7月
村松さんの鎮魂行主座初体験

ゲストあり

７月13日、村松さんが鎮魂行の主座を初めて務

横笛の煌玲さん

めた。
「巻物を読めばよいだけなので、すらすら

７月27日 は 山 下

……のはずが、先頭きって読むのはいつもと違い

（明）さんの紹介で、

ます。言葉の重みというか……自然と気持ち込め

ゲストに出口煌玲

なきゃいけない感じですね」とは村松さん。

さ ん が 来 た。 出 口

河野ライダー最終回

さんは休眠中ではあるが、少林寺拳法拳士の顔と、

で ぐち こう れい

７月20日、 山 下（ 真 ）さ ん が 練 習 の 陣 頭 指 揮。

プロの横笛奏者の顔をお持ちの方。雅楽奏者とし

フェースガードとファールカップをつけて、目打

ては、西日本を拠点に、最近ではヨーロッパで演

ち・金的の練習。防具があると、当身を遠慮無く

奏したりとグローバルに羽ばたいているそうだ。

当てられる。意外や意外、変な癖や先入観がない

そんな出口さん、独特の感性で少林寺拳法の技

ためか、経験の浅い荻野さんの当身が、一直線に

に対しても、オリジナルな視点で研究されていた。

飛んできて、ビシッと的にあたった。

その研究成果が山下（明）さんとシンクロする部分

この日、退社する河野さんが３分間スピーチし

が多く、今回のご訪問に結びついた。

た。みんなのリクエ

この月の出来事＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ストに応え、カメラ

□日本の「紀伊山地の霊場と参詣道」がユネスコの

の前で河野さんが得

世界遺産に登録。

意のミット蹴り＝ラ

□新潟・福島豪雨発生。三条市や長岡市を中心に

イダーキックを披露

甚大な被害。

してくれた。

□扇千景が女性初の参議院議長に就任。

8月
ビール工場にて

目と指先が違うとステージでの見栄えが違うとい

横浜鶴見道院と IBM 少林寺拳法部の合同練習が

う。この日は天地拳第一と第二だけを素材に研究。

開催された。横浜鶴見道院の福元道院長や浦本拳

仲間の予感

士と山下
（明）
さんは以前からお知り合い。また、よ

８月24日。体験者２人と見学者２人が来て賑や

く遊びに来てくれる玉井先生もこの時は横浜鶴見

かだった。この日の見学者が、後に入部する田本

の所属。そんなご縁もあり、横浜鶴見の拳士の方

さんと小倉さん。

が勤めるビール工場の体育館で交流が実現した。
目と指先に命を通わせろ

田本吉男

８月17日。２級昇級試験を視野に入れた基本回

現在は引退されたが、
「趣味は仕事ではないか」

と思われるほどのハードワーカー。初代顧問の菊田さんと
は
「キクちゃん」
「タモッちゃん」
の仲。

帰の練習が中心。特に「天地拳第一と第二をキレイ
に見せる」
ことがテーマ。

小倉正光

山下
（明）さんは、 91年 IBM ジャパン・コンベン

准拳士初段。高校時代少林寺拳法部に在籍。

巨体から繰り出す蹴りは破壊力抜群。

ションのリズム・ボーイズの一員だ。IBM では前
年度にノルマを達成した営業2000人を対象に海外

道場破り！？

で会議を行うのだが、それを盛り上げるパフォー

８月31日。練習の最中に、２人の男性が見学に

マーがリズム・ボーイズ。いわば歌って踊れるス

入ってきた。体格がよく堂々としている。空手の

テージ ･ ダンサーのようなもの。もちろんリズム・

経験者だという。「えっ？道場破り？」。一瞬、緊

ボーイズ自身もノルマ100％を達成した営業の中

張が走り、その後会議室は修羅場と化した……と

から選ばれる。その練習はハードで、プロの舞台

いうことはなく、彼らは純粋に見学したかったよ

監督、プロの振り付け師の下で２ヶ月半ビッチリ

うだ。見学後、空手特有の十字を切って、礼儀正

と仕込まれる。山下（明）さんがそこで学んだテク

しく、部屋を出て行った。

ニックを演武にも活かそうと、部員達に伝えた。

この月の出来事＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

一言で言えば
「目と指先に命を通わす」のだそうだ、

□アテネオリンピック開幕。
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9月
合同昇級試験が熱いっ！
９月14日、いつもの練習場所である箱崎事業所
1511会議室で、首都公団少林寺拳法部との合同昇
級試験が行われた。
首都公団少林寺拳法部は、筧さんが３級を受験、
IBM 少林寺拳法部からは三好さん、村松さんが２
級を受けた。工藤先生主座の鎮魂行で始まり、山
下
（明）さんリーダーの準備体操へと進む。そして、
いよいよ昇級試験。
普段使っている会場だが、試験となると、いつ
もと違った緊張した空気が漂う。試験を受けてい
る人はもちろん、見学している部員も、どこか緊
張の面持ちであった。
三好さんと村松さんは、運用法を試験しなくて
もよい年齢だったのだが、工藤先生から「では乱捕
を」という指示があり、迷わず受けることに。IBM
少林寺拳法部は、普段から、乱捕の練習も取り入
れているので問題はない。二人とも熱い乱捕を見
せてくれた。全員合格のうれしい結果となった。
この日は、「見学してもいいですか？」と突然の

壁に穴を開けたい

見学者来訪もあった。このようなサプライズは、

９月 ７日、 田 本
さんが体験入部で、

もちろん大歓迎。荻野さん曰く、「あの頃は、会

練 習 に 初 参 加。 初

議室がガラス張りだったので、ブラインドの隙間

めての鎮魂行など、

から練習風景が見えて。気軽に見学できる環境で

とまどうところも

あったのではないでしょうか。中の様子が全然見

多かったようだが、早くも練習になじんでいるご

えないのと、ちらっと見えるのでは、ノックをし

様子。またマイルドな人柄に引き込まれ、教える

ようという１歩が全く違うかもしれない」
壁に大きな穴を開けたい……。

側もどこかほんわかムードに……。

５周年の思い出
元・明舞支部 支部長

く思っていました。私も時々、練習に参加させ
頂きましたが、部員の方が楽しく和やかに練習

玉井雅嗣

を行っている姿を見て、山下先生の人柄が現れ

日本 IMB 少林寺拳法部設立５周年おめでとう

ているのを感じました。

ございます。

また，副支部長として山下先生を支えている

山下先生とは、 10数年前（阪神大震災後）、本

奥様との連携も良く、部員の規範となり心温ま

部のホームページに山下先生の紹介が掲載され

る思い出一杯でした。

ていたのを見て、日本 IBM との仕事を行ってい

これからも、

た関係で懇意にさせて頂きました。

日 本 IBM 支 部

私が東京出張時には、頻繁に会う機会を作っ

の繁栄とご活

てもらい、少林寺拳法の話で盛り上がっていま

躍をお祈りい

した。

たします。

山下先生が日本 IBM 支部を設立した当時から
現在まで精力的に活動し、部員も増え、頼もし
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10月
鮮烈デビュー！

〜関東実業団大会〜

10月17日、川崎市の麻生スポーツセンターで関
東実業団大会が開催された。日本 IBM 少林寺拳法
部は、関東実業団連盟所属のため、参加できるの
は年に１回実施されるこの関東実業団大会のみと
なる。前年は、部が発足したばかりで、観戦のみ
に終わったが、この年は初めて選手を送り込むこ
とができた。
＜参加者と成績＞
混合の部：山下
（真）・藤井

2位

初二段の部：小倉・和田
女子の部：石田・荻野

3位

また、部長の山下（明）さんは、大会オープニン

優れもの。これも IBM 少林寺拳法部ならではの貢

グでの、基本練習のリードという大役を果たされ

献と言えるかもしれない。

た。また、この年より、IBM 少林寺拳法部が開発

荻野さんの後日談、「女子の部で３位をとったこ

した集計システムが大会の裏方で活躍するように

とを皆に自慢しまくり、オチとして、実は３組中

なった。山下
（明）さんがベースを開発し、三好さ

３位だったというネタを今でも使っているのは、

んが手を加えたもので、即時に得点を集計できる

言うまでもありません……。ビリぢゃん（笑）」。

帯に短し！？いや、たすきにも短いっ！

しまったようだ。ひとまずこの日は、ロッカーに

田本さんの道衣が10月初めに到着した。早速皆

眠る予備の黒帯を借りることになった。真新しい

の前で道衣を着た田本さんだが、どうにも帯が短

道衣に、擦り切れた黒帯を着けた田本さん。すご

い。何を思ったのか、１号サイズの帯を注文して

い貫禄で、まるで「達人」のようであった。

11月
ここがスタート地点（著：荻野）
11月16日は、石田さんと荻野の３級昇級試験が
実施された。試験官はブロック長でもある首都公
団少林寺拳法部の工藤先生。どうやら風邪気味な
のに無理してきていただいたようだ。
肝心の試験の方だが、審査していただいたとい
うよりも、全てにおいてご指導が中心で、一挙手
一投足、教えていただいたような状況だ。試験が
終わったところで、工藤先生からご講評。「３級は
本当のスタート地点なので、がんばってください」
という暖かい言葉。……で、結果は、合格ですか？
不合格ですか？？？
山下
（明）さんは、心配でしかたなかっただろう。
できの悪い弟子
（荻野が）で申し訳ない限りだ。工
藤先生は、静かに笑いながら「２人とも合格です」
と言ってくださった。本当にスタート地点にたっ
たという瞬間なのだろう。心がひきしまり、熱い
昇級試験の隣では通常
練習行われている。こ
の日は受け裁きの練習

思いをもった瞬間であった。一生忘れない日に
なったと思う。
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12月
交流実践！

関東実業団連盟技術研修会

招聘講師は秋吉好美先生。基本的な単演、運歩

12月４日、港区役所にて関東実業団連盟主催の

を全体で練習した後、級拳士と有段者に分かれて

技術研修会が開催された。

法形練習。テーマは「紛らわしい法形を整理する」。

毎年この時期に関東実業団連盟に所属する全て

技をいくつかのグループに分けてポイントを整理

の拳士を対象に、本部の先生を招聘して開催され

した。このような練習方法は、技の混乱しがちな

ている。この年も80数人が参加した大イベントと

人にとっては、とてもありがたい。

なった。IBM 少林寺拳法部からは、山下（明）さん、

練習後は、これも恒例だが、近所のお寿司屋さ

山下
（真）さん、藤井さん、小倉さん、村松さんの

んで親睦会。１階も２階も貸切という大盛況で、

５人が参加した。昨年白帯で参加した村松さんも

支部の枠を超えて、それぞれの少林寺拳法への思

今年は２級、茶帯での参加であった。

いを熱く語った夜となった。

熱例歓迎！石川さん登場！！
12月14日、藤井さんの紹介でシニア SE の石川さ
んが体験参加された。
石川さんは、若い頃にフルコンタクト空手を練
習された経験もあり、この日早速、迫力のあるパ
ンチ、キックを見せてくださった。
体験入部で、３ヶ月のお試し期間ということも
可能なのに、石川さんは、早速入部してくださる
とのこと。なんとも頼もしい新入部員の登場だ。
初めて迎えたフルイヤーも無事……
2004年最後の練習日である12月21日は、田本さ
ん、石川さん、荻野さんの入部式が行われた。
田本さんの請願文、部長の祝辞、新入部員の自
己紹介と進み、奉納演武は藤井さん＆山下（真）さ
ん。最後に参加者全員で天地拳の単演を行った。
練習後は、会社近所の刺身居酒屋で納会。須田
さんと森元さんも駆けつけてくれた。石狩鍋とジ
ンギスカン鍋をつつきながら、話はつきることが
なかった。

森元朋宏

IBM 少林寺拳法部として、初めて丸１年通して

スターターメンバー。中拳士参段、少導師。ベ

ンチャーから独立してベンチャー企業を立ち上げた。柔法

活動したが、なんとか無事に納会を迎えることが

のキレ味には目を見張るものがある。

できた。メデタシッ！

25

colum.1

オリジナルの練習方法

▪へなちょこパンチ

▪太極少林寺拳法

なって、つい大きくよけてしまいがち。そこで攻撃

上段突に対する法形など、相手の上段突が気に

太極拳のようにゆ〜っくりと単演を行う。スピー

を、万が一拳があたっても鼻血もでないほどの「へ

ドでごまかしがちな細かいところに注意を向け、覚

なちょこパンチ（ゆっくり軽く、しかし正確）」にす

えたり修正したりするのに最適。ちょっと腰をおと

ることで、恐怖心を取り除き、必要最小限の捌きか

せば、筋力トレーニングにもなる。

ら反撃できるように刷り込む練習。もちろん慣れて
きたら、徐々に速度を上げていき、最終的には普通
の法形練習にもっていく。

▪攻者当てさせ乱捕り
攻守に分かれて約１分ずつ行う。乱捕りというよ
り人間サンドバッグ蹴りに近いかも。
攻者は、自由に動き、ゆっくり目の連攻撃をあて
止め
（体重の２割程度が目安）で行う。ただし上段へ
の攻撃は寸止め。
守者は、
「受け」や
「捌き」を使わずに、相手の攻撃
を体で受けとめる。ただし上段攻撃だけはブロック
をするか、払い流す。
実際に当てることで寸止めの癖を無くし、当てら
れることで過剰な恐怖心を捨て去ることができる。

colum. ２

コミュニケーション促進ツール

⑶コミュニケーション・ボード

⑴あらはん通信

林寺拳法部ウェブ・サイト内にある。イベントの伝

部員なら誰でも書き込める掲示板。日本 IBM 少

山下
（明）部長が、部員やサポーターの皆さんに

達、特別練習の日程調整や、突発的飲み会のお誘い

送っている、不定期のメールマガジン。開祖語録の

まで、様々なコミュニケーションに使われている。

他、練習中に伝え切れなかったことや、支部運営に

もちろん、技術に関する疑問や相談など、練習効率

関する連絡を、部長講話として伝えている。すでに

向上の手段としても有効活用されている。

250号以上が配信されている。
⑷ちょー助（http://chosuke.rumix.jp/home.aspx）
⑵日本 IBM 少林寺拳法部ウェブ・サイト

無料のスケジュール調整システム。部員は各自の

http://www.sk-eken.com/ibm/ibm-top.htm

練習参加予定をここに書き込む。部長や副部長は、

IBM 少林寺拳法部の情報が一つに集まっている

参加予定者の顔ぶれを見て、毎回の練習メニューを

サイト。 入部希望者のための活動概要紹介、毎年

決めている。

発表される活動方針、活動記録
（通称：活キロ）な
⑸練習後の飲み会

どがオープン・エリア・コンテンツとしてある。ま
た部員専用エリアには、演武映像ライブラリー、コ

練習後、毎回といって良いほど、飲み会が開催さ

ミュニケーション・ボード
（掲示板）
、部員紹介コー

れている。練習に参加できなくても、この飲み会だ

ナーなどがある。

けは参加するという猛者もいるとか。開祖の写真に
感謝の合掌礼をしてから乾杯することと、会計のお
釣りを NPO 法人アジアチャイルドサポートに寄付
するのが恒例となっている。
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