
大阪神宮寺道院    
1984年1⽉ 少林寺拳法関⻄実業団連盟、ＮＴＴ⽀部創設の準備をする

1984年3⽉ 正拳⼠四段位を允可授与、⽀部⻑資格を取得

1984年10⽉  ⽇中友好⻘少年交流団の⼀員として渡中国にて演武を披露 （１０⽇間）

1985年5⽉ 関⻄実業団連盟ＮＴＴ⽀部として正式登録する（正式本部加盟）奈良王寺道院より独⽴

1987年1⽉  ＮＴＴ住吉社宅にて社宅内⻘少年と共に練習を始める

1987年8⽉  少林寺拳法連盟４０周年記念訪中団として中国崇⼭少林寺へ（７⽇間）

1987年10⽉  第９回関⻄実業団⼤会に出場する 東淀川体育館

1987年12⽉  地域社会に密着した⽗⺟会協⼒により弁論⼤会おこなう

1987年11⽉  武道館にて少林寺拳法連盟４０周年記念⼤会開催

1989年9⽉  国際⼤会（海外２２ケ国）⾹川県多度津にて（ＮＴＴ⼤阪参加）

 第２回護⾝術教室開催（３０名）

1989年6⽉ ⼤拳⼠五段位を允可授与

1989年12⽉  ＮＴＴ全国機関⼠”ＮＴＴライフ" に⽀部活動状況掲載される（地域に貢献する拳法）

1990年4⽉ 中河内拳法種⽬専⾨委員に拝命（⼋尾市教育委員会）

1990年6⽉  ⼋尾市市⺠体育⼤会 拳法種⽬の部  最多位優秀賞

1990年7⽉  少林寺拳法ＮＴＴ⼤阪5周年記念⼤会開催（場所：コミュニティプラザ⼤阪 150名）

1990年10⽉  ＮＴＴニュース「関⻄叛」に関⻄⼤会の模様上映される

1991年1⽉  関⻄機関紙テレウェル「エンジョイマイライフ」に掲載（池⽥拳⼠掲載）

1991年9⽉  世界武道祭のため中国崇⼭少林寺へ渡る（６⽇間）

1991年11⽉ ⼋尾市市⺠体育⼤会 拳法種⽬の部 最優秀⽀部賞

1991年4⽉ 公認⽇本体⼒テスト判定員認定

1991年9⽉  秋季⼋尾市⺠体育⼤会  総合優勝

1993年2⽉ ⼤阪府スポーツ少年団  優良団体表彰

1993年6⽉ ⼤拳⼠六段位を允可

1993年10⽉  ⼤阪神宮寺道院（当時⽀部道場）新設の為運営始める 

1994年2⽉ スポーツ少年団認定員

1994年12⽉ 神宮寺⽀部新設正式認可

1994年12⽉ 准範⼠六段位を允可

1995年4⽉ 1級考試員審判員

1995年7⽉
 実業団⽀部ＮＴＴ⼤阪10周年記念⼤会 神宮寺⽀部2周年記念⼤会開催

 場所：コミュニティプラザ⼤阪

1995年11⽉  全国⼤会 福岡ドームにて開催 参加

1996年2⽉ ⼤阪府スポーツ少年団 功労者表彰 ⼤阪府中⼩企業⽂化会館にて



1996年3⽉ 武道専⾨コース 卒業

1996年10⽉  第19回関⻄実業団⼤会 実⾏委員⻑

1997年4⽉ ⼤阪府連盟理事を拝命

1997年4⽉  柏原市法善寺スポーツ少年団に⼊会

1997年8⽉  創始50周年記念訪中団に参加 中国洛陽〜ソ連国境〜北京

1997年9⽉  なみはや国体参加 拳⼠ 審判参加

1997年9⽉  創始５０記念⼤会に参加 武道館 （７名参加）      

1997年10⽉  第20回関⻄実業団⼤会 特別イベント参加 （12名⼊賞）

1998年10⽉  ⼤阪神宮寺⽀部５周年・ＮＴＴ⼤阪１３周年記念合同演武発表会

2000年6⽉  第１回柏原地区演武発表会 柏原市少林寺拳法協会結成

2000年9⽉  ⼤阪府連盟ホームページ開設する

2000年10⽉  全⽇本実業団30周年記念⼤会  関⻄代表審判員 会場：中野サンプラザ

2000年12⽉ 准範⼠七段位を允可

2000年12⽉  第2回パソコン教室（地域ボランティア）

2000年8⽉ ⼋尾市⺠体育功労賞受賞

2001年5⽉ 武専講師研修会受講 講師補

2002年3⽉ 武専講師研修会受講 講師補

2002年11⽉ ⽂化の⽇⼋尾市⻑賞

2003年1⽉ 正範⼠位を允可

2003年1⽉ ⽇本スポーツ少年団40周年功労者受賞（中河内にて発表）

2003年4⽉ ⼤阪武道専⾨コース考試員担当

2003年11⽉ ⼋尾市プリズムホールにて活動報告 表彰式

2003年5⽉  ⼤阪神宮寺⽀部武⽥和樹拳⼠、会報キッズコーナーに紹介される

2004年1⽉  社内報全国機関紙（コムリンピック）⾃分の得意分野の紹介される

2004年5⽉  社内報全国機関紙（コムネット）「この⼈に注⽬」に掲載

2005年10⽉  ⽀部⻑勤続２０年記念式典 柏原市リビエールホールにて 220名

2005年11⽉  パソコン教室ボランティア第４回⽬開催

2007年5⽉  創始60周年式典関⻄地区 記念祝賀会

2007年12⽉  神宮寺⽀部クリスマス会に⼋尾市⻑が参加

2008年3⽉  社会福祉でハートフルコンサート（⼤⼭拳⼠：主催）拳⼠友情出演

2008年11⽉  ⼋尾市⻑表敬訪問  市⻑室

2009年7⽉  ⼤阪府⺠体育⼤会 ⼊賞6位：武⽥拳⼠・⼭蔦拳⼠

2010年5⽉  平城遷都１３００年祭「平城宮跡イベント参加」

2010年7⽉  ⼤阪府⺠体育⼤会 ⼊賞5位：武⽥拳⼠・⼭蔦拳⼠

2011年4⽉ コース制マスター（MC）資格認定（３コース）

http://www.pref.nara.jp/item/47064.htm


2012年2⽉ 財団⽀部 部⻑資格認定 （本⼭）   

2012年4⽉ ⼤阪府連盟理事15年 渉外部を拝命 

2012年4⽉ ⼤阪武道専⾨コース考試員担当9年⽬

2012年7⽉  ⼤阪府⺠体育⼤会 ⼊賞4位：武⽥拳⼠・⼭蔦拳⼠

2013年2⽉  ⼤阪府スポーツ少年団創設50周年記念顕彰 ⼤阪府教育委員会感謝状受賞

2013年7⽉  ⼤阪府⺠体育⼤会 ⼊賞3位：武⽥拳⼠・⼭蔦拳⼠

2013年9⽉  2013少林寺拳法世界⼤会 in Osaka, Japan 実⾏委員 副道院⻑イベント参画

2013年10⽉  奈良王寺道院 道院⻑勤続20年・40年表彰受賞記念祝賀会（親道院）

2013年11⽉ ⼤導師僧階補任  任⼤導師 

2015年4⽉ 少林寺拳法柏原法善寺⽀部（コース制）部⻑委属_現「少林寺拳法柏原法善寺健康クラブ」

2015年5⽉ ⼤阪府スポーツ少年団 個⼈顕彰表彰 ⼤阪⾼⽯市

2015年11⽉  全国⼤会in京都島津アリーナ  出場：武⽥拳⼠・⼭蔦拳⼠

2016年1⽉ 本⼭鏡開き式 勤続３０年表彰式

2016年10⽉  達磨祭開催 来賓ご挨拶 ⽥中せいた市⻑

2016年11⽉  達磨祭開催 ⼤阪神宮寺道院

2018年4⽉  設⽴33年記念⼤阪神宮寺道院演武発表会 来賓ご挨拶 ⽥中せいた市⻑

武道・賞暦 ・講道館柔道⼆段（S49全国⼤会出場）
・少林寺拳法七段（H12年）
・⼤阪府教育委員会感謝状（授与H25年2⽉）
合掌



合掌

 本日        年少林寺拳法大阪神宮寺道院開設  周年 迎       関係各位役
員 皆様及 拳士  父兄 多  方   大変  協力 助力     誠        
     心  厚 御礼申 上    

 私   年前 少林寺拳法   大阪支部 開設  時  少年部 名  社員  名   寮 
成人  愛好会  始      少林寺拳法 知名度 今           思    

  支部 開設依頼   総数 一般部   名 少年部   名以上         偏 地域 
保護者 支援  理解 現拳士   拳士 皆様  協力 賜物   深 感謝申 上    
 此処  年間 有段者 多 輩出      殆  拳士 良 学歴  道筋 付     
    
   文武両面       某私立 学園 理事長  話   知識 情操 意思 三  
学力 向上     少林寺拳法流 言   昇級 段 個人 誇  持    規律     
     大切    我 道院    理念 持  強 意思 育  個人 能力 最大 生
      理想郷   
 少林寺拳法   昨今重要視    礼儀 始  心 教育 節度 行           
 大阪神宮寺道院   自信   護身術 深  追求 中高齢者 保健 体育 精神 重点
 教     貫  行     
大    年 関節 期  一層  理解賜              願       

                                                                                                          結手     

金剛禅総本山少林寺 大阪神宮寺道院 道院長 下川 博隆


