2003年
日本 IBM 少林寺拳法部の幕開け
この年の部員感想は以下の通り

菊田英雄：名前しか知らなかった少林寺拳法の歴史と技に触れることができたのが最大の喜び
でした。また、社内において支部を結成できたのは、うれしい驚きでした。
須田淑子：大学入学とともに始め、３年を終了した時点で卒業したはずの少林寺拳法を、今ま
たやり始めることになるとは夢にも考えていませんでした。今になって、学生時代に読んだ『開
祖語録』の「出会いは大事。出会いという機会を活かすも殺すも自分次第」という言葉を思い出し
ます。今回の、この IBM 少林寺拳法部との出会いをすばらしいものにできるよう、心がけて活
動していきたいと思います。
中村嘉宏：久しぶりに道衣を着れて嬉しかったのですが、帯がきつくなっていて予想外でした。
来年は白帯の皆さんが茶帯になれるように最大限のお手伝いをするのが当面の目標です。
三好純：とにかく少林寺拳法を始めたことが今年一番のイベントです。もし IBM でこの支部が
なかったら一生少林寺拳法と出会うことはなかったと思います。自分で動くと何かが起こりま
す。こんな楽しいことはないですね。ありがとうございます。来年もよろしくお願いします。
村松靖：少林寺拳法に出会えて学べたことと、だんだん仲間意識が出てコミュニケーションが
とれてきたことが楽しかったこと。まず茶帯を早くとってしまいたいです。
山下真由美：説明することによって技のポイントが整理されるので、いい修行の場と思ってい
ます。部員の皆さんは明るい方達ばかりで、なによりモラルが高いので、練習が楽しくてたま
りません。素晴らしい仲間に心から感謝です。来年もどうかよろしくお願いいたします。
→部長コメント「支部長の足りないところを補っていただき、ありがとうございます。いつも割
りを食わせてしまって申し訳ないと思っています。でもまあ……人生のカンフル剤ということ
で大目に見てください（汗）」
山下明人：皆さん、 2003年は大変お疲れ様でした。こうして皆さんから練習のフィードバック
がいただけることは、支部の活動内容を考えていく上で非常に参考になるだけでなく、指導す
る側にとってもモチベーションアップの強烈な起爆剤となります。ありがとうございました。
2004年もいい年にしましょう。
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8月
夜明け前

〜嬉し恥ずかし初顔合わせ〜

て思い出し、「おおおおおおお」となった訳だった。

8月26日19〜20時、箱崎事業所1508会議室で日本

早々に発起人の山下（明）さんにメールし、「まっ

IBM 少林寺拳法部の入部説明会が開催された。

たくの素人で、しかも年齢がけっこういっちゃっ

社内ネットに掲載されたニュースを見て、説明

てるんですけど大丈夫でしょうか？」と質問したと

会に集まったのは15人。菊田顧問の挨拶で始まり、

ころ、「未経験も、年齢も、ぜんぜん大丈夫です。

山下
（明）部長が活動概要を紹介していく。初顔合

40歳から始めて、初段を取った人を私は知ってい

わせの説明会だが、そこは社内。お互い知ってい

ます！」という力強い返事がきた。

る方々もいたようだ。

なるほどと思いつつ、説明会に、ちと複雑な気

▷三好さんの証言

持ちで出席したのは、 45歳と告白すべきかどうか

おおおおおおおお！これって……入部にあたり

迷ったからだった。

偶然 IBM 少林寺拳法部の募集広告を見つけたの
山下明人

だが、そのとたん「おおおおおおおお、こ、これ
は！」
と、ただならぬ何かを感じた。

部長

関東実業団連盟理事

少林寺拳法を始めて約30年、練習嫌いの少林寺拳法好き

ある朝新聞で、最近おぢさんたちの間で護身術
が流行っているとの記事を読んだ。会社帰りに電

菊田英雄

車内暴力をとりおさえたおやぢ達の話が載ってい

初代顧問

この人抜きに今の少林寺拳法部は語れない。幅広い人脈と

たが、この時おやぢ達が使った護身術が少林寺拳

幅広いトリビア知識を持ち、酒とタバコをこよなく愛す。
3級拳士

法であった。
この記事の中でも、「相手の攻撃をすべてかわ

三好純

し」というところが気に入って「おやぢの鑑！」と

スターターメンバーのひとり。

涙と笑いのカリスマ・コンサルタント。２級拳士。

思ったことを、IBM 少林寺拳法部の募集広告を見
9月
初めの一歩

日本 IBM 少林寺拳法部

准範士六段、少導師

〜とても狭かった初稽古〜

部開設間もない頃は支部長が " 持ち出し " で購入す

９月２日、初稽古が箱崎1504会議室で行われた。

るケースが多い。このため、支部長の奥様が「少林

この部屋は比較的少人数用。しかし予想を裏切っ

寺拳法に、ダンナを取られるだけでなく、家のお

てこの日は14人も来ちゃった。さすがに……ちと

金までとられて困る！！」と立腹され、それが持ち

狭かった！

出しの " 歯止め " となっている。

そのうえ、稽古前後の女性更衣場所

もなく大混乱。順風満帆とは言えないものの、そ

ところが夫婦で支部運営をしているため、" イケ

れでも何とか支部活動が滑り出した。

イケ " 状態で家計をつぎ込んでいる様子。この翌

大丈夫か？そんなにつぎ込んで

月、胴を追加で２つ発注しちゃっている。……さ

〜防具購入〜

胴が４つ到着。価格にして10万円程度。掛け軸、

らにその後、キックミットもたくさん買っちゃっ

胴、プロテクター、救急箱などの支部備品は、支

ている。大丈夫なの？！周りがドキドキ……。

10月
正式入部・転籍受付開始！
活動開始から１ヶ月が経過。今日
から入部、転籍の手続き受付となる。
１ヶ月の体験期間が置かれたのは納得
したうえで入部してもらうため。
仮運営許可
10月29日、予想より数日遅れたが、
本部より無事、日本 IBM 支部の仮運
営許可証が届いた。山下（明）部長談、
「便りの無いのは良い知らせ……と、高をくくって

た。デートではないので、あまりじらさないでも

いたものの、やっぱりこの数日はやきもきしてい

らいたいものだ」。
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到着！拳サポ、すねサポ＆打棒
10月21日、新入部員の道衣もまだ揃わないうち
に、拳サポ、すねサポが到着した。各人各様のい
でたちに、拳サポ、すねサポをつけて拳技を行う
と、まるでどこかの草空手の練習会にでも紛れ込
んだのかと錯覚を起こしそう。拳サポ、すねサポ
をつけての胴突、胴蹴の練習は、皆ノリノリ♪
この日、打棒も届いた。会社のロッカーに入る
四尺の長さ。早速、届いた打棒を使っての鎮魂行。
床板をピシャリと叩くと空気が締まった。

き、それは良いのではないかと思いましたら、

５周年によせて
初代顧問 菊田英雄

なんと顧問をしてほしいとのことで、迷わず引
き受けました。
それからの山下さんは八面六臂の活躍で、同

部長の山下さんとのお付き合いは、山下さん

好会としてのスタートでしたが部員募集から練

の入社以来といってもよいでしょう。

習場所の確保、そして相談役を引き受けてくれ

公共部門の営業として入社されたとき、私は

た本橋さんの協力もあり、かなりのロッカース

同じ部門で計画管理系の仕事をしていました。

ペースの確保など見る間に形を整えてゆきまし

その後お互いに紆余曲折があり、私が秘書室

た。

を担当していたとき、山下さんは広報部門にい

そうした中で、偶然とはあるもので、当時会

て、社長が内外に発信する原稿を専任で担当し

長をされていた北城さんが禅林学園の後援会長

ていました。
そんなある日、山下さんから相談したいこと

をされることになり、六本木本社へ宗由貴少林

があるということで、聞いてみますと少林寺拳

寺拳法グループ総裁と学園の事務局長が御礼に

法のクラブ
（部）を作りたいとのことでした。山

来られました。職務柄 IBM からは山下さんと私

下さんは体格もがっちりしており、何かスポー

が同席いたしましたが、和やかな面談でした。
部としてスタートしてから５年、早いもので

ツをしているのだろうぐらいの認識はありまし
たが、なんと高段者とのことでした。しかし、

す。その間、部員も増え、仕事の厳しい会社な

私はいかんせん少林寺拳法というものをほとん

ので練習時間を十分には取れませんでしたが、

ど理解しておりません。そこで、「それは何で

e-Learning や自主練習などで補い、実業団の大

すか」から話は始まりました。内容を詳しく聞

会では数々の賞を得てきたことはホームページ
をご覧頂くとご理解いただけると思います。
５年は１つの節目です。ここまで伸びてきた
のは部長、副部長の熱い思いと超多忙な業務の
傍ら役割を分担しながら運営・練習に励んでき
た部員の皆さんの協力の賜物です。次は10周年
を目指して一致団結、大いに楽しみながら頑
張っていただきたいと思います。
私自身は昨年末２年の御礼奉公も済ませ退職
いたしましたが、近い将来また練習に参加させ
ていただきたいと考えております。
５周年の節目に記念誌を発刊するとのこと
で、創成期の思い出などを記しました。
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11月

初の入部式

新入会員の道衣も届いた。いままで思い思いの格

11月4日、初の入部式が執り行われた。

好で練習してきたが、全員道衣を着ると、急に引

山下
（明）部長は、入門当時、幽霊会員問題に巻

き締まって拳士らしく見えた。いつもより、ほん

き込まれ、 10年近くも正式イベントに参加できな

の気持ち時間を掛けた鎮魂行で始まった。

かった辛い経験をお持ちだ。その反動もあって、

式次第：−鎮魂行

支部イベントをきちっとこなしたいという気持ち

−入部者代表による誓願

が人一倍強い。

−自己紹介

この日に間に合うように、オーダーしてあった

−演武

関東実業団大会観戦記

部長以下全員

山下（明）、山下（真）

武をしている姿は実にほほえましい。アットホー

11月2日、浦安市運動公園総合体育館へ関東実業

ムな雰囲気が印象に残る大会だった。

団大会を、山下さんご夫妻と村松さんが観戦しに

帰りしな、会場出口で新井会長と偶然鉢合わせ、

行った。この大会、実業団ならではの「子弟の部」

「山下、来年は IBM からも出せよ」
「はいっ！」とり

などもある。 お父さんと小さな子どもが元気に演
初ゲスト！

村松

あえず明るく返事をする山下夫妻だった。

玉井先生登場

11月25日の練習には、元・明舞道院長の玉井先
生が遊びに来られた。
玉井先生は IBM のビジネス・パートナーである
株式会社菱友システムズに勤めるビジネスマンの
顔と、本部委員まで勤めていた少林寺拳法七段の
二つの顔を持っている。
連盟本部がホームページを作成したとき、山下
（明）さんの取材記事が掲載され、その時以来、２
人の交流が始まった。そんな玉井先生が応援に来
てくれた。
この日の村松さんの感想、「今回は玉井先生から
鈎手や小手抜きなどについて貴重なレッスンを受
ける事が出来た。技の原理の説明とともに、じか
に手をとった丁寧な教えにやはりベテランらしさ
を感じる」
。
村松靖

スターターメンバーのひとり。初段。ホノルルマ

ラソン３回完走、パラグライダーの免許も持っている。「男
組」
に心酔するパパさん。
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IBM vs 少林寺拳法トップ会談（著：山下明）

とこうなってしまうのだ。

11月13日、この日、IBM 本社一階で宗由貴少林

会長と総裁は、スポーツと一線を画する少林寺

寺拳法グループ総裁をお出迎えし、エレベーター

拳法の理念や、ますますグローバルに広がってい

で最上階の役員応接室までご案内した。

く少林寺拳法の将来展望について意見を交わされ、

北城会長が、禅林学園の応援企業代表（少林寺拳

あっという間に予定時間の30分が過ぎてしまった。

法の趣旨に賛同する企業経営者が、精神的後ろ盾

部の設立直後にこのような会談があったこと、

となる制度）に就任されたことに対するお礼の意味

偶然にしては良くできすぎている。今回の会談と

も込め、日本 IBM の北城会長（当時）と宗由貴総裁

IBM 少林寺拳法部の活動は直接関係するものでは

の会談が行われたのだ。当時、秘書室長をしてい

ないが、IBM 少林寺拳法部の活動に対して大きく

た菊田顧問から、「広報の山下さんが、少林寺拳法

背中を押された気がした。

部の支部長でもあり適任なので同席させましょう」
とご推薦があり、菊田顧問と私とが会談に同席す
ることとなった。
応接室に入るなり、私は総裁に「こちらが会長の
北城でございます」とご紹介、続いて、北城さんに
「こちらが、総裁の宗でございます」と紹介した。
はからずも会談冒頭から、両トップを呼び捨てに
する暴挙に出てしまったが、IBM の人間であり、
少林寺拳法の人間でもある私が、２人を紹介する
少林寺拳法の拳士なら

〜横浜「一鶴」ツアー〜

一鶴は、拳士のあいだではおなじみの丸亀発祥

稽古の後にみんなで軽く一杯、というのは毎週

の鳥料理屋。スパイシーな骨付き鳥にかぶりつく

のようにあったが、稽古日以外の全体イベントと

と、冷たいビールがよく進んだ。

いうのはこの日が初めて。少林寺拳法の拳士なら
ば、一鶴の味を知らないようでは半人前、という

一鶴

ことで、 11月28日「プレ忘年会」の名のもと、皆で

かみごたえがあり独特の旨味がある
「おやどり」と、やわら

URL：http://www.ikkaku.co.jp/

かくてジューシーな
「ひなどり」
という骨付き鳥が有名。

一鶴横浜西口店に繰り出した。

されてしまいました。誤解は言葉よりも行動で

10周年、 20周年と羽ばたけ
元ハドソン支部
支部長 植山幹朗

示した方が解き易いと思いまして、山下部長に
少林寺拳法の支部を開設するように提案致しま
した。電話でお話をしてから20分後、山下部長

合掌。日本 IBM 少林寺拳法部設立５周年、お

からお電話があり、「会社に支部を開設します」

めでとうございます。

と元気な声でご返事を頂きました。それから孤

山下部長とはインターネット上で知り合い、

軍奮闘され多くの方々のご協力を得て、支部を

東京のオフ会でお会いしてから早10年になりま

開設されて今日を迎えられました。長く続く不

す。その後インターネット上の仲間でオフ会を

況の中、実業団支部

開催し、その折、話がまとまって年に数回の技

の継続は困難が多い

術研究交流会が開催されるようになりました。

と思いますが、部員

インターネット上で知り合った、少林寺拳法を

の皆様始め協力者の

こよなく愛する拳士が集い、年齢・武階・所属

皆様と共に、 10周年、

等を超えて各自が持ち寄った課題を研究し合う

20周年とお祝いでき

ものでした。しかし、この特定の指導者がいな

るようお祈り申し上

い技術交流会が、一部の方々に別派活動と誤解

げます。再拝
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12月
3級受験を視野に入れて

想をもらしているが、急に振られてうまく説明で

12月 ２日、IBM 支 部 も 活 動 を 開 始 し て ３ヶ 月、

きなかった黒帯達は、反省しきりだった。

年が明ける頃には、そろそろ昇級審査を考えなく

2003年練習納め

てはいけない。山下（明）さんが対象となる白帯拳

12月23日は、 2003年練習納めということで、３

士に、簡単に昇級試験の流れ、試験時の注意など

級技の総ナメが行われた。

を説明し、４人の黒帯には、宿題のテーマをその

総ナメとは、物凄いスピード感で次々と全ての

場で簡潔に講義せよとの指示を出した。

法形をこなしていく練習法。全体感を掴むのに向

「これは面白い。年が明けたら毎回誰かが何かの

いている。活動開始１年目はこうして、幕を閉じ

講義をするようにしてみよう」と山下（明）さんは感

た。

贅沢三昧！！関東実業団連盟技術研修会

この機会を与えてもらったことに、感謝しきれな
い気持ちだった」。

12月６日、関東実業団連盟主催の技術研修会が

村松さんの後日談、「抜き技は、先日の港区役所

開催された。派遣講師は本部の川島先生。

で石井先生からアドバイスをもらえた事もあり、

山下
（明）さん、山下（真）さん、村松さん、須田

前に比べずいぶん抜けるようになった」。関東実業

さんの４人が参加。

団連盟の研修会に参加した成果と言える。

空乱のウォームアップに始まり、二人ペアに
なって当て止めの蹴り練習……科目表からちょっ
とはなれた練習が進んだ。山下（真）さんと須田さ
んは、川島先生に直接教わっていた。
村松さんは、前半に富士通中原支部長の皆川先
生と組み、後半は千葉流山道院長の石井先生にマ
ンツーマンで指導を受けていた。２人とも白帯の
村松さんを心配しての直接指導だが、２人の高段
者に直接手をとって基本から教えてもらえた村松
さんはスーパーラッキーだ。
その後も、よく分からないと言っては、再び川
島先生のところに教わりに行ったり……変なとこ
ろで遠慮しないのは IBM 文化だろうか。今日は凄
く贅沢な時間になった。
最後に図々しくも、川島先生を囲んで記念写真。
須田さんの感想、「『関東実業団連盟』という怖そ
うな名に言い知れぬ不安を感じつつも、広い場所
で思いっきり練習ができる期待にドキドキしなが
ら迎えた練習会だった。でも、練習メニューが進
むにつれて楽しくて楽しくて仕方なくなっていっ
た。川島先生と直接回し蹴りをし合うという幸運
な機会にも恵まれ、自分の蹴りを再確認すること
となった。実戦では攻撃にうまいも下手もないの
かもしれないが、この時ばかりは、基本に忠実に、

山下真由美

自分にできる最高級の回し蹴りをすることに集中

大拳士五段、本山職員、本部学生指導員の顔も持つ、

していた。

少林寺拳法界での顔の広さは、部長以上！

日本 IBM 少林寺拳法部

副支部長

練習後には、程よい疲れと筋肉痛の予感と共に、
もっと知りたい、もっと深めたいという前向きな

須田淑子

欲求がでてきており、さすがだと思うのと同時に、

弥勒菩薩のような温和な顔立ちでバリバリ仕事をこなす。
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スターターメンバーのひとり。少拳士弐段。

