2007年
＜年間活動方針＞
今年の基本テーマは「共有する」。成功のノウハウ、テクニックを共有し、大会や昇格など具体
的な目標をたてて達成していこう。なお、来年は「研究する」再来年は「拡げる」をテーマ。
また、今まで19：00〜20：00とした練習時間を19：00〜20：30とする。もちろんイベント前な
どの練習時間延長はあるが、通常練習時はなるべく時間で切り上げるようする。
なお、コーディネーターは一部入れ替えたり、新設もした。これも、「何かをやらなくてはいけ
ない」と考えるのではなく、任されたイベントや役割を通して「どう楽しんでやろうか」と考えよ
う。
2007年の活動テーマ「共有する」
成功のノウハウ、テクニックを共有し、大会や昇格など具体的な目標をたてて達成する。
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1月
Start of a new year & a Happy New Year to all !!

and inferiors and finding the answer by teaching

The end of 2006 had produced 3 Black-belt（ 初

and helping.

段）passes, a 3rd Grade Brown-belt
（3級）pass, and

会議室予約をめぐる藤井 vs 中村戦争勃発！

our honorable Yamashita Akito-san achieved a 6th

練習会場として会議室を利用しているが、その

Grade Black-belt
（六段）pass in a special qualifying

予 約 シ ス テ ム は ２ヶ 月 前 の 深 夜 ２時 に 受 付 が ス

exam!!

タートするようになっている。もっとも倍率が高

Big congratulations to all these IBM warriors

い大会議室を巡っての予約バトルは、社員の間で

and we are very proud of their achievement.

も熾烈を極めていた。

The participants of the first training session of

少林寺拳法部からは、藤井さんと中村さんの２

this year were all Black-belt holders.

人が参戦し、残業がてら深夜２時になると、競っ

2007年の基本テーマは「共有する」。成功のノウ

て会議室予約システムへログイン。なみいる競合

ハウ、テクニックを共有し、大会や昇格など具体

を蹴散らして、毎度のようにワンツー・フィニッ

的な目標をたてて達成していこう。なお、 2008年

シュ。ほぼ100％の確率で大会議室を確保してくれ

は
「研究する」
、 2009年は「拡げる」がテーマ。

た。

During training, Yamashita Akito-san

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

emphasized the importance of showing your

この月の出来事

techniques "beautifully", pairing together superiors

□ウィンドウズ・ビスタ発売。

2月
今年も開催！社内護身術教室

グアップの後、折りたたみ傘など身の周りの物を

毎年恒例になりつつある少林寺拳法部主催の護

使っての防御反撃などを体験してもらった。

身術教室が、２月７日、２月15日に行われた。

２月15日は女性向け「女性のための護身術」。女

２月７日のテーマは男性向け「オヤジ狩りから

性向けの護身術を前面に出し、実技は目打と金的

身を守れ！」
。直球すぎるネーミングかと思われ

蹴を中心に、また護身の心構えのレクチャーなど

たが、予想以上の反響。ミット蹴りでウォーミン

もあり、盛りだくさんの内容となった。

ゲストあり、大和事業所の五十嵐さん
2月27日、海老名東道院の五十嵐先生が来られ
た。実は五十嵐先生は IBM 社員でもあり、普段は
大和事業所に勤務。山下（明）部長は以前からのお
知り合い。
かつては全国大会で鳴らしたという五十嵐先生、
切れの良い技の持ち主で、技術交流や護身術教室
のノウハウ交換など、有意義な時間を共有するこ
とができた。
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3月
本日のゲスト古嶋先生
本部若手職員の古嶋先生（当時五段）がゲストで
来られた。山下（真）さんの職場の同僚であり、ま
た、古嶋先生が学生だった頃から、山下（明）さん
ともお知り合い。転勤で４月から東京を離れるそ
の前に遊びに来てくれた。桜が満開の季節だった。
この月の出来事＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
□インドネシア・スマトラ島中部でマグニチュー
ド6.3の地震。多くの建造物が倒壊し死者多数。
□能登半島でマグニチュード6.9の地震が発生。
4月
会報少林寺拳法

取材の日！

を受けたのだ。全国に約3000の支部があるなか、

４月17日、 ま さ に 文 字 通 り、 歴 史 に 残 る 一 日

取り上げていただくのは大変名誉なことであり、

だった。
『会報少林寺拳法』の「道場見聞録」の取材

同時に大変嬉しい出来事となった。
海老名東道院の五十嵐先生も応援に駆けつけて
くれ、田中さんの二段合格発表、杉山新相談役の
ご紹介と続き、練習スタート。太極少林寺拳法、
延々義和拳、攻守当てさせ乱捕、山下（明）さんの
オヤジギャグなど、和気藹々とした IBM 少林寺拳
法部らしい練習風景を取材班に披露した。
この時の様子は、会報少林寺拳法2007年６号の
P12から３ページに渡ってカラーで掲載された。

いはあるものの、少林寺拳法に対する思いは一

創部5周年、おめでとうございます
海老名東道院 道院長 五十嵐好一

緒だと思います。一言で申しますと「人づくり」
による社会貢献です。そして、教えと技法を伝

日本 IBM 少林寺拳法部

えたい、どうせなら人生の糧にして貰いたいと

創部５周年、おめでとうござい

の熱い思いがあり、仲間作りが楽しいから続け

ます。

られるのです。

合掌

山下部長は、実業団という立場から制限ある

山下部長から少林寺拳法部を
社内に創部するというお知らせを聞いた時、素

時間の中で、その指導法や情報構築など、さす

直に心から嬉しさが込み上げて来たのを覚えて

が IT 企業と言わんばかりの手法で、部員の実

います。それは社内に仲間が増える事と、私が

力を確実に付けて来ました。また、定期的に開

出来なかった事を彼が始めたからです。私はそ

祖語録などを丁寧な解説付で配信する細やかな

れよりも５年早く、何処で立上げるか迷いなが

心遣いは、誰もが簡単に出来ることではありま

ら、社内の愛好会を調べたり、近くの高校に足

せん。山下部長の高い志がそうさせているので

を運んでクラブ活動への導入を説明したりし

す。彼は業界屈指の指導の達人だと思います。
（ヨイショ！）

て、最終的には居住区域の地元・神奈川県海老

どうかこれからも体力・気力を充実させ、継

名市で立ち上げることにしたのです。ですから

続してご活躍されることを期待しております。

その産みの苦しみは充分に体験済みでした。

また同じ社内同胞としての情報交換をよろしく

私は町の一般道場という形を取り、山下部長

お願い致します。

は実業団として社内に創部されました。形に違
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5月
断腸の思い

に２人に結果を伝えた。試験官としては辛いが、

５月８日、藤井さんと斉藤さんの三段受験のプ

自分の腕に自信が持てない三段を作る気はない。

レテスト
（見極め）が行われた。三段といえば、各

これは指導した私の責任でもある」。

連盟に昇段試験を移管されているなかでの最上位

三重からきたラガーマン

段位。気合をみなぎらせ、練習会場に普段より早

５月22日、三重の高校で先生をされている西村

く現れた２人。一方で、十分に準備できずに臨む

さんが、IBM 少林寺拳法部の練習に参加された。

不安も同居させていた。

少林寺拳法二段、日本拳法の使い手。図らずも、

待っていたのは厳しい現実。構えや反撃を間違

この日は少数精鋭の練習会となったが、折角のご

えるなどアラが目立つ。演武は合格点だが、抽出

来賓、攻撃線の理解を中心に技術の情報交換、濃

科目は戸惑いが構えや動きに現れているし、反撃

い１時間半の練習会となった。

の当身も浅い。

この月の出来事＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

山下
（明）さんの思い「残念だが採点結果は２人と

□フランス大統領選挙決選投票で、ニコラ・サル

も合格ラインへ届かず。ちょっと迷ったが、率直

コジ国民運動連合党首が、初当選。

6月
仕掛け技、総ナメ・デー！

大の連絡カードを入れるポケットをつけたりと、

６月５日、この日の練習メニューは、仕掛け技

様々な工夫が凝らされていた。

のオンパレード。攻撃技がおざなりでは、防御反

ポスター掲示期間は１週間。その１週間で最大

撃のレベルも低いものになってしまうということ

限の効果を引き出せるよう、石川さん渾身のアイ

で、仕掛け技オンリーの練習となった。 戸惑いを

デアが惜しげもなく投入されていた。

隠せない人たちもいたが、都会のサラリーマン向
け護身術の真骨頂とも言える。
新入部員勧誘ポスター作り開始！
新入部員勧誘用のポスターが製作された。奥様
がデザイナーでもあり、本人も写真やデザインに
一家言ある石川さんが製作を担当。
初心者が
「少林寺拳法＝格闘技＝怖い」という先
入観を払拭できるような、和気藹々とした写真
を選んだり、興味を持った人が持っていける名刺
7月
ルーキー続々！

のひとつ、特に家の治安が悪くカミさんに対抗す

〜戸倉さん、塩谷さん、松田さん入部！〜

る意味でも……がんがります」。（原文のママ）

石川さん渾身の勧誘ポスターの効果が出たのか、
ぞくぞくと入部希望者がやってきた。この時期こ
られたのが、戸倉さん、塩谷さん、チャンドラさ
ん。いずれも期待の星。
戸倉さんは社歴17年、脂の乗った営業。家族と
ビールをこよなく愛す男。現代に甦った鉄幹ビー
ル？

義理の妹さんは売れっ子漫画家、後に一家

全員で少林寺拳法に入会する。彼の影響か？
塩谷さんの自己紹介、「元々ウェイトトレーニン
グが好きでずっとやっていたが、忙しくなって暫
く体を動かす機会がなくなり、どんどん脂肪が増
えてしまいそうなので始めました。あと、東京の
治安の悪化で
『護身術』を学びたいというのも理由
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＜少林寺拳法をやろうと思った動機＞

初の海外出身部員誕生、夢はフィジー連盟設立
7月に初の海外出身部員が誕生した。フィジーか

少林寺拳法が何となくめずらしく特別なものを

ら来たチャンドラさんだ。

訴えている様な気がしたので、引き寄せられまし

＜名前と出身地について＞

た。箱崎事業所のカフェテリア POP を見たときに、

名前は、ヴィニート・ヴィムレッシュ・チャン

「今やるか」さもなければ「もう次はない」と訴えて

ドラ。 ヴィニートは「知恵のある・知識のある」と

きている様な気がしたのです。

言う意味。 チャンドラは「月」もしくは「輝くもの」

＜少林寺拳法における目標＞

という意味。ニックネームはボビー。

将来は、フィジーかニュージーランドで少林寺

出身地はフィジー諸島共和国。フィジーには19

拳法を指導したいと思っています。
＜モットー＞

年間住み、政府の奨学金を貰って来日。以来ずっ
と日本在住。その間に両親がニュージーランドに

「他人を尊敬して、他者に優しく接する」と、「人々

移民、現在の実家は、ニュージーランドのオーク

にしてほしいと、あなたがたの望むことを、人々

ランド。

にもそのとおりにせよ」
（新約聖書より）

8月
初の支部合宿開催！
「宿泊」はなく「通い」という形ではあったが、Ｉ
ＢＭ少林寺拳法部として初の合宿が、８月４日、
５日の日程で都内で行われた。長い練習時間を利
用して、普段はできないほど、基礎練習を掘り下
げたり、演武準備に時間を割いたりした。鷺沼道
院の柄山五段も友情参加してくれた。
なお、IBM 少林寺拳法部初合宿を成功に導いた
立役者は、我が部のイケメン No.1を誇る野口さん。
数少ない20代
（当時）の部員でもある。
山田さんは、野口さんについて以下のように
語っている。
「実は2006年４月の入部以来、合宿当
日まで、野口さんとお会いしたことがありません
でした。実際にお会いしてみると、たしかにサワ
ヤカ系
（決して他の方がアツクルシィ系などと言っ
てるわけでは……）のイケメンで納得！我が部にこ
んな隠し玉があったとは……お姉さん、これから
練習行くのが楽しみになったわ、と思わずにはい
られない一日でした」。
野口紘司

スターターメンバーのひとり。准拳士初段。

警視庁支部から転籍。

打上げは宮崎郷土料理の店にて、チャンドラさん
と野口さん。レバ刺し、馬刺、辛子レンコンなど、
チャンドラさんには初めての味ばかりだった。
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浪速の猛者が来た

大事な人を守れますか？

〜松田さん登場〜

……」、中村さんと山田さん合作である。このメッ

８月 ７日、 新 し い 体

メタボリック症候群に

セージが浪速の猛者のハートに火をつけたのだ。

験入部の方が来られた。

松田さんは IBM のベテラン管理職。多彩な趣味

先 週 １週 間、 館 内 エ レ

と、少年のような熱い心を持つ愛すべきオヤヂ。

ベーターの電光掲示板

若い頃は柔道を修行しており、学生時代には、同

に掲載されていた部員

じく学生だった山下泰裕さんと乱捕したこともあ

募集メッセージを見て

るとか……。

来てくれた。松田さん

は、早すぎるぜ戸倉さん

50歳だ。入部を即決！

８月28日、戸倉さんが３級試験に見事合格。昇

掲示板のメッセージは、「その体でいざという時

級最短記録を更新！
る日、ひょんなことから貴支部のサイトにアク

５周年記念に寄せて
鷺沼道院 柄山直樹

セスして「山下」という名前を見つけてしまいま
した。「これはもしかして？」とおっかなびっく

合掌

IBM 支 部 の 設

りメールを送ってみたところ、果たしてその通

立５周年、おめでとうご

りだったのです。そしてようやくご対面を果た

ざいます。成果主義の流

し、練習をご一緒させて頂くようになり、今で

行や、未曾有の不況等が

は乱捕り研究の相方として不肖ながらも志を同

喧伝される厳しい環境の

じくして共に活動させて頂いています。そう言

下、実業団連盟各支部に

えば、私の所属する鷺沼道院の松木長實道院長

おける活動状況は必ずし

が東京センターの所長かなにかしていた時に、

も楽観できるものではなく、歴史ある支部が活

東京センターに就職されたのが山下支部長の奥

動停止状況になっているといった話も仄聞して

様・真由美さんだったそうです。松木道院長

おります。そのような中で、貴支部は年々メン

は、山下夫妻の出会いはご自分が作ったと確信

バーを増やし、着実に昇級・昇段や、大会での

しています。世の中狭いですね。

そく ぶん

入賞といった実績を積んでこられ、また最近で

そんな法縁もあって貴支部の練習に参加させ

は山下支部長が関東実業団連盟の理事に就任さ

て頂いたことがございますが、その際に皆さん

れる等、刮目すべきご活躍をされています。練

が少林寺拳法を楽しんでいらっしゃる姿がとて

習時間が少ないとか、練習場所である会議室の

も印象的でした。上達するために「楽しく、分

床が硬い等の様々なハンディキャップをものも

かり易く」練習するにはどうしたらよいか、と

とせずに、どのような環境でも、やる気と創意

いう工夫が随所にちりばめられており、楽しん

工夫で何とかするんだという前向きなエネル

でやるということこそが、皆さんのご活躍の秘

ギーを感じます。

訣であると確信した次第です。これからも長く

山下支部長との出会いは、９年ほど前に遡り

少林寺拳法を楽しみ、そこから何がしかでも人

ます。きっかけは、少林寺拳法本部のサイトに

生の糧となるようなものを得て頂けたら、同じ

設営された掲示板です。そこで乱捕りについて

道を歩む同志としてこれ程嬉しいことはあり

熱く語っていたのが若き日の山下さんで、当時

ません。開祖は、「少林寺拳法は道楽だと思い

英国連盟で大きな外人相手の乱捕りに四苦八苦

究めよ。道を楽しむというつもりでやれ」とい

していた私も、掲示板に参加しました。共通の

うような意味のことを仰っています。更に５年

後輩拳士がいたことで、お互い顔も知らないの

後、即ち10周年を迎える頃には、皆さんが更な

に結構盛り上がっていたように記憶していま

る楽しみを見出して修行されていることと思い

す。やがて時は流れ、掲示板機能が停止したこ

ます。私も負けないように楽しんでいきますの

とで、すっかり山下さんのことも忘れていたあ

で、これからも宜しくお願い致します。結手
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