2005年
＜年間活動方針＞
2005年の活動テーマ「楽しい練習環境を構築する」
練習内容の充実→楽しくて、安全で、役に立つ練習環境を皆で構築
今年は
「参加したくなる楽しい部活動」を常に念頭におきながら活動していく。
2005年の部の目標
−５人以上の部員獲得
−社内護身術講座実施（箱崎エレベーターへの勧誘情報表示）
− IBMers’ サイトへの掲示４回
−３人の黒帯育成
−３人の茶帯育成
−その他３人の昇級昇段
−半年毎の式典実施
−外部講師の招聘年間４人
−実業団連盟イベントでの活躍（実績評価）
−実業団支部アピールの継続働きかけ
−リーダー制の継続実施
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1月
2005年始動

年間活動方針発表

ている。単なるロゴの変更ではなく、過去との訣

2005年、日本 IBM 少林寺拳法部は３年目に突入

別を感じずにいられない人もいるはずだ。

した。この年の活動テーマは「楽しい練習環境を構

でも、少林寺拳法の素晴らしい教え／考え方は

築する」
。新入部員獲得数や、昇級昇段者数の目標

変わるものではない。脈々と受け継がれてきた

が設定されるとともに、「参加したくなる楽しい部

開祖の教えを断絶させることなく、私たちの手で

活動」を常に念頭におきながら活動していくことが

継承・発展させていきたい……そんな事を感じた

宣言された。

2005年の始まりだった。

小倉さんの証言、「この頃、私は入部して５ヶ月
目位でした。日常超多忙の中、この団体を継続で
きたのは、ひとえに部長の熱い思いと部員の皆さ
んの参画意識の高さ、向上心／好奇心、そしてな
によりも “ おもしろおかしく ” をモットーとした部
の雰囲気だったと感じます」。
卍から……
2005年、少林寺拳法界に大きな変化があった。
まんじ

長年慣れ親しんだ「卍 」から、少林寺拳法統一マー
ク・ロゴ
「双円」への変更が発表された。特に昔（か
ら）修行した拳士は複雑な心境だろう。日本 IBM 少
林寺拳法部にも休眠から復帰した方が多く在籍し
2月
フルコンタクト竜王拳
２月15日の練習は荻野さんが初主座をつとめる
鎮魂行で始まった。
IBM 少 林 寺 拳 法 部 は 飽 き っ ぽ い 部 員 が 多 い の
か、次々に新しい練習方法が取り入れられる。こ
の年も様々な練習方法が取り入れられた。「フルコ
ンタクト竜王拳」もその一つ。攻者は二重面、二重
ファールカップを装着し、守者はそれに対して実
際の目打ちや金的蹴りを入れてから抜技や逆技を
行うというもの。 安全性を担保しながらも、普段
忘れがちな緊迫感のなか、寸止めの癖がついてい
たり、蹴りが形だけになっていたり、意外な盲点
が見えてきた。
小倉さんの雑感、「自分の技が護身術として実践
で通用するかどうか、振り返って学習することが
できました」
。
3月
IBM 少林寺拳法部駅伝チーム結成！（著：小倉）

座って、荻野さんと山下（真）さんが差し入れてく

３月12日、毎年恒例、関東実業団連盟主催皇居

れたサンドイッチやおにぎりをつまめば、気分は

一周ジョギング大会が開催された。 IBM 少林寺拳

ピクニック！

法部としては、２度目の参加となった。オーダー

肝 心 の 駅 伝 の 方 は …… う ー ん、 気 持 ち い

は次のとおり。村松−小倉−山下（明）−藤井。

いっ！！最高！

この時期は春を感じる気候。ビニールシートに

ロブレム！！
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え？順位？タイム？……ノープ

初っ！外練

卍最後の日、支部最年長茶帯が誕生

そと れん

３月19日、初めての外 練 が実現した。普段の練

３月29日、IBM 少林寺拳法部の正規練習で、卍

習場所は会議室、床はカーペットが敷いてあるも

の胸章をつけるのはこの日が最後となった。我々

のの、その下はコンクリート。おまけに就業時間

は少林寺拳法の歴史的な瞬間に立ち会っているの

以降のため、練習時間は１時間。当然のことなが

かも知れなかった。

ら痒いところのかき残しが出てくる。

なお、この日、菊田さんが３級昇級試験に合格。

そこで補強として外部会場を利用した練習会が

56歳で入会して１年半、IBM 少林寺拳法部から最

企画された。畳敷き、３時間という他支部では、

年長茶帯が誕生した。

さして珍しくもない環境が、IBM 少林寺拳法部に
とっては、とてもリッチな環境に思える。
この日ばかりは普段の制約から離れ、受け身の
練習や投げ技の練習などみっちり取り組んだ。充
実した、あっという間の３時間だった。
溝部さん参戦
３月22日、大阪事業所の溝部さん現る！

東京

出張のついでに部の練習に顔を出されたという。
溝部さんは九州工業大学少林寺拳法部出身で二段
の拳士。この後ほどなく、IBM 少林寺拳法部で復
帰されることとなった。
4月
少林寺拳法は護身術
４月は護身術を意識した練習にウエィトが置か
れた。この月の小倉さんの感想、「少林寺拳法につ
いて大きく勘違いしておりました。高校で少林寺
拳法部に所属していたのですが、当時は法形は法
形として練習はするけれども、『乱捕りだっ！！』
といったら防具を着け、法形そっちのけでファイ
ティングポーズで殴り合ったり蹴り合ったりして
ました。IBM 少林寺拳法部に入部して、部長の説
明を聞いて考えてみて、初めて気づきました。状
況対応に即した護身術。改めて少林寺拳法を考え
てみたくなった月でありました」。
5月
プロジェクト Blue Note

は、多くの後輩に愛される名著となった。

Blue Note と言っても、青山の有名な Jazz Club

藤井さん談、「技の解説は、写真や動画が一番と

のことではない。支部オリジナルの技術に関する

いう先入観を持っていたが、藤井は Blue Note を見

覚書だ。石川さんが受験前に、自ら作成されたも

て、写真より絵の方が逆にわかりやすいことがあ

のが元になっている。写真、イラスト、文章を駆

る、と初めて思った」。

使した内容の大変濃いものだったため、そのまま、

一時帰国

部員で共有しようということになり、コーディ

５月17日、MBA 取 得 の た め、 ア メ リ カ の 大 学

ネーターになってもらった。

院に留学している中村さんが一時帰国し、練習に

石 川 さ ん は、 お 客 様 か ら「Web の 神 様 」と 称 さ

参加した。日本人とは根本的に違う発想をする人

れるほど、素晴らしいエンジニアでありマネー

たちの中で暮らすエピソードを紹介してくれたが、

ジャーだが、実は素晴らしいフォトグラファー兼

どうやら日本で働いていた時よりも忙しい日々を

イラストレーターでもあった。こののち Blue Note

送っているらしい。
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6月
空手経験者から見た少林寺拳法の特徴

ね。最近の子供のバイトはサービス業ばっかり

６月７日練習後、フルコンタクト空手経験者の

じゃないですか。われわれなんか近所の町工場で

石川さんが少林寺拳法の特徴についてレポートを

バイトしてましたからねぇ」、古き良き時代を知る

書いてくれた。

江戸っ子の三好さんらしい発言だ。

①蹴りの間合

確かにそうかもしれない。サービス業には人と

少林寺拳法の間合いの詰め方は、スッと詰める

シンクロしたりコミュニケーションをとる能力が

ような技巧的な感じがする。前蹴りや廻蹴りも、

養われるサービス業なりの良さがある。しかし、

少林寺拳法は非常に近い距離から繰り出す。

製造業には融通の聞かない機械や材料を相手に苦

②受流す払受、十字受

労し、作り上げる達成感を味わえる良さがある。

廻蹴りに対する払受け、横十字受けを初めて

３K と言われ敬遠される傾向が強いが、サービス

やった。フルパワーの振蹴を、どうやって腕で受

業同様若いうちに製造業のアルバイトも経験して

けるのだろうとずっと不思議に思っていた。しか

おくとその後の人生において大きな糧になるので

し、やってみて、少し感覚がわかった気がする。

はないだろうか。……なんか含蓄あるっぽいぞ。

足さばきをして蹴りがフルパワーになる打点を避

威風堂々

ける。また、膝の少し下を後ろに払う。ここを止

６月21日、 こ の 日、

めても打撃力がない。なるほど。これならば力を

菊田さんが初めて鎮魂

力で受け止めなくてよいのだ。

行の主座にトライし

打ち上げが拳禅一如？

た。菊田さんはまだ３

６月14日。練習後の打ち上げで山下（明）さんが

級拳士ではあるが、さ

今年のゴールデン ･ ウィークに物置小屋を一軒、自

すが長年ビジネス現場

力で建てたという話が出た。

で数々の修羅場をくぐってきただけのことはある。

すると、それを受けて三好さん、「そうですよ

堂々たるものだった。

7月
運も実力のうち？

国際大会出場決意（著：山下明）

きている事を確認するよりも、できていない事を

関東実業団連盟の畑中事務局長から電話があっ

玉井先生に指導していただいた方が多かった。普

た。 10月に福井で開催される少林寺拳法国際大会

段の練習の時の力が実力なのではなくて、（街中で

に山下
（真）さんと藤井さんペアで、男女混合有段

護身術を使う羽目に陥った時、試験の時など）緊張

者の部に出場しないかというものだった。

している時に出せる力（出せなかった力）が自分の

（仕事もあるし、ダメだろう）と思いつつ、藤井

実力だ。試験が終わって、３級の技の範囲に閉じ

さんに尋ねると、
「挑戦しましょう」と予想外の返

込められていたのが解放されたようだ。帰りの電

事があっさり返ってきた。本人達がやると言って

車の中で、ようやく嬉しいと実感がわいてきた」。

いるのに、私が幕を引くつもりはない。
前年度の成績を買われてのお声がけだった。運
もあるが、とにかく、大会参加初年度にして国際
大会にコマをすすめたのだから、快挙といえる。
拳士の鑑
７月19日、石川さんの３級試験が１週繰り上げ
となって行われることとなった。結果はもちろん
合格だったのだが、この日の石川さんの心境が支
昇級審査月間

部ホームページ綴られている。
「藤井さんが間違えて前蹴りをしてきたのを避け

７月26日、先週の石川さん昇級審査に続き、首

られなかった。突きしかないというルールに甘え

都公団少林寺拳法部の工藤先生、玉井先生を試験

ている自分に気付く。心がルールに甘えちゃいけ

官に迎えて、村松さんの１級、荻野さんの２級試

ない。合格の判定をいただいた。しかし試験でで

験が実施された。ともに合格。
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托鉢＠護身術教室の依頼を受ける

学校の PTA で９月、護身術教室を開催してもらえ

開祖存命中より、少林寺拳法流の托鉢は「もら

ないかとの依頼があり、IBM 少林寺拳法部は全面

う」のではなく
「与えるもの」と言われ、実践されて

強力することに決定。ひと月ちょっとの準備期間、

きた。今回、三好さんから、ご子息が通われる中

山下（真）さんが全体プロデューサーに選出された。

8月
整法に挑戦

の素人になりすまし）に分かれ、「教えてみる」こと

８月９日、練習後に皆で整体法をやった。第１

を体験。いざ始めると案の定、技量・個人の差が

回目の今日は首から腰までを中心としたもの。

教え方に顕著に出た。でも今後に活かされる有意

村松さんの証言、「筋トレ後の整法は疲れた体に

義な経験になったとは皆の感想。

よさそうです」
。

石川さん「教えるって重要ですね。教えることで

護身術教室に向けて「教えること」を体験

自分がよく解るようになる」。村松さん「うまく説

「教え方がわからない」という石川さんの問いに、

明できないのが解った。教える側になって改めて

部員同士が教える役と、教えられる役（しかもズブ

技の理の理解が必要だとわかった」。

9月
駒込中学校 PTA 主催「親と子の護身術教室」

半端なフラストレーションは危険だから、安全に

９月10日、２ヶ月弱の準備期間を経て、駒込中

思い切ってやってもらおう！何かあれば俺が何と

学 PTA 主催の護身術教室が開催された。

かするから！」。結局そのまま会場入りとなった。
まずは、護身とは何かという講義を、IBM らし
くプロジェクターを使ってプレゼン。続いて実践
編に突入した。順調に会が進行するなか、ところ
で、例の悪ガキはどうしているかと思って見ると、
こちらも何やら楽しそうにしている。山下（明）さ
んがいろいろと声をかけながら練習させていたの
で、耳を澄ますと「いいか、ケンカする時には絶対
顔とか殴ったりしちゃいかん！

当日、講師として参加したのは、山下（明）さん、

危険だからな！」

と説いていたので、ほほう、なるほど、悪ガキに

山下
（真）さん、三好さん、藤井さん、溝部さん、

世間の常識を教えているのだと思った。ところが、

須田さん、村松さん、荻野さん、菊田さん。講師

次に「いいか、やるときは下段蹴りにしろ、これな

陣の共通目標として、次の３つが掲げられた。①

ら命に別状はないし……」というようなケンカの作

日常からできる護身の心構え、② 地域・親子のコ

戦を伝授していた。「え゛！」と思ったが、悪ガキた

ミュニケーション促進、③少林寺拳法の紹介。

ちは「なるほど、そりゃそうだ」というように納得

当初、 30人程度の参加と聞いていたが、蓋をあ

した顔で下段蹴りの練習に励んでいた。

けたら、その倍の60人が参加した。しかも PTA だ

女子の３〜４人のグループはすごく熱心だった。

けではなく、中学生も……。社会人と違い、子供

休憩の時や、終わった後でも柔法を熱心に掛けあ

の反応は、良くも悪くも素直であるがために、一

い、質問をしてきた。ふと、この子たちはいじめ

抹の不安もあったが、教室終了後のコメントやア

られているのかなとも思った。

ンケートを見る限り、満足度は高かったようで一

護身術教室終了後、校庭で子供たちとソフト

安心。子供のいない IBM 少林寺拳法部にとっては、

ボール大会の練習を一緒にしたのだが、そこにこ

新たなノウハウが蓄積された貴重な一日となった。

の女子グループの子が参加していた。どんな子な

▷三好さんの証言：え゛！それって……

のかなと見ていたら、運動神経が抜群でパワーも

当日、直前のミーティングで、一部悪ガキがい

あ り、 休 憩 時 に 朝 礼 台 の 上 に 座 っ て、 同 級 生 で

るのでそれをどう捌くかという問題が持ち上がっ

ある私の子供の名前を呼び捨てにし、「そのボー

た。大勢の意見は、「ま、あんまり無茶させないよ

ル取って来いよ！」と指図していた。家に帰って

うにして……」という中庸な解決案だったのだが、

早々、子供に、小手抜、逆小手、流水蹴り、つい

山下
（明）さん曰く、「いや、そういうやつらに中途

でに下段蹴を教えたことは言うまでもない。
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大会練習佳境

〜２部練習制の導入〜

しで参加しても良く、各人の仕事の都合、家庭の

この年の秋は中々忙しかった。 10月に国際大

都合にあわせて参加してもらう取り組みだ。

会 in 福井と関東実業団大会が控えていた。大会練

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

習が佳境に入る９月後半から、練習時間の拡大を

この月の出来事

行った。ただしそれは単純な拡大ではなく、拡大

□香港ディズニーランドが開業。

した上に２部構成にした。第１部だけの参加でも、

□愛・地球博が閉幕。累計来場者数は約2205万人

第２部だけの参加でも、第１部も第２部もブッ通

（185日間）。

10月
国際大会への道 （著：藤井元晴）

国大会レベルなのか……。完全に打ちのめされて

大会正式名称：2005少林寺拳法国際大会

しまった。だが、凹んでしまったのは確かだが、

開 催 場 所：サンドーム福井

決して絶望したわけではなかった。

日

■第３回宇都宮遠征

時：2005年10月９、 10日

出 場 種 目：男女有段の部（総勢56組出場）

宇 都 宮 遠 征 も ３回

■それは一通のメールから始まった……

目、最後だ。もう構成

2005年７月６日11時50分、山下（明）さんから「国

もしっかり覚えたが、

際大会に出場しないか？」というメールが来た。２

逆に緊張感がなくなっ

時間16分後の14時６分には、OK の返事を返してい

てきていることを自分

た。いつものように安請け合いしたものの、自分

でも感じていた。この

の実力に不安があった。せめて恥をかかない程度

日 の 練 習 で は、 激 し

には仕上げておきたい。でもどうやって……？

いぶつかりあいで、その点に磨きをかけた。ここ

同じことを山下夫妻も考えていたようだ。以前

まで指導してくださった原田先生とその門下生の

から知り合いだった宇都宮南道院の原田先生のと

方々に感謝！！

ころに出稽古に行く話をつけてくれた。以降大会

■国際大会前日

まで３回、宇都宮に足を運んだ。

国際大会まであと７日……。

地元名産の「へしこ（鯖のぬか漬け）」をはじめと

■第１回宇都宮遠征

したご馳走を楽しく食べて飲んだ。大会直前の緊

さっそく演武構成の

張感は、私には全く無かった。もっと緊張してい

練習に入るのかと思

た方がよかったのかもしれないが、やるべきこと

いきや、基本練習を徹

はもうやったという感覚があった。

底的にやらされた。そ

■大会当日

の後、演武構成を練習

荻野さん、溝部さんが応援がてら観戦にきてく

したが、かなり凹んで

れた。いよいよ私達の番。山下（真）さんとコート

しまった。帰りの電車で、「落ち込んでも仕方がな

の真ん中で向かい合う……合掌礼の後の最初の気

い。やれることをやるしかない。毎日、基本練習

合がドームに反響して返って来た。なかなか良い

と演武を30分はやる」と自分に言い聞かせた。

スタートが切れた。

■第２回宇都宮遠征
演武構成は完璧に体で覚えたし、深夜の基礎練
習もやっていたので原田先生に見ていただくのが
楽しみだった。先生はそこまでノウハウを出して
いいのか、と心配するほど惜しみなく教えてくだ
さった。先生の底知れないノウハウの蓄積に驚く。
この日、原田先生は２人の高校生を呼んでいた。
彼らに私たちの構成を説明し、演武するように指
示する。数分後に２人は私達の構成を、より高速
にキレのある形で難なくやってのけた。聞けば２
人は全国大会出場経験もあるとか……、これが全
32

■国際大会が終わって……

そして、美味しい福井の食事でたった２泊３日

持っている力は、出せたと思った。残念ながら

で３kg 増えた藤井の体重。

予選突破はならなかった。だが、今回国際大会に

原田先生と門下生の方々、山下（明）さん、山下

出たことで、得たものは大きかった。

（真）さん、遠い所、応援に来てくれた溝部さん、

集中して充実した密度の濃い練習。

荻野さん、大会スタッフの皆さんに、本当に心の

全国からの選りすぐりの人達の演武。

底から大声で「ありがとう！！」と言いたい。

関東実業団大会
10月30日、２度目の参加となる関東実業団大会
には、混合の部に１組（山下（真）さん＆藤井さん）、
単独演武では初二段の部（溝部さん）と段外の部（和
田さん）に１人ずつエントリー。山下（明）さんは鎮
魂行の打棒を任されていた。また、大会実行委員
としては昨年に続き競技の集計係を担当した。大
会結果は、以下の通り。
☆混合の部：山下（真）＆藤井

最優秀（1位）※

六段のペアも出場した中、 2位以下に5ポイント
以上の差をつけて堂々の1位
☆単演段外の部：和田

努力賞（5位）

４人出場の中、３人入賞。 75％の入賞率、まず
まずの善戦であった。

はなく、実に客観的に物事を見ること。まさに

正眼！ 山下先生！
宇都宮南道院
道院長 原田幹男

正眼！これはできるようで、中々できるもので
はありません。自分のできることを確実に、ま
たいろいろな周りに対する影響なども配慮し行

支部設立５周年、誠におめで

動することができる山下先生が、多くの人に愛

とうございます。

される理由の一つではないでしょうか？

山下先生とは支部設立以前からお付き合いさ

また奥様の大会出場に際し、演武指導をさせ

せていただいております。

ていただいたことがございますが、その度にい

当時、本部ホームページ開設の際、いみじく

つもお相手をなさり、笑顔と自ら吸収すること

も私が第１号で紹介され、翌月、山下先生が取

を忘れず、実に微笑ましく、そのお二人の関係

り上げられ、その後３人目が現れず、なんと1

は少林寺拳法を愛する私達には正に理想的で、

年以上山下先生が掲載され続けました（笑）。

実にうらやましい限りでした。

後に奥様と私どもの道院へいらっしゃたのが

今後の社会の中で正しいものを正しい眼で捉

きっかけでしたが、すっかり意気投合し、現在

え、周囲の人々に少なからず良い影響を与えら

までに至っております。

るよう少林寺拳法を活用していくこと。これは

当道院へお出でになり、少林寺拳法の話に花

少林寺拳法指導者としての使命です。良き仲間

が咲き、遅くまでお話させていただきした。

として、山下先生と末永くお付き合いできるこ

純粋に少林寺拳法を語り、またその視点は実

とを願っております。

に少林寺拳法の原点を見つめるものであったと

５周年を機に山下先生の益々のご活躍を期待

記憶しております。肩書や技量で物をみるので

しております。
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この月の出来事＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
□米ハーバード大学の中谷喜洋教授らの研究チームが、がん治療の革命的な進歩につながる発見をしたと発表。
□中国が有人宇宙船神舟６号の打ち上げに成功。
この翌月の出来事＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
□11月13日、山田文乃さん挙式。 ←あまりにもネタがなかったので……当然削除してください（山田）

12月
３度目の練習納め
12月27日、鶴見道院の玉井さんと浦本さんをゲ
ストに迎え、IBM 拳法部は無事３度目の練習納め
を迎えた。簡単な練習のあと、山下（明）さんから
年間活動の評価と来年度の活動計画の発表があっ
た。最後に菊田顧問の「皆ごくろうさま」という言
葉で、今年の練習が終わった。
この月の出来事＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
□ヨーロッパ連合の新しいドメイン
「.eu」の運用が開
始。
□ジュネーブ条約締約国会議で、
「赤十字」
「 赤新月」
に続く第３の赤十字運動のマーク、
「赤いひし形
（赤水
晶）
」
を承認。
□23時59分60秒（UTC）
、閏秒の挿入。
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