2006年
＜年間活動方針＞
2006年の活動テーマ「自立的組織になる」
複数の幹部それぞれがリーダーシップを発揮できるようなマルチでオープンな組織になる。
2006年の部の目標
全員がキーマンとなって、ゲーム感覚で楽しみながら達成しましょう！
−コーディネーター制度刷新
−社内アピール（護身術教室、他）
−部員獲得４人
−昇級昇格５人
−大会での活躍

４組出場

入賞率50％

−外部講師の招聘３人
−リーダー制度の継続実施
− BlueNote 級拳士科目完成
−会計の黒字化
−他支部との交流
−合宿の実施
−外練の実施（年４回）
−表彰制度の導入
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1月
全社員注目の的！

少林寺拳法の特徴を表現してみた。 5000人が息を

〜 New Year Kickoff で華麗に演武〜

止めて、２人の演武に注目している。こんな経験

１月 ６日 に 行 わ れ た 日 本 IBM の「New Year

はめったにできない。すごい快感だった。全社的

Kickoff ミーティング」は、東京国際フォーラムに

なイベントなので、演武終了後、２人のもとに多

5000人の社員を集め、全国60ヶ所の事業所に同時

数の驚きの e- メールが届いた。中には、実は私も

中継し、米国本社から S. パルミサーノ会長を呼ぶ

昔拳士だった、という声もあった」。

例年以上に盛大なものとなった。
そして、山下明人大拳士五段（当時）と藤井元晴
少拳士二段
（当時）が、このイベントのサプライズ
企画として、クロージングで演武を披露。IBM 少
林寺拳法部の存在感を社内にアピールするには、
もってこいのステージとなった。
藤井さんの振り返り、「和太鼓が鳴り、場内が静
まりかえった。咳一つ聞こえない緊迫感が会場を
包みこんでいた。ゆっくりした合掌礼のあと、２
人の気合が、巨大な会場にこだました。約２分の
短い演武の中に、初めて見る人にもわかりやすく、
今年は
「自律的組織になる」

でも、鎮魂行や少林寺拳法の教えは、生活にも役

2006年の活動方針が発表された。この年は「自

立つ重要なもの。ある意味、人生のコンサルテー

律的組織になる」がテーマ。その心は「幹部各位が

ションのようなものだ。教えの中でも少林寺拳法

リーダーシップを発揮できる、マルチでオープン

の最も基本的な考え方である " 半ばは自己の幸せ

な組織になる」
だった。

を、半ばは他人の幸せを " を普段の生活に有効に活

また、
「社内アピール（護身術教室、他の開催）」、

かしていきたいと思う」。
法器研究導入

「合宿の実施」
、
「表彰制度の導入」、他にも獲得部
員数や昇級昇格者数などの目標値も設定された。

少林寺拳法の教範には様々な法器が紹介されて

エレベータ掲示板の効果絶大！

いる。しかし、それらの使い方についての詳細説

〜斉藤さん現役復帰！〜

明はない。また、開祖は「法器は手足の延長、素手

１月24日、この日までの斉藤さんは、毎日深夜

の格闘が分かれば、法器の使い方もおのずと分か

まで仕事に明け暮れ、昼食も夕食も間食も、全て

る」という意味深長な言葉を残している。

箱崎事業所の中だけでまかなうという生活をして

ならば法器の使い方を研究することで、護身術

いた。当然のことながら慢性的な運動不足。

の幅を広げ、同時に無手の法形のあらたなコツ発

そんなある日、館内エレベータの電光掲示板に、

見にもつながるのではないか。そんな思いで、部

" 少林寺拳法 " の文字。「会社の中で少林寺拳法の練

の練習に法器練習を取り入れた。

習までできるのか、こんな素晴らしいオフィスは

ホームセンターで塩ビパイプを購入、１尺８寸

ない」と驚きつつも、 10年余りのブランクを経て、

（56センチ）に切り、怪我のないよう周りをスポン

復帰することを決意した。

ジで覆って手製のソフト如意を作った。それを手

復帰初日の基本の突き蹴りを終えて、「意外と若

に、まずは級拳士技から研究が始まった。

い頃覚えた体の動かし方は覚えているもんだな」と

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

余裕を見せたものの、翌日以降、数日間続いた筋

この月の出来事

肉痛によって、過ぎ去った若さを実感させられた

□前年12月に輸入を再開したアメリカ合衆国産牛

斉藤さんだった……。

肉に、BSE 危険部位の脊柱が混入していたことが

復帰から２ヶ月たった頃の斉藤さんのコメン

判明し、日本農水省は再びアメリカ産牛肉を全面

ト、
「忘れていたことを色々と思い出してきた。中

禁輸に。
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2月
しょっぱい川を超えて

〜北海道の植山先生〜

ら 」と 宣 言 を し

山下
（明）さんが IBM 少林寺拳法部を設立した直

ていた菊田さん

接のきっかけは、当時ハドソン支部の支部長をさ

まで身体を動か

れていた植山先生の「そろそろ山下さんも支部を

していたほど。

持っていい頃では？」の一言。２月14日、その植山

他にも蹴り練

先生が出張がてら、IBM 少林寺拳法部の練習にも

習のコツ、間合

顔を出してくれた。

い 取 り の コ ツ、

植山先生独得の伸びる振子突で指導が始まった。

衆的闘法のコツ

ストレッチを兼ねたような突き方のため、背中か

などを紹介し

ら足首までが伸びて気持ちいい。「今日は練習はせ

てくれた。楽しい時間はあっという間。短い時間

ず、ストレッチをしてトドのようになっているか

だったが、部員にとっては良い刺激になった。

新入部員獲得なるか？

大学卒業と同時に、道衣を着ることはなくなった。

〜社内初の護身術教室〜

２月22日、社内で初の護身術教室を開催した。

それから十数年たった2006年１月。ふと会社のエ

館内エレベータの電光掲示板、食堂へのポスター

レベータ電光掲示板に目をやると「小林寺憲法」と

掲示、名刺大の勧誘カード配布、部員の口コミな

いう謎？の文字が目に入った。おそらく「少林寺拳

ど、数日前からアノ手コノ手の宣伝作戦を展開し

法」の誤字だろうが、しばらくこのコバヤシ寺憲法

た効果か、当日は女性７人、男性１人の参加者が

が頭の片隅に居座った。

いた。

当日、開始直前に会場を覗き、その場の雰囲気

山下さん夫妻の組演武に始まり、実際に S 字系の

で参加するかどうか決めることにした。 18：59、

技や、ミット蹴りを体験してもらう。クロージン

参加者に女性が多く、これならなんとなく紛れて

グは山下
（明）さんから、リスクとは何か、想定す

参加できそうだと安心した。

べきケースは、対処法をどう考えるか、そして身

部長らしき人が、「格闘技と護身術の違い」につ

を守るための原則として「事前シミュレーション」

いて説明していた。「格闘技と護身術の違いはなん

の大切さについての講話、という内容。

だかわかりますか？」と、なぜか私に質問された。

参加者アンケートの集計結果を見る限り、満足

「ヤ、ヤバイ、、、この回答によっては、経験者だと

度は100点、目的達成度は80点と大変高い数値。同

見抜かれてしまう……」、ここでとっさに口を出た

時に、今後に活かせるヒントも数多く見受けら

言葉は「軍隊と自衛隊との違いみたいなもんですか

れた。今回初の試みだったため、準備が大変では

ね？」。その時の山下（明）さんの不思議そうな顔は

あったが、部にはノウハウが蓄積され、社内他部

今でも忘れられない。

門の人たちと交流する機会ともなった。

そ の 後、 お 約 束 の「 目 打 ち 」、「 金 的 」。 最 後 は
ミット突蹴。懐かしいけど、あまり勢いよく蹴っ
ては、経験者だとバレてしまう……まあ、素人っ
ぽく、ポコッとミットにあててみるか、と何回か
蹴っていたら、山下（真）さんが、「あれ？経験者で
すよね？」ときいてきた。「NO とは言わせないわ
よ！」というオーラを漂わせていて、小心者の私
は、このオーラに勝てず、「ハ、ハイ……スミマセ
ン……」とあっさりと認めてしまった。
かくして、私は、翌週からの通常練習に体験参
加することになったのだ。問題は、帯も道衣もな

▷参加者の視点より（著：山田）

いことだ。おっと、そういえば代用になりそうな

動機はまったく思い出せないが、なんとなく大

いいものがあったな。まあ道衣とは色がちょっと

学少林寺拳法部に所属し、そのまま幹部になり、

違うが、ジャージよりは雰囲気がでるだろう……。
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クノイチ見参！
２月28日、前週の護身術教室に参加した山田さ
ん、早速の練習参加。学生拳士の頃の道衣を紛失
してしまったため、赤い作務衣での体験参加。そ
の姿はまるでクノイチようだった。経験者で有段
者なのだが、まだ新婚さんだ。よく分からない紹
介で申し訳ない。
この月の出来事＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
□トリノ冬季オリンピック開幕。
3月
ホワイトデーの男

〜田中さん参上！〜

３月14日、ホワイトデーのこの日、田中さんが
見学者として来られた。九州は福岡博多の出身。
大学時代に少林寺拳法部に所属しており、段位は
初段。溝部さんの後輩にあたる。大学在学中に、
休学し米国を放浪した経験もある。
この月の出来事＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
□第１回ワールド・ベースボール・クラシックが
開幕
4月
実るほど頭のたれる稲穂かな

の回想の部分は、部長がまだ一拳士だった頃のも

ゲスト：大原先生来たる

の。「前略〜それまでの私は、本部というのは、自

４月27日、山下
（明）さんの古い友人である本部

分と無関係に安定的に存在し続けるもので、自分

の大原先生が練習にいらっしゃった。支部での正

は何がしかの対価を払って、教えや技を伝授して

規練習に参加するのは15年ぶりだとか。童顔だが

もらっている、という意識でした。支部長による、

若い頃はバリバリの武闘派、実際、学生時代の山

この説明を受けたときが、自分達が協力して維持

下
（明）さんとも相当派手な乱捕練習をされたこと

することで、初めてこの巨大グループが成り立つ

もあるとか……。もっとも現在は、そんな狼のよ

のだと、意識が変わった瞬間でした。そして連盟

うな面影は残っていない。本部で長年困難な仕事

の下部組織である各支部もその構造は同じです。

を担当してきたこともあり、すっかり真人間（失

支部長が作った『場』の中で拳士、部員が技を修得

礼！）
になっていた。

していくのではありません。少林寺拳法修行の場
を、皆で力を出し合って作るというのが、他武道
と違う少林寺拳法の支部の考え方なのです。言い
換 え れ ば、IBM 拳 法 部 の 隆 盛 は 皆 さ ん ひ と り 一
人の行動に掛かっているということです。もしか
したら、この考えは開祖が若い頃に中国で接した
パン

『幇』から来ているのかもしれません」。
2連絡変化と書いてオンデマンドと読む
これも部長が、あらはん通信を通して部員に伝
えていたこと。少林寺拳法用語と IT 用語を関連付
け理解促進の工夫を図っていることが伺える。
『あらはん通信』
より

「少林寺拳法の世界には『変化技』という言葉があ

1本部考

ります。相手に合わせて変化対応するので変化技。

この頃、あらはん通信で、山下（明）部長が本部

実は技を使う場面というのはこの変化対応の連続

と拳士との関係についての講話をしている。前半

なのです。そして少林寺拳法の世界ではこれを『連
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絡変化』と言っています。法形練習で『右手で相手

※オンデマンド (on-demand) とは、英語で
「要求 (demand)

の手首を掴んで引く』といえば必ず相手はそうして

に応じて」の意味。ユーザーの要求があった時に、要求に応

くれますが、実際には『掴もうかどうしようか』、

じたサービスを提供するシステムを指す。この頃、IBM で

掴むにしても
『手首にしようか胸倉にしようか』、

は、e ビジネスを更にすすめるコンセプトとして、全世界

そして掴んでも『引こうか押そうか捻りあげよう

的に
「オンデマンド」
を推進していた。

か』と相手には沢山の選択肢があるわけです。皆さ

※この月の出来事＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

んはその相手の出方を察知して遅滞なく的確な対

□拉致被害者家族会の横田早紀江さんが、ホワイ

応をしなくてはなりません。まさに『センス＆レス

トハウスでブッシュ大統領と面会、拉致問題解決

ポンド』
『オンデマンド』の世界ですね」。

に向けてアメリカ合衆国政府の支援を求めた。

5月
部の動き

経験者がいるという計算になる。しかも経験者で

○この月、大学少林寺拳法部経験者の田中さんが

はないけれど機会があればやってみたいという人

本格的な練習参加を始めた。

も同程度いると仮定すると、およそ500人の潜在

○また、紆余曲折を経て、公認道衣がようやく販

部員（潜在顧客）をいると考えられる。潜在部員は

売された。IBM 少林寺拳法部でも一部の部員から、

きっかけさえあれば入部する確率が高い。

買い替えが始まった。

５月18日の部長メッセージ「皆さんの周りにもそ
んな『潜在さん』がきっといるはず。うまくタッピ

１年半の時を越え〜石田さん３級合格証書授与〜

ングして仲間を増やしましょう！」。

５月10日、ネーム入りの茶帯と合格証書が１年

見学者向けデモンストレーションの一幕

半の時を経て、石田さんに授与された。彼女は３

５月31日、練習中に、山下（明）さんが見学者向

級試験のあと、すぐに転勤休眠となったので授与

けに行なったデモンストレーションの一幕より。

するチャンスがなかった。石田さん本人は「社内

「……柔法ばかりではバランスが悪い。剛法も目

メールで送ってもらっても、いいですよ」とのこと

の前で見せておこう。何も言わず横にいた妻（山下

だったが、部長は師家を代行して渡すという責任

（真）さん）の頭を殴りつけた。もし彼女が反応でき

感から、社内便ではなく直接の手渡しにこだわっ

なかったら当たる前に脱力して手打ちにしようと

た。そのため今日の授与となったのだ。

思ったが、そんな心配はいらなかった。目に戸惑

合格証書を読み上げる。「2004年11月24日……」、

いの表情が出たのはほんの一瞬で、瞬間的に怒り

１年半前の日付だ。皆が彼女に拍手を送った。

の目に変わり、外押受で受け止めたとたん、掛け
手をしたまま３発ぐらい蹴っ飛ばされた。このデ
モンストレーションは成功だったのか失敗だった
のか今でも分からない……」。

あなたの周りの
「潜在さん」を探せ
少林寺拳法の延べ会員数は150万人。そのうち９
割
（135万人）は日本国内と予想される。日本の人口

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

が１億3000万人弱だから、日本人の100人に１人は

この月の出来事

少林寺拳法経験者ということになる。単純に考え

□インドネシア・ジャワ島中部で大地震、数千人

れば日本 IBM
（関係会社含め社員数約２万５千人）

の死者 。

の100人に１人、つまり250人くらいは少林寺拳法

□社保庁で国民年金保険料の不正免除問題発覚。
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