院⻑ 挨拶  

  

このたび、横浜片倉道院が設⽴２０周年を迎えることになりました。ひとえに関係者の皆様、地域の皆様のご⽀援

の賜物であると痛感しております。 少林寺拳法が昭和２２年に⾹川の地に⽣まれ７５年が経とうとしている現在、

この横浜片倉の地においてよりよい社会のための⼈づくりの⾏である少林寺拳法の布教･普及に微⼒を尽くし続けら

れることに喜びを感じております。  

何卒これからもご⽀援のほどよろしくお願い申し上げます。    

  

  

横浜片倉道院 三枝 勝⺒   
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２.  記念⿍談 「横浜片倉道院の２０年を振り返って」  

 

 

 

 

 

 

（三好道場⻑）                  （三枝道院⻑）                 （佐藤副道院⻑）  

20 周年を記念して、三枝道院⻑、佐藤副道院⻑、三好道場⻑の三⼈が集まり、設⽴の経緯や設⽴当初のお話や 

これまでの道院の道のりやエピソード、また今後の展望などを語り合ってもらいました。（全６回） 

（インタビュー︓古村）   

~ 第１回 ~  

出会いの経緯と当初の稽古⾵景  

―皆さんの出会った経緯について教えてください。  

まずはじめに三枝先⽣が教えていた桐蔭学園⼯業⾼等専⾨学校（⾼専）の少林寺拳法部に道場⻑が⼊部したとい

う理解であっていますか︖  

三好道場⻑（以下三好）︓はい、道院⻑が部⻑・監督であった学校の⽀部に僕が⼊部しました。  

三枝道院⻑（以下三枝）︓⾃分も同じ⾼専出⾝で、彼は 17 期後輩になります。⾼専⽀部の部⻑と併⾏して、縁

あって 1980 年に桐蔭学園⾼校⽀部の部⻑にもなりました。この⾼校⽀部設⽴は三好君が⼊ってくるだいぶ前の話で

す。  

三好︓桐蔭⾼専と桐蔭学園⾼校⽀部の両⽅あって、そこで僕は桐蔭⾼専少林寺拳法部の⽅に⼊部しました。  

  

―なるほど。佐藤先⽣とはいかがですか︖  

三枝︓まったく時期が違って、かなり時間がたってからです。  

佐藤副道院⻑（以下佐藤）︓道院⻑が横浜⽚倉道院の設⽴準備段階で利⽤していた神⼤寺⼩学校に、2001 

年の 8 ⽉頃でしたかね。  

三枝︓設⽴が 10 ⽉末だから、数か⽉前から準備していたのでその頃ですね。  

佐藤︓たまたま僕は、暑い盛りにちょっと⾒学程度に、⾒に⾏ったんですよね。 その時はまだ広い体育館に⼀⼈で道⾐

姿という光景でした。  

三枝︓あれ、あのとき道場⻑はいたっけ︖  
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三好︓流れでいうと、三枝先⽣が桐蔭⾼専⽀部、桐蔭学園⽀部にいながら⽚倉道院を作ったときに初期メンバーとし

て僕は移ってはいるんですけど、僕の活動拠点は桐蔭学園だったので、当時あまり道院活動はやっていませんでした。  

三枝︓籍はあったんだよね。  

三好︓ありましたが、初期は道院にはあまりタッチしていない。⽇曜⽇だけ⽚倉の練習にきてました。  

三枝︓むしろ桐蔭学園の⽅の技術指導を担ってくれていたようなものです。  

  

－ああ、⼿分けされてたんですね。  

三好︓⼟⽇で活動していたので、⼟曜⽇は主に僕が桐蔭学園、三枝先⽣が横浜⽚倉道院でそこに佐藤さんがいまし

た。で、横浜⽚倉道院は⽇曜⽇の修練を⽉に２～３回やっていたので、その時には⽚倉に来ていました。  

三枝︓佐藤さんと修練を始めてすぐに、桃井さん（現幹部）が⼊ってきたんだよね。桃井さんは、実は僕が若いころに所

属していた横浜中央道院の後輩だった。  

  

―横浜中央道院の話を桃井さんもしていたので、どこでつながっていたんだろうと、ずっと思っていました。たまたまだったんで

すね。  

三枝︓たまたま。だけど横浜中央道院は活動拠点をいくつか持っていて、その⼀つが横浜のスカイビルでした。昔の、最上

階のレストランがゆっくり回る頃の先代のスカイビル。そこで審判講習会もやったんだよね。桃井さんは近くに住んでいたけ

ど、直接つながることはなかったんですね。その後、岩崎さん（現幹部）やその家族が⼊⾨したんですね。  

佐藤︓そうですね。設⽴ 1 年後くらいで岩崎さんが⼊ってきました。  

 

~ 第 2 回 ~  

「２０名」を集めて横浜片倉道院設⽴  

―次に設⽴前夜のお話に移りたいと思います。これは主に三枝先⽣に話していただくパートかと思います。三枝︓もともと

は、、、このテーマは少林寺拳法の学科のようなもので、「道院開設の動機と⽬的」だよね。  

⼀同 笑  

三枝︓当時、桐蔭学園で 15 年やっていて校外部⻑・監督だったけれども、県連のお⼿伝いをしていた時期があって。

その流れで最終的に、今は県連事務⻑をやっています。その⼿伝いをする中で道院の⼈と年中顔を合わせるわけです

よ。並⾏して横浜星川道院（保⼟ヶ⾕区）とかなり親密な付き合いになって、その交流の中で⾃分も道院を興したい

なと単純に思ったのがきっかけです。   

  

―道院の⽅とお話しされる中で、道院を作りたいなと思ったのですね。  

三枝︓そうですね、それまでは主に学校の先⽣としか話す機会がなかったですから。  
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―思いきって動こう、と思った具体的なきっかけはありますか︖  

三枝︓んー、やろうと思ったら、やるしかないからね。⾃分はあまり⼈に相談しないから、今もそうなんだけどよく悪い癖だと

いわれます。家内にいつも叱られてます。  

  

―いいですね、そういう話 笑  

三枝︓いや、これからはそうじゃいけないなと、今頃やっと分かった笑 

佐藤︓今でも本当に奥さんによく怒られてますから笑  

三枝︓何をやるにも相談しないで決めちゃって、⾃分で勝⼿に進めちゃう。道院に関してもそうなんだよね。でもそうは言

いながらも、家内は 2 級まで昇級しましたよ。  

佐藤︓道院設⽴時に奥さんも拳⼠になったんですよね。  

三枝︓道院が正認可のときには家内が本⼭に同伴してくれ、鈴⽊元代表と⼀緒に写真撮ったもんね。茶帯で道⾐につ

いている緑の卍が懐かしい。いろいろ⽂句は言ってたけど、⾃分のやることに理解はしてくれていたみたい。  

  

―道院設⽴前の準備はいかがでしたか。  

三枝︓道院設⽴で⼀番苦労したのは、⼈集めですね。修練場所は⾃分の卒業した地元の⼩学校※を確保できたけ

ど、⼈がなかなか集まらない。（※当時は公共施設も可であった）最初の年から最低で 10 名の登録が必要だったん

だよね。  

佐藤︓いや、20 名ですね。ちなみに今は少なくてもよいみたいですが。  

三枝︓あー、20 名か。20 名ってものすごいハードル⾼いんだよね。  

だから最初は⾃分の⼦供たちと、妹夫婦とその⼦供たち（孫）にも⼊⾨願書提出を頼んだり。でもこれは最初の頃だけ

で、だんだん⼈が⼊ってきて、道院として半年後には拳⼠ 20 名以上でちゃんと動いていました。  

 

 



 

6 

 

 

―本⼭は正認可時前にも帰⼭していたと聞きましたが。  

三枝︓本⼭へは初段の頃から⾏っていて、元々所属していた横浜中央道院というのは開かれた道院で、よく帰⼭するよ

うにと言われていました。講習会には初段の頃から⾏っていました。  

  

―本⼭は⾹川県ですが、だから遠いと思ったことがないんですね。  

三枝︓そういえば、開祖の亡くなった次の⽇（1980 年）も瀬⼾号（夜⾏列⾞）でいきました。その時に道服を持って

いなかったので、借りて⾏ったんだけど、そしたら列⾞の中は同じような服装の⼈たちがうじゃうじゃいたんだよね笑。⾃分は

横浜から乗ったんだけど、だんだん道服の⼈が⾞内に増えていって岡⼭へ着く頃にはいっぱいになった感じ。本⼭といっても

あまり遠い存在ではなかったですね。  

  

―じゃあ、本⼭での正認可というのもあまり緊張とかはしなかったんですね。  

三枝︓そうです。  

  

~ 第 3 回 ~  

設⽴後はポスターを貼って拳⼠集め  

―とにかく⼈集めが⼀番⼤変だったということがわかりました。では次に 20 名を集めての設⽴初期の頃のお話ですが、設

⽴後の拳⼠集めはどのようにしていたんですか︖  

三枝︓近隣になる 7 か所くらいの掲⽰板に拳⼠募集のポスター貼ったよね。 

佐藤︓地区センター、⽚倉町駅などでポスター貼りましたね。  

三枝︓あの頃は毎週⾃転⾞で回ってたね。なぜかというと掲⽰期間が短く、期限を過ぎると剥がされてしまうので。  

  

―それは三枝先⽣がひたすらやっていたんですか︖ 

三枝︓うん、それと佐藤先⽣と分担して。  

三好︓佐藤先⽣の奥さんは⽚倉の採⽤部⻑と言われていました。⼊⾨拳⼠獲得に関して、佐藤先⽣の奥さんの功績

は⼤変⼤きいです。  

三枝︓幼稚園や近所への⼝コミだね。  

佐藤︓そうですね。⼦供たちとかが同級⽣を呼んだりして。（と、⼊⾨拳⼠名を次々と並べる…）で、お⺟さん同⼠も道

院がきっかけで仲良くなって、その頃から今も仲良くしてますね。  

  

―すごいですね。今伺っただけでも 10 ⼈以上名前がでてきましたね。  
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三枝︓練習⽇が⽔・⽇で、修練中はずっとお⺟さん⽅がわが⼦を⾒ながら世間話もしていました。体育館まで⼦供を送

って終わったら迎えに来る、というわけでなく。  

佐藤︓乳⺟⾞に⾚ちゃんを乗せて体育館まで来ていた⼈もいましたね。⼝コミで⽚倉の評判を聞いて、とかで。 あの頃

の⼦供たちももう⼤⼈ですから、さらにその⼦供たちが来てくれたらいいなぁとは思いますけどね。  

  

―修練はその頃、⽔、⼟、⽇の 3 ⽇だったんですね。  

三好︓僕が⼟曜⽇は桐蔭学園で、⽇曜⽇が⽚倉という形でしたね。 うちの⼦も⼊⾨していたのですが、僕が⼟曜⽇

が桐蔭の練習で来られなくて、⽇曜⽇は武専があって、⼤会があってとかでなかなか⽚倉に来られなくて。 結局、これ

だけ練習⽇があるのに⽉に 1 回くらいしか連れていってもらえないのはどういうことだと⼦供に詰め寄られて。そこで道院

⻑ に曜⽇を振り替えてもらうようお願いしました。  

  

―それで担当の曜⽇が変わったんですね。  

三好︓道院⻑が⼟曜⽇は桐蔭の指導に⾏って、⾃分はそこで桐蔭との縁が切れたという（笑）うちの⼦が⼀所懸命、

練習したいっていうから（笑）  

佐藤︓可愛かったもんね、⼦供たちは笑  

三枝︓なんだかんだ言ってるうちに、だんだん市や県、そして少年錬成とかの⼤会とかにも出だしてね。  

佐藤︓うちはその頃から名⾨︖って呼ばれてましたね。⼦供たちが多く⼤会に出て結果を残していたので。  
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~ 第 4 回 ~  

教典、鳴⼦づくり…いろいろな道院の活動  

―私も初期のころの写真を⾒てみましたけど、落語の会だけでなく、例えば My 経典つくりとか、学習会とか、かなり⾏事

をされていたと思うのですが、これは意識して⾏っていたのですか︖  

三枝︓学習会はだいたい隔⽉に開催しており、学科だけでなく飽きないように⼯夫していたな。  

佐藤︓毎⽉、少林寺拳法の⽉刊機関誌でいろいろな記事が掲載されてたんですね。  

それで「これ⾯⽩いですね」とかいっていると、三枝先⽣がどこからか材料を仕⼊れてきて準備して、My 経典作ったりと

か。 

三好︓少年部講習会とかでいろんな先⽣⽅から「こんなことやってるよ」とか紹介されたりして、やってみませんか︖と提案

を三枝先⽣にしたという。  

三枝︓⼭岸さんという⼥性拳⼠がソーラン節の団体にも所属していて、それで鳴⼦作りをやったこともあったね。  

  

―鳴⼦作りをしている写真もありましたね。  

三好︓「鳴らない（︖）鳴⼦」を作った⼦もいて（笑）。つけ⽅を間違えると振っても鳴らないんです。ぴったりくっついち

ゃって。  

佐藤︓他にも、親⼦で芋掘りとかもあったし、少年部向けには「開祖の似顔絵を描こう」なんてこともね。  

三枝︓他には宗教的な⾏事もやらなきゃ、っていうのがあって。というのは僕が道院⻑になったくらいの頃から道院としてそ

ういったことに積極的に取り組むように、との話もあり、けっこう真⾯⽬に新春法会、達磨祭とかやってたね。  
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初期のころの思い出  

―⼤会関係とかはいかかですか︖  

三枝︓全国⼤会もぽつぽつ⾏ってたね。最初は三好君の親⼦だったかな。  

三好︓そうですね、横浜⽚倉道院としては⾃分たちが初でしたね。  

佐藤︓いろいろなことを思い出しますね。  

  

―合宿もやっていたようですね。三ッ沢公園の施設でやっていてかなりの⼈数がいたようですが、参加者は横浜⽚倉道院

だけですか︖  

三好︓横浜⽚倉道院だけです。ただゲストとして先ほどのワイ横っていう、⼭岸さんのよさこいチームの⽅がいらしたりして

ました。彼らは⼣⽅まで⼀緒にいて、ご飯⾷べて解散、という形でした。 ―合宿の修練時の写真をみると複数の道院と

の合同かと思うくらい⼈数がいましたね。  

三枝︓確かに、体育館の雑⼱掛け（修練のはじめと終わりに⾏う「作務」。）の時とか⼀列だと並びきれなかったもの

ね。  

  

―近隣で⾏き来の多かった横浜星川道院のとはどのくらいからの古い付き合いなんですか︖  

三枝︓横浜星川はうちよりも 2 年前の設⽴だけれど、縁の始まりはそこから 20 年くらい前かな。   

三好︓横浜中央道院からです。  

  

―あ、そんな前なんですか。  

三枝︓道院⻑の百百先⽣と僕はそのときは直接は会っていませんが、ほかの⾨下⽣では多くの⽅との出会いが今も続い

ています。僕が横浜中央道院にいたのはたった 3 年で、その後に鶴⾒道院の設⽴を機に転籍したんです。そして横浜⽚

倉道院設⽴後は同じ⼩教区同⼠だから、道院⻑だけ集まって 2 か⽉に⼀回僧階勉強会をしましたよ。その甲斐もあっ

て 2 年間に少法師が 3 名誕⽣しました。  

  

~ 第 5 回 ~  

横浜片倉道院はどんな道院︖  

―横浜⽚倉道院というのはどんな道院と思うかについてお聞きします。どんな道院かという話や、運営で⼤事にしているこ

となどありますか︖  

三枝︓どんな道院かっていわれれば、真⾯⽬な道院だよね。技術や学科、その他儀式⾏事に限らず各拳⼠の向上⼼

が連帯感を⽀えている。絶えず前向きで、⼀時期、3 年前くらいに拳⼠が 20 名を切るほど減った時があったけど、その

時に幹部の⼈がこれではいけない、ってことで⼒になってくれて。外向きのアピールっていうのを、SNS だったりを駆使してや

ってくれましたね。やはり時代とともに対応⼒をつけて変わっていかなきゃいけないっていうことで、うちは⽐較的うまくいってい

ると思いますね。  
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ただ最近は増えてきた⼈数に対して場所の広さが⼗分ではないという問題はどうにか解決できないかと⾒てるんだけど、な

かなかないんだよね。 あとは後継者問題ね。これはどこの道院も悩みのタネだと思うけど。  

神⼤寺スポーツ少年団（副道院⻑の佐藤先⽣が⽀部⻑）を作るときは無事に具体化ができたけど、⽴ち上げようと思

っても仕事の関係とかもあるので設⽴するのは簡単ではないですね。あとは年齢がある程度いくと、きついよね。50 代だ

ろうね。  

佐藤︓その時は頑張ろうかなって思ってましたもんね（笑）。  

三枝︓昔の道院⻑って、20 代の頃に道院を作ってるから、古い道院が多くて、むしろ新しい道院が少ないんだよね。う

ちも主要な幹部と今後どうしていきたいかを、今年は真⾯⽬に考えていかないといけないと思っています。先の幹部会では

参与道院⻑制度についてかなり前向きな姿勢が共有できて、よかったと思っています。  

佐藤︓21 年前、少林寺拳法をやり始めたころ、⼟曜⽇は三枝先⽣だけと 2 ⼈で突いたり蹴ったりして。⼟曜⽇、⽇

曜⽇になるとすごい先⽣⽅、元道院⻑とか実業団の⽅とかが来て。  

当初は 3 級からだったから覚える技が多くて⼤変だったね。そういう厳しさは、今はなくなっちゃったけど、でも⾯⽩かった

ね、あの時代は。⽇曜⽇は三好先⽣が⼦供を連れてきてすごく楽しい雰囲気になったり、三枝先⽣が仕事の関係で来

られなくなったときは、まだ⿊帯じゃない茶帯の僕が⼦供たちを教えたり。あの辺りの頃はちょっと⽣意気になっちゃったね。 

「違うっ︕︕」とかいながら（笑）違うも何も⾃分もできていないのに。そこは反省点ですね（笑）。  

でも 20 年ちょっと経って⾃分がまだ現役でいられるのは、諸先⽣⽅の⼒と、若⼿を育ててくれてる三好先⽣の⼒のおか

げです。今後も、楽しいイベントや⾏事をやっていければいいなと思いますね。  

三好︓20 年間、指導をやらせてもらって⼤事にしてることは、みんなにとって楽しい道院であってほしいなと。いや、あるべ

きといった⽅がいいかもしれません。「楽しい」って言ってもそれは個々に違うので、その個々の思いに応えなきゃいけないか

なっていうのはあります。佐藤先⽣のように、つらい練習が好きな⼈もいるし（笑）、⼦供たちにしても⼤⼈たちにしても、

⽚倉の練習が息抜きになる⼈がいたり、ガンガン汗をかくのが好きな⼈もいれば、仲間たちと顔を合わせて痛くない程度で

やっていくことが楽しい⼈もいる。そういうみんなそれぞれにとって楽しい場になるよう、そういう指導になるよう頑張っているつ

もりではあります（笑）。  

⼩学⽣の⼦供たちが中学校に進学して、「部活に⼊るので…」といなくなっちゃうこともありますが、⼤⼈たちは案外残

ってくれているので、それなりに⾃分が意識していることはかなえられているのかな︖と思っています。今は横浜だけでな

く神奈川の少林寺拳法が過渡期に来ているので、そこを道院⻑の⼒を借りながら、新たな動きができる形にしていく、

うちはそういう⼒のある道院だと思ってますので、20 周年を機に横浜⽚倉道院の第 2 ステージ、第 3 ステージへ⾏

けたらいいなと思います。  

三枝︓周年⾏事は毎年⾏うわけではないので、この 20 周年をきっかけとして、全部ができるわけではないが、道場

⻑の話にもあった⽅向へみんなで模索しながらもっていけたらなと思います。  
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3.  【記念コンテンツ】20 年を振り返って ~⼀枚の写真~  

 

Vol. 0 「設⽴」  

 

  

当道院は運営許可⽇が 2001 年 10 ⽉ 28 ⽇で、その準備段階を含めると 2021 年 5 ⽉で丸 20 年を迎えまし

た。当時は私⽴⾼校の校外部⻑ 20 年の節⽬の年で、⽣徒の昇級試験でお世話になっている近隣道院との交流の

中で、 

やはり道院を始めたいと思いが⾼まり、その勢いで設⽴の準備を始めました。その 10 年前には重篤な病に罹り、新しい 

⼈⽣を拓く芽が疼いていたようです。  

⽀部道場制度が廃⽌となり、道院設⽴のハードルは⾼かったのですが、⼊⾨願書も⼗数名分を集め、かなりの短期間

で⽴ち上げました。が、実際の道⾐の拳⼠は当初⼆⼈でした。  

２０年を経た現在、設⽴当初からの現役在籍拳⼠は 5 名程となり、多くはここ 5 年以内の⼊⾨者･転籍者が占めて

います。  （三枝） 

 

 

 

  



 

12 

 

Vol. 1 「さわやか 3 組」（2004 年）  

  

この題名をみて「あれ︖」と思った⽅も少なくないかと思いますが、ＮＨＫ教育テレビ（Ｅテレ）で放映されていた⼩学⽣

向けの教育ドラマ（1987 年 4 ⽉~2009 年 3 ⽉放映）のタイトルです。学校の道徳の授業で観ていた⼈もいるの

ではないでしょうか。  

この番組は１シリーズ１年で、毎年舞台となる⼩学校の場所が異なるのですが、2004 年は横浜を舞台にしたシリーズ

でした。そのある回で、「主⼈公の通う⼩学校に転校してきた男の⼦が、少林寺拳法を習っている」という設定の話があ

り、転校⽣が修練している⾵景を横浜⽚倉道院の専有道場で撮影、そしてエキストラで横浜⽚倉道院の拳⼠も出演

したのです。  

１番記憶に残っているのは、転校⽣役の男の⼦は少林寺拳法の経験者で、半跏趺坐（はんかふざ）という少林寺拳

法で⾏う座禅の座り⽅の姿勢がとても美しく、それがとても羨ましく思った事ですね。  

修練⾵景の撮影では私の息⼦が転校⽣の練習相⼿役に、そしてその指導をする指導員役を私がやらせて頂き、全国

にその姿を放映して頂いたのもいい思い出です。  

 

ほんの数秒のカットでしたが、数回ＮＧを頂き、やり直したのもいい経験でした（笑）（三好）  
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Vol. 2 「芋掘り」（2006 年）  

  

最近は諸事情あって数が減ってしまったのですが、以前は年間活動の⼀環で⾊々な⾏事を⾏っていました。  

新年の新春法会から始まり、年末には納会(この 2 年コロナの影響を受け中⽌中)を⾏うという中の⼀つに、「秋の芋

掘り」という⾏事がありました。 

三枝道院⻑が所有している畑を⼀部提供していただき、道院の⼦供達に芋掘りを体験してもらう横浜⽚倉道院独⾃

の⾏事です。  普段の修練は道⾐を着ていますがこのときは⻑靴と軍⼿という出で⽴ちで、みんなで⼟まみれになり芋

掘りを楽しんだことを覚えています。  

この写真の当時（2006 年）は親⼦での⼊⾨が多く、道院での⾏事が事実上「家族ぐるみ」と言えるほど和気あいあい

と良い関係を保ち、⾏事はみんなの楽しみでもありました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

芋掘りの後は掘った芋を集め、各⾃が持てるだけ袋に⼊れる。時折顔くらいある⼤きなお芋を顔の横に並べては笑い、畑

が笑顔に包まれます。  

我が家も帰宅後、さっそく芋を蒸かし、今年も秋の味覚三昧の始まりと家族でテーブルを囲みました。 この写真から 

15 年の時が経ち、あの時の⼦供達ももう⼤⼈になっています。彼らが⼦供を連れて横浜⽚倉道院に戻ってきてくれ、

新たな 10 年を迎えられるといいなと思いながら、次の節⽬は 30 周年、それまでみんなで頑張ろう︕（佐藤）   
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Vol. 3 「納会」（2012 年）  

  

ここ数年は新型コロナウイルスの蔓延によって中⽌を余儀なくされているのですが、毎年 12 ⽉には納会というのを⾏って

います。  

⼀年のしめくくりとして１２⽉のある⽇の修練の後

に⼤⼈も⼦供もそして親交のある他道院からのゲ

ストもお招きして⾏われる楽しいパーティです。そし

て納会の前の修練はみんなで演武を披露しあうと

いうことが多かったです。私は 2011 年に⼊⾨

し、ほぼ毎年納会に参加していますが、この写真

のころは⼀番⼈数が多くにぎやかだった記憶があり

ます。 

当道院の納会にはいろいろ名物的出し物があ

り、なかでもサラリーマン落語家かつ少林寺拳法

拳⼠の「三遊亭熊王」師匠による落語と、横浜

⽚倉道院の納会にだけ現れる謎のマジシャン「ヤマリック」はその双璧と言えます。  

このヤマリック、道院の Y 拳⼠の知り合いらしく、Y 拳⼠を通じてしか連絡が取れない謎のマジシャン。そして、ヤマリックが

登場するときはいつも Y 拳⼠の姿が⾒当たらなくなるのも謎です。ヤマリックは毎年その年の流⾏を取り⼊れたマジックを

披露してくれました。 

ちなみにこの写真のとき（2012 年）は有名マ

ジシャン「マギー審司」さんの「でっかくなっちゃっ

た」をやってくれているのがわかりますね。 とにかく

⼦供たちに⼤⼈気で、⼦供がかぶりつきで⾒て

いたのは記憶に新しいところです。  

コロナウイルスが落ち着いたら、また是⾮納会で

ヤマリックにマジックを披露してほしいものです。 

（古村）  
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Vol. 4 「オープン⼤会」（2019 年）  

  

この写真の⽇、初の試みとなるオープン⼤会（神⼤寺スポーツ少年団⽀部主催）に参加致しました。  

この⼤会はチーム対抗戦となっており、各

チーム６⼈編成を基本として、単演・組演

武・運⽤法を６⼈で分担し、最後に６⼈

の団体演武を⾏い、４種⽬の合計点と

審判によるチーム印象点を加えた総合計

点で順位を競うという通常の⼤会とは異な

るオリジナルの⼤会様式でした。横浜⽚倉

拳友会チームを 2 つ編成し、指導者と競

技者をそれぞれのチームに配置して参加し

ました。  

私⾃⾝、中学⽣の運⽤法の指導と、中

学⽣⼥⼦との組演武出場という、全く未体験の役⽬があり、しっかりと成功出来るかと、当⽇まで緊張しておりました。当

⽇は、他の拳友会チームも沢⼭参加して頂き、性別や年齢層も全くバラバラの中、競技としての質もさることながら、極

寒の体育館の中であったのに皆笑顔で楽しく参加しておりました。  

所属は違えど、同じ少林寺拳法の拳⼠としての仲間意識からうまれる⼀体感に、少林寺拳法の良さを改めて感じまし

た。 当⽇はその後近くの中華料理店で打ち上げを⾏い、普段話す事のない他道院の⽅々とたくさん話ができ、とても楽

しい時間を過ごしました。  

本来であれば、定期的に開催地を

変えて⼆回⽬以降を開催する予定

でしたが、その後コロナウイルス感染

拡⼤により、現在に⾄るまで第⼆回

が開催出来ておりません。 早くコロナ

ウイルスが収束し、皆で笑顔にオープ

ン⼤会が再開出来る⽇が来るといい

ですね。 （田中） 
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Vol. 5 「久しぶりの昇段」（20013 年）  

  

この⽇は 11 年ぶりの昇段試験に合格した時でした。  

⾼校の部活動で少林寺拳法に⼊⾨し、⾼校 2 年⽣の時に初段を取ったのですが、卒業と同時にやめてしまいました。 

社会⼈になったある⽇、偶然、⾼校の創部 20 周年

記念の催しに出席した時のことでした。  

⼼のどこかにくすぶる熱いものがあったのでしょう、披露

演武を⾒たときに、もう⼀度やりたい想いに駆られ、⾼

校時代にお世話になった先⽣の横浜⽚倉道院に⼊ 

⾨しました。  

その後、道院で修⾏し、⼆段に合格したのがこの写真

です。11 年ぶりの昇格考試だったので、ほぼ初めての

試験で、当時は⼀緒に受ける仲間もいなかったので、

独りで緊張しながら受けにいったことを今でも覚えてい

ます。  

当時から継続すること 9 年、そんな私も五段になり、今では指導者として⽇々、修練に励んでいます。ある意味、この写

真は私の原点といえるかもしれません。今後も続けられる限り、精進していこうと思います。  

この記事をご覧になっている皆様にもしまた再開したいな、と思う⽅がいましたら、⼀緒に始めてみませんか︖ぜひ道院に

もお越しになってください。やっぱり楽しいですよ︕（⼤⾕）  
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Vol. 6 「取材を受ける」（2006, 2008 年）  

  

少林寺拳法をやっていると定期的に⼿元に届く会報。  

⽇本中の拳⼠が⽬にするこの会報の記事で、横浜⽚倉道院は過去に⼆度ほど取材を受けました。  

① Wa-Tsu（ワツー）クラブ︓親⼦de 拳⼠（2006 年 5 ⽉号）  

② 永安センパイ、お願いしまぁす︕︓内受蹴の巻（2008 年 3 ⽉号）  

当時の横浜⽚倉道院は、家族（親⼦、兄弟など）で⼊⾨している拳⼠が多かったのが特徴でした。  

私も親⼦でしたし、現在も横浜⽚倉道院の幹部で道院運営に携わっている、Ｓ先⽣、Ｍ先⽣、Ｉ先⽣も親⼦でや

っていました。  

ざっと思い出すだけで、家族でやっている拳⼠

数が 20 名以上…⾃分たちの事ですがあら

ためて凄いなと思いますね。  

 

本部のイケメン永安先輩の指導では、近隣の

道場からも拳⼠が集まり、いつも以上の盛り

上がりにちょっと嫉妬した記憶も…（笑）  

楽しみしていた会報が⼿元に届き…ん︖と 

思ったり、本部のイケメン先⽣が来るのを⼼待 

ちしていたら「今、⽚倉駅にいるのですが…」と 

いう⼤ハプニング（横浜市営地下鉄「⽚倉町」と名前は似ていますがだいぶ離れた⼋王⼦市の「⽚倉」駅に到着され

たとのこと…）もあり、20 年もあると忘れている楽しい思い出が沢⼭埋もれてますね www（三好）  
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Vol. 7 「初めての錫杖」（2013 年）  

  

突然ですが、写真にある杖のようなものをご存じでし

ょうか︖  

これは錫杖（しゃくじょう）といって、僧侶や修験者

が遊⾏するときに持ち歩く、頭に⾦属製の輪が付い

た杖で、⾳が鳴ります。 仏教の世界では仏具として

儀式の中で使われますが、少林寺拳法では「法器 

（ほうき）」と呼び、この錫杖を⽤いた護⾝の技法 

「錫杖伝（⾦剛伝）」が存在します。  

錫杖はオーダーメイドで⾃分の⾝⻑に合わせて作っ

たのですが、⾝⻑＋拳１つ分くらいの⻑さにすると扱

いやすい様です。  

この年の 10 ⽉に横浜武道合同演武会というイベントが開催され、その演⽬として初めて錫杖の演武に挑戦した時の

写真です。 (ちなみにこの⿊い服装は法⾐と言い、少林寺拳法の儀式等で使⽤する服装です）  

ちょうど⼆段を取った頃で「錫杖やってみない︖」とお声がけいただいたのが始まりです。最初はとりあえず六尺の棒を振っ

て体に慣れさせ、徐々に突きや受けを練習していきました。 棒を振っていると⾃分が⼿突きになっていないか、構えが崩

れていないか等のチェックができるので、現在も時々、錫杖の練習をしています。錫杖をやっていた⽅、⼀緒に練習しませ

んか︖  

興味がある⽅、何事も挑戦です。ぜひ⼀緒にやりましょう︕お待ちしております。 (⼤⾕) 
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Vol. 8 「交流」（2007 年）  

  

写真は少林寺拳法創始者宗道⾂師家の⾼弟、少林寺拳法四天王のひとりに数えられる田村道明先⽣です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⾃分からすると神話伝説の英雄の様な⼀⽣お会いできないように思える遠い存在の先⽣でしたが、まさか横浜⽚倉道院に指

導に来て頂いた事があります。  

横浜⽚倉道院 20 年の歴史の中で、このころは市内県内に留まらず⽇本全国から、時には少林寺拳法以外の⽅々との交

流も盛んでした。最近は諸事情により難しいですけどね...  

この原動⼒は、社交性に富む道院⻑と、横浜⽚倉道院の姉御と呼ばれた⼥性幹部拳⼠の存在でした。今のように 

SNS などのコミュニケーションツールが発達していなかった頃でしたが、こんな逸話がありました。  

愛知県で開催される少年部指導者講習会を受講する為、現地に向かう新横浜駅での会話です。  

 姉御「少林寺拳法愛知県連盟の理事⻑にお⼟産買ってくるから付き合って」  

⾃分「は︖」 

姉御「その時に新井会⻑の分も⼀緒に⽤意してと言われたんだけど...」  

⾃分「...?」  

姉御「新井会⻑分からないから、渡しに⾏く時ついてきて紹介して」  

⾃分「無理︕︕」  

 

 

 

１５～１６年前の話なので、姉御⼊⾨５年⾜らずの頃だったはずです。  

この後、愛知県と新潟県と神奈川県の有志で各地を周り定期的に練習会と懇親を深めたり、姉御が所属するよさこいチーム

を合宿に呼んで⼿作りの鳴⼦でよさこい体験したりと⾊々な交流が沢⼭ありました。いい思い出ですね。  

ところで最近、新たな横浜⽚倉道院の外交官が⽣まれつつあります。講習会や研修会などで他県の拳⼠から「や〇〇さんと

⼀緒の道院ですよね」と声を掛けられる事が増えました。  

ちなみに姉御も「や〇〇〇さん」と「や」で始まる苗字です... 新たな⼤交流時代の始まりか︖︖︖ （三好） 
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Vol. 9 「四段昇段」（2009 年）  

  

まずは、もう１３年も前の思い出になることに驚いています。そして、あのときから始まった⽣活のことも同時に思い出

してしまいます。確か佐藤先⽣と⼀緒に受験予定でしたが、⽇程が合わず⼀⼈で昇格考試へ向かいました。  

週に２回～３回の特別昇格（四段からは「特別」昇格という名前になります）の稽古で写真の通り、かなりスリム

な体型に仕上がってました。  

試験の当⽇は三段の昇段の時に⼀緒だった瀬⾕道院の⽅や、新潟のＩ先⽣もいらして独りぼっち感はありません

でした。落ち着いて受験できたのをよく覚えています。  

前⽇に本⼭のある⾹川県多度津市⼊りしましたが、⽗が体調を崩し、初めて特別養護⽼⼈ホームのショートステイ

へ⼊所するにあたり、電話での説得にかなり時間がかかり、晩飯は多度津でおいしいものを⾷べようと決めていたの

に、閉店間際のコンビニに駆け込んで売れ残りのおにぎりを購⼊するのがやっとでした。  

結局、合格したその⽇に直接会って説得し、その翌⽇に⽗をホームへ連れて⾏きました。  

ここから⽗の介護⽣活が始まり、私はさらにスリムになっていったのです。（桃井）  
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Vol. 10 「噺家拳⼠ 三遊亭熊王」（2019 年）  

  

私が横浜⽚倉道院の⾨をたたいたのは、もう 17 年も前、秋の深まる

⼟曜⽇の午後でした。  

息⼦が春から東京の中⾼⼀貫校に進学し少林寺拳法部に⼊部。秋の学

園祭で⽣徒達の「演武」というものを初めて⾒たあと、顧問の先⽣からの「ど

なたか投げられてみたい⽅はおられませんか︖」という問いかけに思わず⼿を

挙げ先⽣の前に。私は中学では柔道部でしたので受⾝だけは⾃信がありま

した（笑）。「踏ん張らずに⾃然に⽴って」と言われた次の瞬間には、ふわっ

と畳に転がっていました。柔道のように⾜を掛けたり背負ったりせずに、まるで

鉄棒の前回りをしたように何の抵抗も感じずに投げられました。  

 そんな体験がきっかけで横浜⽚倉道院にて 46 歳での⼊⾨でしたが、現

副道院⻑の佐藤先⽣から「⼤丈夫ですよ、私は 50 で始めましたから」とい

う励ましをいただき、⼦供たちに混じり⽩帯からの修練が始まりました。先⽣

⽅のご指導の下、同期⼊⾨のＹ拳⼠やＷ拳⼠と茶帯、⿊帯とゆっくり昇格していきました。  

２年ほど経った頃、ひょんなことから落語協会真打の三遊亭圓王師匠に弟⼦⼊りをし、三遊亭熊王の名を持ったとき

も、三枝道院⻑から「その歳で新しいことに挑戦するのは勇気がいること」と励ましをいただきました。偶然にも圓王師匠は

少林寺拳法の拳⼠（現七段）で、今でも飲みながら拳法談議に花が咲きます。横浜⽚倉道院の皆様には、夏合

宿・納会・この写真の新春の集いなどの場でつたない落語にお付き合いいただき、⾯⽩くなくても笑ってくださる三好先⽣

に背中を押されるように⾼座数が増え、軸⾜が拳法から落語に移りまして、実は⼆段までいただいた時点で休眠させて

いただいております。  

 

そんな私に今でも暖かく声をかけてくださる横

浜⽚倉道院の仲間をありがたく思っていま

す。少林寺拳法の魅⼒は、他⼈との勝ち負

けではなく、皆で楽しみながら⼀つずつ技を習

得してゆくこと、誰かと組まないと技を学べな

いところにあると思います。開祖の「⼈という字

は・・・」という教えを⼼に、いずれは現役拳⼠

として戻りますので。 

合掌（⽯塚）  
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Vol. 11 「合宿」（2007 年）  

  

写真はこれまで何回か⾏われた三ツ沢公園の宿泊施設を借りての合宿の様⼦です。  

横浜⽚倉道院の拳⼠が集まって、稽古したり、その後はみんなでカレーを⾷べたりキャンプファイヤーしたりと楽しかった思

い出があります。  

 

 私が横浜⽚倉道院の⾨をたたいたのは、もう 17 年も前、まだ社会⼈になり⽴てでシステム エンジニアとしての職務に

追われていた頃のことです。 仕事終わりに先輩社員から「横浜⽚倉道院というところで少林寺拳法をやっているのだが、

君もやってみないか。」と声をかけられたのがきっかけでした。 それまで運動とは特に縁のない⽣活を送ってきた私でしたが、

このまま平⽇は仕事に追われ、⼟⽇も部屋にこもりっきりの⽇々を過ごしていては体に悪いな、⻑⽣きできないな。 

そう思った私は、⼀念発起して⼊⾨を決めたのです。  

それからというもの私の⽣活は⼀変しました。  

週末は横浜⽚倉道院の仲間と修練で健康的な汗を流すようになり、合宿などのいろいろなイベントにも参加し、今⽇に

⾄るまでとても楽しく続けることができました。 時は流れ、私も今年で 40。家庭を持つようにもなりました。⽣まれたばかり

の⼦供がもう少し⼤きくなったら、今度は親⼦で合宿に参加してみたいものです。(⼭内)  
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Vol. 12 「錫杖 団体演武」（2012 年）  

  

錫杖。  

写真の⼆⼈が⼿にしているものは、仏教の僧侶や修験者が持ち歩く「錫杖」というもので、例えばあの『⻄遊記』の三蔵

法師もこの錫杖を⼿にして旅をしています。（「三蔵法師」で画像を検索してみてください︕）  

少林寺拳法は、禅宗の開祖達磨が仏教の教えを広める際に同時に教えた易筋⾏をルーツとしているため、法器である

この「錫杖」を使った技があります。  

写真は、2012 年 12 ⽉ 2 ⽇に、少林寺拳法創始者宗道⾂⽣誕 100 年記念として横浜⽚倉道院の地元横浜で

開催された「2012 年少林寺拳法全国⼤会 in かながわ」のエキシビションで披露する、県下の有志による錫杖団体演

武に向けての稽古をしているところです。  

少林寺拳法の技（法形）のひとつに、「内受突」という相⼿の突きを受けて反撃するものがありますが、これには錫杖を

使った技があります。基本の動きは同じなのですが、錫杖を使うため、攻守ともに技を⾏いながらすごく怖かった記憶があり

ます。 この写真の時以外にも、いろいろな道院に出かけて他道院の拳⼠とも稽古を⾏いました。  

すごく良い思い出です。エキシビジョンに向け、錫杖を購⼊し、「法⾐」（写真右の拳⼠が着ている⿊い⾐装）も購⼊。 

準備万端でした。 

 

  

さて、本番の出来はどうだったか︖  

実は、本番⽇の直前、私はなんと⾍垂炎になってしまったのです。なので、12 ⽉ 2 ⽇は、団体演武には参加できず、

病院のベッドの上で迎えました。  

購⼊した錫杖と法⾐は⽇の⽬をみることなく、今は⾃宅で出番をかれこれ 10 年待ち続けております。（⽮ヶ部）  
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Vol. 13  「合同合宿」（2016 年）  

  

今回は、今から約 6 年前、ちょうど私が横浜⽚倉道院に所属してすぐに⾏われた、神⼤寺スポーツ少年団との合同合

宿について書かせて頂きます。  

合宿といっても今回⾏われたのは、⽇帰り合宿という形式をとっており、実際にはどこかに宿泊するのではなく、夜は各々 

⾃宅で寝て、2 ⽇間に渡りイベントをはさみながら練習を⾏いました。  

6 年前なのでだいぶ記憶が薄れてはいますが、特に印象的だったのが初⽇の、練習後の飲み会、2 ⽇⽬に体育館で 

⾏われた体⼒測定、スイカ割りです。  

初⽇の飲み会は、⼀次会をどこで⾏ったか記憶にないのですが、⼆次会でかなり飲んで、2 ⽇⽬の練習が朝早いの

に 

ちゃんと⾏けるか⼼配だったのを覚えています。（ちなみに翌⽇なんとか時間通りに⾏くことができました）  

翌⽇、当時⼩学⽣だった拳⼠達と共に雑⼱がけのスピードや声の⼤きさなどを測る体⼒測定を⾏いました。何とか全部

彼らには引けをとらず乗り切れましたが、今ではそんな彼らももう中⾼⽣。 

私も歳を重ね、毎年の健康診断の結果も直視出来ない程になったので、今やったら全項⽬で引けをとってしまうんだろう

と思いました。 

その後スイカ割りをやり、粉砕されたスイカの後⽚付けに苦⼼したのを覚えております。  

 

いつかコロナが落ち着いたら、またやってみたいですね。（田中） 
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Vol. 14  「PV(PR ⽤動画)撮影」（2007 年）  

  

横浜⽚倉道院の Facebook ページのカバーに使⽤している動画は、動画クリエイターに修練⾵景を撮影頂き、SNS 

等で使いやすいサイズや⻑さで作ってもらったものです。  

この動画クリエイターは、少林寺拳法とは何の縁もありませんが、SNS に投稿されていた作品に惹かれ、紹介してもらって

撮影に⾄りました。 , 

出来上がった作品の完成度の⾼さに、ただただ感動した記憶があります。  

少林寺拳法をやったこともなく、普通に修練している⾵景を撮ってもらっただけなのですが、編集って凄い︕︕  

少林寺拳法の道場らしい、⽼若男⼥が集い、楽しく修練している雰囲気が凄く伝わってくる素敵な動画に仕上がってま

す。 この横浜⽚倉道院のＰＶを観て、他の道院、⽀部からも声をかけて頂き何本か作成頂きました。  

また、お願いしたいなと企んでいます。（三好）  
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20 周年おめでとうございます︕︕ 

⼩学校の頃、仲間と切磋琢磨した⽚倉がもう 20 年を迎えると聞いて、本当にお祝いの

気持ちでいっぱいです︕ 

⽗に初めて道場につれていってもらったときは確か私と兄を⼊れて 4 ⼈くらいしかいなかった

ような、、、笑。   どんどんと拳⼠が増え、三枝先⽣をはじめたくさんの⽅が親兄姉のように

幼かった私と兄の⾯倒を⾒てくれたことを思い出します。 

冬の裸⾜の雑⼱がけだけは耐え難かったですが、、︕笑。   みんなで汗⽔流して⼤会や

昇級を⽬指し、時には和気藹々と芋堀りをしたり四国に遠征にいった⽇々は良い思い出

です。 

世の中は中々⼤変になっていますが、これからも沢⼭の⽅がこの⽚倉の地で⼼⾝共に  

鍛錬を積まれ、笑顔あふれる時間を過ごせますことを⼼より祈っています。 

益々の繁栄を︕おめでとうございました︕ （H.M.拳⼠、休眠中） 

 

 

 

4. OG からのお祝いの言葉 
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※ 横浜片倉道院在籍の小学⽣姉妹拳⼠が書いてくれた練習⾵景の絵です。 29 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

ここまでどうにか来たが、50-

60 年という先輩も多く居ると

思うと、まだまだとも思う。常に

前を向いて⼀歩を踏み出そう

と思っている。  (拳歴 51 年) 

横浜片倉道院が設⽴されてから今年で 20 周年

と聞いた時の第⼀感想をぜひ☆彡 
30 



 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

記念⾏事にはどのよう

に参加されました?  

本番に向けた練習や

本番でどんな事を感じ

ました? 

道院内の盛り上がりがとても素晴らしかった︕︕（拳歴 37 年） 

演武で参加！ 

初めは演武の構成を覚えるが⼤変で相⼿と息を合わせる事で精⼀杯だったけ

ど、演武の構成を考えたり、なんと練習するのが学⽣の体育祭のノリで楽しかった

です。また、繰り返し同じ技を練習する事で、演武を超えて全体的な技術⼒向

上に繋がったと感じています。基礎技術底上げ︕︕（拳歴 16 年） 

演武で参加！ 

演武をする事も、⼈前で披露する事も今回が初めてだったので、最初は緊

張が⼤きかったです。決まった技を何度も練習して、⾒てもらう事で、レベル

アップできた気がします。参加して本当に良かったです。（拳歴 3 年） 

演武で参加！ 

皆に感謝︕（拳歴 51 年） 

演武で参加！ 

普段からコツコツ練習をしたことで、本番で落ち着いて良い演武が出来たため、安⼼して

本番を終えることができ、これからの⾃信にも繋がりました。（拳歴 21 年） 

演武で参加！ 

少しずつでも成⻑を感じることが出来ました。（拳歴 30 年） 

演武で参加！ 

演武の技を覚えることに集中して練習できたと思います。 本番

は、あまり記憶にありません。すいません。（拳歴 2 年） 

演武で参加！ 

選択肢が 3 つしかないので、それを選んでしまいましたが、実際には演舞

ではなく、練習会（︖）に参加させていただきました。（拳歴 12 年） 

演武で参加！ 

演武をすることが初めての⽅が多かったので、演武を体験してもらったこと、知っ

てもらったことが何よりも有意義だったと感じました。（拳歴 20 年） 

演武で参加！ 

あまり時間もなかったし、優劣をつける競技ではないので、難易度は

低めにして完成度を⾼くしたいなと思いました。 (拳歴 11 年） 

演武で参加！ 

このような公式の場での演武は気が引き締まりました。（拳歴 40 年） 

演武で参加！ 

練習はしっかりやったが、本番は、緊張しました。（拳歴 3 年） 

演武で参加！ 

本番は緊張します。（拳歴 5 年） 

演武で参加！ 

本番ではいい演武ができました。練習はしっかりやりました。（拳歴 20 年） 

演武で参加！ 
緊張した。（拳歴 4 年） 

演武で参加！ 

道⾐を着て参座しましたが、演武は⾏っていません。だけど、

皆さんの真剣な意気込みを感じました。（拳歴 6 年） 

演武で参加！ 
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記念⾏事当日に印象に残

った事を教えてください。 

(選択様式) 

会場が広かった  5% 

その他 3% 

企画から携わったので感無量

でした。（拳歴 37 年） 

運営側であった為、事前準備の

⼤切を道院で共有できた。 

（拳歴 21 年） 

20 周年記念という事で、周辺の他道

院の皆さんも⾏事に参加してくれたり、

会場の武道館館⻑がお祝いの挨拶をし

てくれたり、とても盛り上がった記念⾏事

でした。（拳歴 16 年） 

皆さんとの⼀体感が強く感じられた。

（拳歴 6 年） 

修練を頑張った。 

（拳歴 4 年） 

普段の成果が⾒れて  

印象的（拳歴 5 年） 

家族や友達がみにきてくれた。 

（拳歴 3 年） 

たくさんの OB や関係者にご参加い

ただき、歴史の深さを実感しました。

（拳歴 40 年） 

他の道院の⽅が多くきてくださったことと、秋

⼭さん⽯塚さんなど懐かしい顔が拝⾒できた

ことが嬉しかったです。（拳歴 11 年） 

⾼校時代の同級⽣、先輩に参加して

いただいたこと、うち 1 ⼈がこれを機に

復帰してくれたから（拳歴 20 年） 

10 周年記念とは違い、コロナ禍とい

う特殊な状況のなかで、たくさんの

⽅々やイベントができたことに感謝を

したいという意味も込めました。 

（拳歴 12 年） 

演武に参加するのも、⾒るの

も初めてで、印象的でした。 

（拳歴 2 年） 

⾃分が提案した企画の 

ためです。（拳歴 30 年） 

仕事と両⽴しながらの練習の⼤変さと、

本番で良い演武が出来たときの達成感

が、どちらも思同じくらい⼼に残りました。 

（拳歴 21 年） 

道院拳⼠全員で創り上げた

演武会、すべてが最⾼。 

（拳歴 51 年） 

初めての演武参加だったの

で、演武のことで頭がいっぱい

でした…（拳歴 3 年） 
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道院設⽴ 30 周年に向

けた意気込みを⼀言!! 

更なる発展に向けて

頑張るぞ︕︕  

(拳歴 37 年) 

現役続⾏、⽣涯現役 

(拳歴 21 年) 

20 年記念に負けず劣ら

ず、今回以上に盛り上がる

記念⾏事になるように道

院を盛り⽴てていきたいで

す︕🔥 (拳歴 16 年) 

ただひたすらに、前に向か

って! (拳歴 6 年) 

頑張る︕ 

(拳歴 4 年) 

あと 10 年しっかり 

練習して⾏きます。 

(拳歴 20 年) 

積み重ねです。 

 (拳歴 5 年) 

おそらく上級者になってい

ると思いますので、それな

りに動けるよう努⼒しま

す。 (拳歴 3 年) 

頑張りまーす🎵  

(拳歴 40 年) 

少林寺拳法が苦境の中、

きっと横浜⽚倉は発展して

いける道院だなと感じてい

るので楽しみです。 

(拳歴 11 年) 

演武披露できるよう

に精進します︕  

(拳歴 12 年) 

今回の倍の⼈数で迎

える︕ (拳歴 20 年) 

健康で、続けていられ

れば良いと思います。

(拳歴 2 年) 

⾝体能⼒が衰えるの

ではなく、今より更に

動けるようでありたい

です。(拳歴 30 年) 

これからも、⼀⽇⼀⽇他

の拳⼠達と⼀緒に成⻑

し続けていきたいと思い

ます。 (拳歴 21 年) 

応援しています︕ 

(拳歴 17 年) 

まずは新たな⽬標に

邁進、積み重ねれ

ば何でもできる。  

(拳歴 51 年) 

もう頑張れないかな～

(拳歴 40 年) 

少しずつでも前進で

きるように努めたいで

す。(拳歴 3 年) 
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６.  横浜片倉道院 修練情報  

  

• 修練⽇時 : 毎週⼟曜⽇ 13:00~15:30  

• 修練場所 : ⽚倉北⾠館 ⻄⽊剣道場         横浜市神奈川区⽚倉 2-3-3  

         ※最寄駅:⽚倉町駅(横浜市営地下鉄線)より徒歩 4 分  
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先ずは横浜⽚倉道院設⽴ 20 周年、誠におめでとうございます。 

私⾃⾝、縁あって横浜⽚倉道院に所属する事になったのはまだ 5 年前の事なので、幹部 3 名による記念⿍談や

写真による道院活動の振り返りに触れて、設⽴当初から直近までの活動を知ることができました。地元に根づき、

⼈々から愛され続けるこの道院の歴史を記念誌として形に残す貴重な機会を頂いたことに感謝すると共に、⼤任を

引き受けることに⾝が引き締まる思いで制作に取り組ませていただきました。 

この記念誌を通して、横浜⽚倉道院が少林寺拳法を修⾏する場にとどまらず、多くの⼈が出会い、関わり合い、縁

が紡がれる場である事を感じていただけると嬉しいです。20 年という⻑い歴史の中で紡がれた⼈と⼈との絆や 

引き継がれている少林寺拳法の教えと技が、この先 20 年、50 年も続くように、⼀所属拳⼠として活動に貢献し

ていきたいと思います。 

最後になりましたが、記念誌制作にあたり、構成やデザインで助言いただいた幹部の皆様、祝辞の言葉やアンケー

トにご協⼒いただいた OG・現役拳⼠の皆様、素敵な絵を描いてくれた⼩学⽣拳⼠に⼼よりお礼を申し上げます。 

2022 年 11 ⽉ 2 ⽇  

記念誌担当拳⼠ S.K.  


