9月
山椒は小粒でピリリと辛い

〜浅井さん転籍！〜

９月４日、１人の女性が見学に来た。前日、山

真剣っ

下
（明）さんあてにメールがあった見学希望者の浅
井さん。千葉大学少林寺拳法部の OG で三段位。水
が合うか心配だろうからと体験期間を説明する弱
気な山下
（明）さんを尻目に、あっさり転籍を即決。
小柄ながらもスピーディで力強い動きをする浅井
さん、他の部員にピリリと刺激をくれる登場と
なった。
大会まっしぐら

一生懸命

多くの新入部員を迎えたこの年、それに比例し
て大会出場者も多くなり、毎回の練習がにぎやか
になった。さらに正規練習以外にも、特別練習が
数多く企画されたりと部員一丸となって、大会に
猛進した年だった。
入部したての浅井三段も初段とりたての荻野さ
んと組み、女子の部に出場することに。当時を振

あら余裕

り返り、荻野さんは次のように語っている。「初段
をとったばかりの私が、三段の浅井さんと組むと
は、これは大きなプレッシャーでした。足を引っ
張らなければよいのだが……。しかし、これもよ
い経験。浅井さんの上手いところを盗むつもりで
ペアを組ませてもらいました」。
またこの年は、無謀にも団演チームを２つエン
トリー。
「表現チーム」と「正確チーム」。２チーム

目標に向って

が、バッティングしないよう、それぞれ「魅せる」

GO ！

ことに挑戦する演武と、「整った動き」に挑戦する
演武に味付けしてみた。
山下
（明）さん、山下（真）さん監督のもと、苦労
しながらも楽しみながら、皆で作り上げていった。
初！オリジナル・グッズ

ビジョンから「人と地球に豊かさと潤いを」の一文

開祖は様々なオリジナル・グッズを作ったと伝

をいただき、「拳立て命」の文言とともにあしらっ

えられている。オリジナル・グッズは少し割高に

た。中央に配置する部名称は、書道家をされてい

なるが、帰属意識を高めるためにも効果的。IBM

る山田さんの叔父さんに書いていただいた。

少林寺拳法部でも作ることにした。
初めての試みなので、手頃なところで、手ぬぐ
いを作ることになった。手ぬぐいならば、ハンカ
チ代わりにも使えるし、練習中の汗拭きのほか、
下駄の鼻緒が切れても、急な温泉や急なお御輿担
ぎにも……対応可能だ。生地は丈夫な「特岡」、大
きさは額にも巻ける大きめサイズの100センチとし
た。お手軽なプリントではなく、昔ながらの本染。
色はコーポレートカラーにちなんで紺色。IBM の
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10月
大会1週間前の総仕上げ

各組とも２回の演武発表をしたのだが、どこも、

10月９日、大会本番を一週間後に控え、この日

２回目が素晴らしく良くなっていた。直前で爆発

は
「だめ出し」
ならぬ、「良いとこ出し」をした。

的に力を発揮するのは IBM の DNA か。

大会本番！

揮した。表現チームは変則的なフォーメーション

10月14日、関東実業団大会本番。IBM 少林寺拳

や掛かり稽古など、IBM ならではのユニークな演

法部選手のコメント、「緊張はするものの、わくわ

武を披露した。

くする気持ちもある。なんともいえないこの会場

健闘結果

の雰囲気がやはり、いいっ！」。開会前、部員皆で

四段以上の部：山下（真）＆三浦

円陣を組み、大きな声を出して気合いを入れた。

初二段の部：斉藤＆野口

トップバッターは単演に出場の藤井さん。国際

混合の部：山田＆和田

大会で演武したことのある藤井さんは、その経験
ん＆秋本さんが白帯ながら気迫の演武を。斉藤さ
ん＆野口さんはシャープで鋭い技を連続させ、戸
倉さん＆チャンドラさんは体格の良さを生かした

２位
１位

塩谷＆林

と度胸で、堂々たる演武を行った。続いて松田さ

２位

３位

単演初二段の部：藤井

３位

女子の部：浅井＆荻野

2位

団体演武：表現チーム

2位

山下（真）、山田、斉藤、野口、和田、荻野

迫力の演武を、山下（真）さんと農林水産省の三浦
さんは細かいところまで緻密に作りこまれた演武。

選手のコメント、「結果よりも、大会までの過程で

混合の部では山田さん＆和田さんペアと塩谷さん

いろいろ学ぶもの得るものがあり、楽しかったお

＆林さんの２組が出て、女子の部には浅井さん＆

祭りが終わったような感じがある。大会のスタッ

荻野さんが演武をした。

フとして活躍された、山下（明）さん、石川さん、

団演では、正確チームは２列横隊の整列を、一

村松さん、小倉さんありがとうございました。応

直線に並んでしまい、困惑と気まずい空気が流れ

援してくださった皆さん、ありがとうございまし

るなか、演武をスタート、それでも本来の力を発

た。出場した選手の皆さん、お疲れ様でした！」。
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11月
ゲスト・長谷川さん練習参加！

光景は、若い頃他武道を経験した松田さんには新

11月20日、山下（明）さんお知り合いの青年拳士

鮮に映ったという。（少林寺拳法は、少し違うぞ）

の長谷川さんがお見えになった。名古屋大学少

と思い始めた頃でもあったとか。その後いろんな

林寺拳法部のご出身で、就職して東京勤務。アル

立場の方がお見えになったが、この少し不思議な

ファベットの支部名を一度見てみたいということ

感覚は今も変らないとのことだ。

で今回の来訪になった。

この月の出来事＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

違う支部の人がお見えになり、一緒に汗を流す。

□ロンドンとユーロトンネルを結ぶ高速鉄道路線

どちらも威張る事なく、へつらう事もない。その

CTRL 開業。

12月
塩谷さん、チャンドラさん3級合格！

席率も最高なのではないかと思われる点。見習う

稽古納めの12月18日、塩谷さん、チャンドラさ

べき所が多いです。

んの３級の昇級試験が行われた。IBM 少林寺拳法
部が所属する実業団第一ブロック長の工藤先生を

ちなみに２位は同点で、浅井さん、松田さん、

試験官としてお招きして行われた。同時に、戸倉

戸倉さんの３人。

さん、林さんの２級プレテスト、松田さんの３級

浅井さんの推薦理由

プレテストも実施され、幸いにも全員合格。練習

・白帯、茶帯をまとめあげての団体演武、集合の気

後の忘年会の盛り上がりも大変なものとなった。

合がグットです。 これは凄いでしょう！

少ない練習時間の中で、先輩方は一生懸命、少林

・リーダーシップ賞

寺拳法を教示くださり、教えられる部員たちもそ

帯主体の団体演武のリーダーとして、チーム全体

れに応えるべく素直に練習した結果のたまものと

を引っ張ったところが凄い！

言えよう。

・あの短期間の練習で大会へ出場し、私をひっぱっ

自分の組演で忙しいのに、白

て く だ さ っ た 浅 井 さ ん が 凄 い っ！ ま た、 象 さ ん
チーム（あれ？基本チームでしたっけ）の団体演武
は、浅井さんなしでは、語れませんっ！あのチー
ムワークには、嫉妬すら感じましたよ〜。
松田さんの推薦理由
・迫力賞

どこからどう見ても、凄腕の浪人という

迫力と、新人離れした卓越したセンスが凄い！
・底知れない Potential を感じさせる動きのキレ。
・声がいいですね。
戸倉さんの推薦理由
・新人王

新人ながら、みんなを引っ張り、自分が

得た技術をおしみなく、他に分け与えていたとこ
MVP 塩谷さん受賞！

ろが凄い！

この年の
「ここ凄！（この人のここが凄いよ）」＝

・技の会得が早い、ビールが空になるのも早い、こ

MVP の発表が、練習納め後の忘年会で発表され、

れは凄いでしょう！

塩谷さんがこの栄誉ある賞（１位）を獲得された。

・白帯メンバーの中で最も学習意欲がある点。白帯

塩谷さんの推薦理由

メンバーに対して、面倒見の良い点。また教えて

・気合賞

相手の攻撃のタイミングにまで気合を入

くれる内容が非常に分かりやすい事。他人に対す

れてしまうほど、しっかり気合を入れるところが

る気配りが非常にあること。「つまり360度非常に

凄い！

バランスのとれた拳士である事がスゴイ」。

・ずばり、熱意ですね。熱い男です。

この月の出来事＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

・極めてストイックに稽古に取り組む姿勢。練習出

□星野 Japan が北京オリンピックの出場権獲得。
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colum. ３

支部運営品質向上への取り組み

◆コーディネーター制

◆プレテスト

要。例えば会場予約、合宿のアレンジ、ゲストの入

円滑な支部運営のためには、様々な下準備が必

昇格試験の１ヵ月前を目安に、本番試験さながら

館手続きやエスコート、ロッカー管理、通年のイベ

のプレテストを行って、合否レベルを見極める。プ

ント管理……各役割にリーダーを決め、全員参加型

レテストに合格してはじめて、本試験受験許可が得

で支部を運営しようとするもの。

られる。試験官は、１級審判員資格を持っている山

◆リーダーズ・ミーティング
2008年度末から取り入れらた制度。毎月、月初の

下
（明）さんか、２級審判員資格を持っている山下

練習日の練習前の時間帯に行われる会議。支部運営

（真）
さん。

に関する重要事項が話し合われている。当初幹部の

◆大会監督制

みを会議メンバーとしていたが、現在は意志のある

大会出場においては、選手と監督、３人で１チー
ムの監督制を採っている。特に監督に大きな責任と

全ての拳士に参加資格が与えられている。

権限を与えているのが特徴。監督は、大会までの練

◆年間活動計画

習スケジュール管理、技術指導、選手のマインドの

毎年、年初に目標を立て、年末に達成度を確認

ケアまでを行い、選手の最高のパフォーマンスを引

し、翌年の課題へと引き継いでいる。また、「昇格

き出す。選手は監督を信頼し、監督の方針に則って

を考え具体的に計画するシーズン」、「大会に向けて

最大限の努力をする。

集中するシーズン」、「術理を掘り下げるシーズン」

◆昇級昇格アドバイザー
（監督）
制

など、１年を４シーズンに分けて、練習のトーン設
定をしている。

受験者が、最高のパフォーマンスを発揮できるよ

◆年間ＭＶＰ

う、上位者が専任アドバイザーにつく。アドバイ
ザーは、試験日までの練習計画の立案から、技術指

2006年から毎年、年末に部員投票で、その年もっ

導、学科指導、受験者のモチベーション維持まで幅

とも頑張った部員を選出し、表彰している。過去の

広く見て、受験者を合格へとリードする。

受賞者は、荻野さん、塩谷さん、山田さん。

colum. ４

練習品質向上への取り組み

い。かといって、かさ張るため、自立式のミラーを

◇計画練習制度

ル・ミラーの裏にシートタイプの磁石を貼って、壁

保管することもできず、苦肉の策として、アクリ

毎回、その日の練習内容とスケジュールをあらか

に固定。練習時のフォーム矯正用鏡として重宝して

じめ決めておき、練習時は常時プロジェクターで映

いる。しかも格安。

し出している。これによって全員が今、何の練習を

◇秘蔵品！

しているかを共有し、練習密度を上げている。

ハンド・マッサージ機

部の秘蔵品の一つにハンド・マッサージ機があ

◇動画を使ったデバッグ

る。少林寺拳法にはご存知のとおり剛法・柔法のほ

特に大会演武の練習においては毎回のようにビデ

かに整法がある。整法のなかには、『北斗の拳』で一

オを撮って、どこをどう直すか、選手と監督とで確

躍有名になった「経絡秘孔」＝ツボを押す整脈など

認する。これによって直すべきポイントを明確にし

もある。そのためには、当然経絡秘孔の場所を覚え

て、次の練習に臨んでいる。

る必要がある。ハンド・マッサージ機でお互いマッ

※デバッグとはコンピューター・プログラムの間違

サージしあうことによって、この経絡秘孔の場所を

い
（バグ）を修正する作業のこと。デバッグにおいて

覚え、同時に仕事の疲れも取ることができる、一石

は、少しでもたくさんのバグを見つける心持で臨む

二鳥の代物。もっとも、マッサージ機といっても、

ことが肝要。

そんじょそこらで売っている陳腐な代物ではなく、

◇格安の秘密兵器

アクリル・ミラー

床屋さんで使うモデルなのでパワーと耐久性が違

通常の練習を会議室で行っているため、姿見が無

う。一部の部員は、電気整体と呼んでいる。
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