2008年
＜年間活動方針＞
2008年の活動テーマ「研究する」
学んだ法形から護身の原則を導き出し、使いこなすための道筋をみつける。
2008年の部の目標
−練習は作務から。 15分前集合の徹底
−助士・助教による基本練習、筋トレの増加
−助士・助教による昇級アドバイザー制
−コーディネーター制度更新・強化
−社内アピール（護身術教室、他）
−部員獲得５人
−昇級昇格10人
−大会での活躍
−外部講師の招聘年間３人
−他支部との交流
−合宿の実施（沖縄・夏）
−外練の実施（年４回）
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1月
THE 稽古初め

人生を３回変えてくれた人

１月８日、稽古初め。

１月29日、戸倉さん、林さんの２級昇級試験が

練習の後、山下部長か

行われた。本部職員の井上弘先生が試験官として

ら恒例となる年間活動

お見えになった。 井上先生は、山下（明）さんの人

テーマが発表された。

生に大きな影響を与えた恩人だ。１つ目はフルコ

2008年 の 活 動 テ ー マ

ン空手バリバリスタイルだった山下（明）さんに少

「研究する」
。 学んだ法

林寺拳法の奥深い世界を教えてくれたこと。２つ

形から護身の原則を導

目は山下（真）さんを引き合わせたキューピットと

き出し、使いこなすた
めの道筋をみつける。

して。３つ目は、支部をつくることを勧めてくれ

植山さん手作りのオリジナル
念珠を首に掛けて

たこと。人の縁は不思議だ。

また、毎年必ずここで、部の運営方針がリマイ

試験の後には、短い時間ではあったが廻蹴、足

ンドされている。

刀蹴の練習方法について教えていただいた。とて

①定期的な運動と楽しい練習を通して、日常業務

も理にかなった方法で、非常に勉強になった。時

や生活の活性化を図る。

間の長短と覚える内容は必ずしも比例しない事の

②組織拡大より組織充実を重視。

典型例と言える。戸倉さん、林さんはめでたく合

③多数の OB を排出し、社内活動の円滑化を図る。

格！

帰りに祝杯をあげたのは言うまでもない。

④日本 IBM の文化とそこで培ったスキルを遺憾な
く発揮し、少林寺拳法や社会に貢献する。
⑤業務、家族を優先し、細くても長く修行を続け
られる支部とする。
山下部長の考える実業団支部のあり方や、何よ
りも部員が継続的に参加できる事を重視した方針
である事が伝わってくる。部長自らが率先垂範す
るこの支部は、理想的であるといえるが、それだ
けに甘えることなく、部員一人ひとりが、個人と

この月の出来事＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

仲間と支部を、たとえ少しでも前進させることを

□世間では食の安全性に関わる事件が、立て続け

考えていかねばならないと思う。

に発生。
いい。しかし少林寺拳法の技術がもつ素晴らし

創部5周年、おめでとうございます！
㈶少林寺拳法連盟東京事務所
副所長 井上弘

さを証明したい』という意気込みで他流試合に
挑戦していました。その姿勢に私は感心してい
ました。今、振り返ると、パッと浮かぶのはこ

山下明人部長とは彼が学生時

のことです。

代のときからのお付き合いで、

その山下君が今、日本 IBM 少林寺拳法部の部

20年以上にもなります。いつも

長として５年になることは、大変うれしく思い

思い出すのは山下部長の学生時

ます。また今は学生の頃のように技術一本やり

代の頃です。今だからこそ言え

ではなく、思想もしっかり指導しています。毎

ますが、彼は、学生時代は強さを求め、少林寺

週のように部員の方に送られているメルマガの

拳法の技術を試したく、他流試合に挑んでいま

内容からも分かります。

した
（ある空手大会に参加していました）。

そして５年を節目に、今後さらに部長として

「少林寺拳法は使えない、弱い、……」と思い、

成長し、日本 IBM 少林寺拳法部を10年、 20年

他武道へ移った拳士もいますが、山下部長はそ

……と続け、また関東実業団連盟を支えていく

の当時、
『少林寺拳法が使えない、弱いと思っ

一人として頑張ってください！

ているのは、その当人自身。その人達はそれで

を期待しております。
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さらなる発展

2月
いちゃればちょーでー
沖縄合宿

The last day of the camp was spent doing sight

(Okinawa Training Camp)

seeing in Okinawa, visiting 玉泉洞 , 平和記念公園 ,

２月９日から11日まで、IBM 少林寺拳法部初の

琉球ガラスの工場見学 , and a meal course of Blue

宿泊合宿が沖縄の地にて開催された。

Seal Ice Cream and A&W hamburger. They had

春名沖縄連盟理事長や島袋理事とスクラムを組

a tight schedule but they all had wonderful guides

んだ、沖縄県連盟とのガチンコ・コラボレーショ

who ensured that they had a good time.

ン・イベントとなった。

The coordinator of the camp was Saito-

初日は、少林寺拳法をちょっと離れて社会科見

san. Saito-san had never been to Okinawa so

学。画期的な関節サポート装具を製作した㈱佐

he immediately took up the responsibility of

喜眞義肢を訪問させていただき、佐喜眞さんから

organizing it, and he definitely did a very good

様々なお話をお伺いした。

job of it!! Thank you Saito-san!!

開発に至った理由について、佐喜眞さんは「お客

沖縄合宿コーディネーター斉藤さんの談話、「３

様」と答えられた。装具の性能もさることながら、

級試験を受けたる松田さんも秋本さんも、試験前

佐喜眞さんの気さくで、真摯な生き様に多くの拳

日には『沖縄に来て恥をかいて帰るのか』などと呟

士が深い感銘を受けた。

いていました。２人合わせて100歳以上という年齢
でしたが、無事合格、本当におめでとうございま

腰痛持ちの山下（明）
さんは、この日、佐
喜眞さんにコルセッ
トを作ってもらっ
た。

した。また、今回の合宿では、土地勘のない我々
の た め に、 ３日 間 と も 地 元 沖 縄 の 皆 さ ん が エ ス
コートをして下さり、通常のツアーでは体験でき
ない贅沢な沖縄体験ができました。お世話になっ
た皆さん本当にありがとうございました。沖縄県
少林寺拳法連盟の皆様のご活躍を心よりお祈りい
たします。合掌」。

とても仲の良い
佐喜眞さんと
奥様のマチ子さん

The next day, the group had a very fun
practice with the Okinawa hosts（some members
of the IBM group still had hangovers from
drinking too much from the previous night.....）.
Two members of the group, Matsuda-san and
Akimoto-san took the 3rd Grade Brown-belt（3級）
exam, even though they had a little bit too much
to drink the previous night....However, despite
their hangover, they passed the exam with high
colors!! Big congratulations to the two warriors!!
練習後は沖縄の方々と合同の懇親パーティ。「少
林寺拳法」はどこへいっても共通言語、琉球泡盛
を 飲 み な が ら、everyone had a wonderful time
talking about Okinawa and how good and relaxing
Okinawa was.
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Observation and Training Experience for new

でもある。

members
2月21日、 28日

本番第１回目の２月21日。この日の参加者は少
少林寺拳法「体験教室」開催！

し寂しく１人。しかし １人に対して、部員総出の

Another major event this month was the

なんとも贅沢な体験教室となった。そのおかげか

holding of 2 observations and training experience

彼女は入部を決意してくれた。

for new members on the 21st and the 28th. 前年ま

本番第２回目の２月28日。今回の参加者は４人。

では
「護身術教室」だったが、この年から「少林寺拳

昨年の体験教室に出てくれた方が１人、大和事業

法体験教室」になった。これは、少林寺拳法の認知

所空手同好会の方が１人いた。

度向上と部員勧誘の色を強めたいという意思表示

内容は、少林寺拳法の説明、技の体験、寸劇と
ある。中でも寸劇は、女性が電車の中、映画館の
中、暗い夜道で痴漢にあうが少林寺拳法で撃退、
というコテコテの内容だった。痴漢にあった女性
役は荻野さん。痴漢役は、藤井さん、戸倉さん、
和田さん。皆さんなかなかハマリ役？
田中さんリーダーのもと、
All members corporate and prepared well for
these events and the result was a success!!

寸劇その１
電車内の痴漢撃退

田中リーダー、大役お疲れ様でした。
護身術教室コーディネーター田中さんのコメント、
「事前の社内告知（ポスター、エレベータ掲示板、
ブログ）をはじめとし、何から何まで少林寺拳法部
メンバーの様々な支援を得て実現に至った。小規
模ながら２回とも参加者にお越しいただくことが
でき、この時の参加者の中から、菅原さんが入部
してくださったことは素晴らしいことだった」。
この月の出来事＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
□マイクロソフト、ヤフーに対し446億ドルでの企
業買収提案。ヤフーは後に提案を拒否。

寸劇その２
夜道の酔っぱらい

□東芝、HD DVD 市場からの撤退。

3月
Extra Training
（特別練習）

ジョギング大会には走る以外にもうひとつの楽

Extra training sessions were held in the Otsuka

しみがある。応援スタッフの差し入れ弁当だ。春

Dojo after which everyone went drinking beer.

の気配が広がりつつある皇居前で、差し入れ弁当

Beer after training tastes very nice!

を食べてると、ピクニック気分になれる。

This month was full of training, and Matsuda-

荻野さんはランナーでありながら、朝５時に起

san and Akimoto-san received their certificates

きてお弁当作りもこなしてくれた。

for passing the 3rd Grade Brown-belt（3級）exam.

光のどけき春の日に、ランナーの４人はそれぞ

Tokura-san and Hayashi-san received their

れのペースでスタート！！

certificates for passing the 2nd Grade Brown-belt

の日も、楽しい春の１日となった。

（2級）exam. Big congratulations to them all!!

結果はともかく、こ

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

関東実業団連盟 皇居一周ジョギング大会

この月の出来事

16回目を迎えた関東実業団連盟の皇居一周ジョ

□シンガポールに、直径150m、最高地点の高さ

ギング大会が、３月８日（土）に行われた。この年、

165m と、 世 界 一 の 大 観 覧 車 と な る「 シ ン ガ ポ ー

IBM 少林寺拳法部からは４人が個人の部に参加。

ル・フライヤー」正式オープン。
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4月
桜見ながらもんじゃ焼き

初使用の日。アクリル板のため多少の歪みは出る

春といえば花見、IBM 箱崎事業所裏の隅田川堤

ものの、フォームの矯正用としては申し分ない。

防はちょいとした桜の名所。４月２日は、みんな

部長コメント、「部員の皆さんには、鏡の前で思

で夜桜を見に行くこととなった。

いっきりナルシストになってもらい、最高に格好

夕暮れから夜にかけての隅田川沿いの景色はと

良い自分を見つけてもらいたい」。

てもきれいで、ドラマのロケにもよく使われる。

目指せ、黒帯！

その桜並木を抜けると、目の前には下町の香りた

４月29日は６月の昇段昇級試験を見据えて外練

だよう月島の町。戸倉さん、山下（明）さんが昔か

を行った。目標を設定して、それに向けてのシナ

ら通っているもんじゃ屋の暖簾を皆でくぐれば、

リオやスケジュールを決めてアクションを実施す

ソースのにおいが津波のように押し寄せてくる。

るという IBM 流のやり方がここでも活かされてい

今宵も、ビールがよく進む……。

る。普段はコンクリの上で練習しているだけに、
マットが敷き詰められている会場で存分に受身の
練習もおこなった。

秘密兵器

ミラクル・ミラー♪

４月８日、新兵器がお披露目された。ミラーで
ある。体育館などのスポーツ専用施設なら当然の

ヨガ・マスター

備品だが、IBM 少林寺拳法部のホームグラウンド

三田村さん入部

この頃、三田村さんが入部。実はこの三田村さ

は会社の会議室。

ん、ヨガ・インストラクターの資格を持っていて、

冷暖房完備というメリットはあるが、反面デメ

その気になれば教室を開くこともできる。準備体

リットも多い。例えば、床がコンクリートである

操での三田村さんヨガは、IBM 少林寺拳法部の名

とか、壁が殺風景なスチールであるとか、そして

物の１つにもなっている。

鏡が無いことも。たとえ購入してもその保管場所

肋骨にヒビが入っていても、弱音を吐かずに少

が無いことも大きなデメリットだった。

林寺拳法の練習に参加する忍耐強さと、「世界で一

窮すれば通ずとはよく言ったもので、山下（明）

番大切な人は、娘」、と公言する子煩悩で家庭的な

さんがアクリル・ミラーを磁石で壁に張り付ける

お父さんの顔を持つナイスガイ。

ことを思いついた。確かにそれなら、多くの問題

三田村さんのサイトネーム * のゼロの由来は、

が解決できる。この日はそのアクリル・ミラー、

1970年代にオカルトブームを巻き起こした、つの
だじろう『うしろの百太郎』に登場する霊能犬 “ ゼ
ロ ” だ。三田村さんに霊能があるかどうかは、今の
ところ不明。
＊サイトネーム：IBM 少林寺拳法部 WEB サイト内
で使っている本名以外の通称。通常、山下部長が
名付け親となる。
この月の出来事＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
□チベット仏教最高指導者ダライ・ラマ14世、日
本への立ち寄り後、アメリカ合衆国訪問。
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5月
ゆらりゆられて川の上

カヌー＆キャンプ

がら、深夜まで話が弾んだ。

５月10〜11日、１泊２日で那珂川カヌーツアー

翌朝は、昨夜のチャンドラ・カレーをピザ生地

をに出かけた。 山下部長をはじめ松田さん、荻野

にのせて、カレーピザ。これが、また最高におい

さん、山田さん、チャンドラさん、林さんの６人

しかった。

が参加した。
午前中は、スクールで進み方、曲がり方、止ま
り方など基本的なパドル操作を教わった。
午後、川上のスタート地点まで搬送してもらい、
いよいよ川下りの開始。
川からの景色はとてもいい。道路、陸地からは
見ることのできない世界が眼前に広がる。
関東近郊にしては意外に静かで、水の音が心地
良く響く。遠くで鳥の声も聞こえた。
途中、難しいところもあったが、皆さんなんと
か乗り切って、ゴール地点に無事（？）到着。
皆さん日頃の行いが良いのか、ゴールしたとた
ん、ザーッと大雨に。
夕飯は、チャンドラさんお手製のサラダとカ
レー。既成のルーなど使わない、チャンドラさん
持参のスパイスで味付けされたフィジーカレーは
絶品。最高に美味しい。思い出しただけでも、よ
だれが出そうだ。すばらしい！！

また作っても

らう機会を無理やりでも作りたいぐらいだ。
夕飯後は、ティピー（インディアンが住んでいる
円錐のテント）で、燻製チーズ、おつまみを食べな
トーだが、これは決して妥協するとか、いい加減

悲喜こもごも
５月13日、昇段昇級審査のプレテストが実施さ

という意味ではない。厳しい切磋琢磨があるから

れた。三段に２人、二段に１人、１級に２人、３

こそ、練習が一層おもしろくなる。プレテスト合

級に４人が挑戦したが、プレテストに合格して本

格者は藤井さん、荻野さん、松田さん。

審 査 に 進 め た の は ３人、 ち ょ っ と 切 な い 結 果 と

この月の出来事＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

なった。

□プロスキーヤー三浦雄一郎が、日本人最高齢と
なる75歳７ヶ月でのチョモランマ登頂を果たした。

「おもしろおかしく」が IBM 少林寺拳法部のモッ
6月
藤井さん、荻野さん、松田さん、試験本番
前月のプレテストをパスした３人が、本審査に
臨んだ。結果はめでたく全員合格。藤井さんは三
段に、荻野さんは二段に、松田さんは２級に合格
した。IBM 少林寺拳法部独自のプログラムである
１ヶ月前のプレテストが効果を発揮したようだ。
本審査と同じ手順で、本審査より厳しいのではな
いかと思われる事前審査を行うことによって、本
番で持てる実力を発揮できるようするための工夫
と言える。
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