7月
Plan-Do-Check-Action の「プッ」

ぞくぞく新人入部！
〜巌さん、淺田さん、呉さん〜

IBM 少林寺拳法部が参加できる大会は、毎年10
月に開催される関東実業団大会のみとなる。そこ

５月から７月にかけては三田村さんの他にも、

で IBM では基本的に全員参加のスタンスをとって

新入部員＆体験入部があった。中国 IBM から出向

いる。

中の呉さん。高校の部活で初段を取った巌さん、

７月からは演武大会に向けての練習モードに

京都別院で３級を取った淺田さん。新たな仲間を

入った。まずは、演武の構成を決め、体に覚えさ

迎えて、ますますパワーアップ！

せる刷り込みの期間になる。少ない練習時間を有
効に使うため、練習のしっ放しにするわけにはい
かない。 IT 企業の強みを活かして、様々なツール
を活用する。毎回の練習で演武をビデオに撮影し、
それをみながら修正ポイントを明確にし、次回の
練習に繋げている。まさに、Plan-Do-Check-Action
の 実 践 で あ る。 今 年 も Plan-Do-Check-Action の
「プッ」
が始まった。

この月の出来事＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
□日本政府、海上自衛隊のインド洋における補給
支援活動の６か月延長を決定。
8月
大会に向け第2モード開始

島袋さん、ゲスト参加！

大会に向けて、第２モードに加速するとの宣言

沖縄合宿で大変お世話になった島袋さんが、お

が山下部長からあった。

子さんの夏休みに帰省したのを利用して、IBM 少

当時を振り返り、戸倉さんはこう語った。「私と

林寺拳法部の練習に遊びにきてくれた。常に微笑

松田さん組は荻野監督の指導もあり、もう構成も

みを絶やさない島袋さんだが、学生拳法部出身の

決まったし、一歩先んじてるなぁ……と自己満足

バリバリの拳士。サラリーマン拳士達の演武は、

に浸っていました。荒削り状態だけどもう動きは

彼女の目にどう映っただろうか。

覚えているゼィ！……と思いながら山下部長に見

昇級最短記録破られる！

て頂くと……ニコニコしながら『つっこみどころ満

大会を目前に控えて、三田村さん、菅原さんが

載ですね』と一蹴されたのです。あーやっぱりね

早くも３級合格！

……まだまだ……だ」。

入門から３級取得の最短記録は、１年と待たずし

2007年に戸倉さんが更新した

て更新されてしまった。記録は破られるためにあ
るというが、嬉しい限りである。この日から、２
人の大会準備が本格的にはじまった。
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ゴルゴの目を持つ男

〜金原さん登場！〜

中国から来た烏龍君

金原さんが体験入部された。大会前のピリピリ

淺田さん、巌さんに加えて、中国ハルピン出身

した時期ということもあって、体験入部という微

の呉さんの正式入部が決まった。

妙な距離の置き方をしている。結構周りに気を使

呉さんは、カタカナよみすると「ウー・ロン・ク

うキャラかもしれない。

ン」なのだそうだ。一発で決まったサイトネームは

テニスを長くやられていて、なかなか筋肉質な

「烏龍君」。それでいいのか？というまわりの心配

上に、やたら眼光が鋭い。後に正式入部後、サイ

をよそに本人の感想は「かっこいいですね」。……

トネームを
「シューゾーさん」と部長から命名され

え？そう？「龍」が入っているからというのがかっ

る。テニス＝＞松岡修

こ い い 理 由 ら し い。 確 か に、 明 竜・ 真 竜 だ け ど

造＝＞シューゾーさん

……。いまだに誰もちゃんと呉さんに説明してい

ということらしい……

ない……と思う。

捻りがない。周囲の反

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

応は……推して知るべ

この月の出来事

し。

□北京オリンピック開催。

9月
先輩後輩
９月になって大会モード全開となった。そんな
なか、小堤さんがゲストで来られた。小堤さんは、
慶応義塾大学理工学部少林寺拳法部の監督であり、
山田さんの大学少林寺拳法部時代の先輩にもあた
る。終始穏やかな笑顔でご指導いただいた。そん
な小堤さんが打ち上げの席で、「山田が今も少林寺
拳法部で頑張っているのは、嬉しいですね｣と山下
部長へコメントすると、山田さんは照れくさそう
に
「はぁ、ありがとうございます……」。何年たっ

野さん、戸倉さん、松田さん、菅原さん、三田村

ても先輩後輩なんだなーと、大学の少林寺拳法部

さん、の厳選された（？）８人。メンバーの半分が

と山田さんを少しうらやましく思えた日だった。

茶帯という大胆な編成にしたのは、「修練で成長」

やりっぱなしじゃ勿体ない

を表現するためのシナリオとの噂もあり、山下

IBM 少林寺拳法部は、大会前の練習の最後には、

（真）監督の厳しい指導に耐えられそうな顔ぶれが

毎回必ず演武披露タイムを設ける。部長や監督、

選ばれたのではないかとの噂もある……。

他の部員からの感想をもらうのだが、ちょっと照

チーム名：HAL-2008年修行の旅……に決定！

れくさいし、ちょっと緊張する。だけど、この積

命名者ダジャレ女王山田さんからのコメント、

み重ねが大会を楽しくさせる秘訣かもしれない。

「HAL は IBM の一歩先を行くという意味である。

もっとも、後で自分の映像を見てみると、思っ

（アルファベットで I の前は H、B の前は A、M の

ていたよりかなりひどくて、それなりにショック

前は L）今までの IBM チームよりも一歩先行く、先

を受けるのだが……。

の先を読めるという願掛けである。あるいは HAL

楽しい！？

は、High-performance All-stars の 略 で あ る な ど、

修練

団体演武

HAL〜2008年修行の旅

かなり無理矢理な後付理由も可能。結局は、藤井

この年の団体演武は、またまた新しいことに挑

リーダーのサイトネーム春一さんの HAL なだけ

戦してみた。テーマを設定し、それを表現しよう

だったりもする」。

というのだ、今年のテーマは「楽しい修練」。 また

この月の出来事＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

技術的にも、いくつかの新しい試行があった。新

□麻生太郎が日本の第92代首相に就任。

体操やフィギュアスケートばりの笑顔での演武。

□アメリカの大手証券会社リーマン・ブラザーズ

サッカーの応援よろしく天秤捕のウェーブなどだ。

が経営破綻。これが引き金となり、この後全世界

メンバーは、藤井さん、浅井さん、山田さん、荻

が未曾有の金融危機に陥る。
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10月
今年も暴れたぜ！

大会本番！

開場とともに、集計デスクをセットアップする。
IBM 少林寺拳法部が集計係を拝命して３年目にな
る。カリスマコンサル三好さんの力作による集計
システムは、コンパクトではあるが、必要な機能
を十分に備えていた。
リ ハ ー サ ル 直 前、IBM 少 林 寺 拳 法 部 オ ー ル メ
ンバーに召集が掛かる。毎年恒例、テンション・
フルスロットルの部長訓示。これで気持ちを戦闘
モードに切り替える。
2008年

ムーンファイヤー！

大会前、恒例の儀式。

大会結果

三段の部：藤井さん＆浅井さん（監督：山下（明）

段外の部：前日に米国から帰国、ジェット・ラグ

さん）
。２位に３点差をつけ、最優秀賞（金メダ

に悩まされるなか良く頑張った！

ル）
受賞

戸倉さん（監督：荻野さん）チーム。当てる当てる

松田さん＆

……迫力のフルコンタクト演武で優秀賞（銀メダ
初二段の部：山田さん＆荻野さん（監督：山下

ル）獲得

（真）さん）
。男性ばかり６組がひしめき合う激戦
区において、２位以下に７点の差をつけ、ブッチ

単演段外の部：まさか同門で３位争いを演じるこ

ギリの最優秀賞（金メダル）

とになるとは……淺田さん（監督：藤井さん）と呉
さん（監督：山下（真）さん）が、それぞれ出場。ま

四段以上の部：９組が出場した最激戦区。この年

だ白帯の呉さん、伸びのある突き蹴りを武器に、

も農林水産省支部の三浦さんと組んで臨んだ山下

切れのある会心の演武で、優良賞（銅メダル）獲

（真）さんが惜しくも１点差で最優秀、日本武道館

得。

賞を逃し、優勝賞（銀メダル）に。
団体演武の部：山下（真）監督、藤井リーダーのも
混合の部：この年入部の三田村さん＆菅原さん

と、浅井さん、山田さん、荻野さん、松田さん、

（監督：山田さん）チームが出場。六段＆初段のベ

戸倉さん、三田村さん、菅原さんがメンバー。１

テラン・ペアと一騎撃ちの末、こちらも１点差

点差で３位（優良賞）に入賞。

で、２位の優秀賞（銀メダル）。
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日本に来て一番嬉しい日
〜呉さんコメント
（原文のママ）〜
2008年度関東大会の時は一番忘れ難いです。
何は関東大会ですか？よくわかりません。多分
大切な試合であると思いました。先輩は一所懸命
に練習しましたので。
大会の時はとても緊張です。緊張に入場し、緊
張 に 準 備 し ま し た。 単 演 は 一 番 最 初 で す。 こ れ
はいいと思いました。最初からストレスが余りあ

はみんな先輩の素晴らしい表現を見ました。

りません。でも、意外発生しました。開始前にス

入賞や賞状を授与したのは自分にとってびっく

タッフは入場のルールを説明しましたのに、私は

りです。自分は銅メダルを入賞しました。外国で、

ぜんぜんわからなかった。日本語は下手ですから。

何も優秀な面がない私にとって、大変うれしいで

あの時、すごく困っていました。戸倉さんは私が

す。日本でいる半年ぐらいの間に一番うれしい一

困る様子を気にしましたが、簡単に私に説明しま

日です。監督、部長と先輩に感謝の気持ちは心中

した。実は順番に入場だけですね。はーはー、わ

にいっぱいあります。一生に忘れない一日です。

かりました。

この月の出来事＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

単演は始まりました。自分の時、監督が教えた

□松下電器産業が社名を「パナソニック株式会社」

方法を大体に出しました。自分は大満足です。後

に変更、国内での商標も「Panasonic」に統一。

11月
リーダーズ・ミーティング始まる！

が、IBM 少林寺拳法部の特徴を作っている。

幹部の支部運営参画を促進する目的で、この月

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

からリーダーズ・ミーティングが開催されること

この月の出来事

になった。第１回目は、来年のコーディネーター

□第44代アメリカ合衆国大統領にバラク・オバマ

体制の打ち合わされた。こうした試行錯誤の蓄積

（民主党）候補が当選。史上初の黒人大統領が誕生。

実業団の星
農林水産省少林寺拳法部

いるよ」と答えたら、「お前もなかなかやるじゃ
ないか」とよくわからないところで感心されま

三浦隆司

した。
興隆著しい日本 IBM 少林寺拳法部は頼もしく

日本 IBM 少林寺拳法部５周年おめでとうござ

目標となる部です。これからもよろしくお願い

います。心よりお祝い申し上げます。

します。

私と山下部長との出会いは７年前、植山先生
から山下部長を紹介されたのがきっかけでし
た。その後、日本 IBM に部を作られてからは、
同じ実業団の所属ということでさらに親交が深
まりました。また、山下真由美さんとは、組演
武のパートナーとして実業団大会に３年連続出
場、３年連続優秀賞（最優秀にあらず……）して
おり、もはや準所属会員くらいの気持ちです。
なお、IBM に関して言うと、私の父も IBM
に勤めていた点で大きな縁を感じています。先
日も、IBM に部があると聞き知った父が、私に
「知っているか？」と聞いてきたことがありまし
た。
「もちろん。一緒に練習させてもらったこ
ともあるし、部長の奥さんとは一緒に演武して
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12月
初鎮魂行！で始まる師走の練習

練習納めで１級・２級合格！

12月２日の練習は淺田さんの主座の鎮魂行で始

12月16日がこの年の練習納めの日となった。同

まった。淺田さんは長い休眠期間があるが、名門

時に、戸倉さんが１級に、淺田さんが２級に挑戦

京都別院のご出身。期生は山下（明）部長よりも古

する日でもあった。厚生労働省少林寺拳法部の小

い。初めての主座となったが、人生の重みと深み

林先生と、山下（明）部長がそれぞれの試験官。お

のこもったみごとな主座だった。

２人とも見事合格！気持ち良い練習納めとなった。

発表！2008年 MVP ！＠そばのソバ屋

荻野さん

練習納め後の「そばのソバ屋」にて行われた納会

「必殺！ズボン落し」
「 秘技！ゼスチャー聖句」な

で、恒例の年間 MVP が発表された。

ど IBM 少林寺拳法部独自の爆笑技をつくった功績、

この年の MVP は、山田さんと荻野さん、同点で

ではなく、表でも裏でも気遣いある元気な笑顔で

２人、２位も２人、呉さんと山下（真）さんが同点

皆をハッピーにしてくれたこと、など35ポイント

となった。

獲得！

・2008年

MVP・

山田さん

・２位・

細々としたお願いを、快く、しかも想像以上の

呉さん

成果でこなし、山田さんにお願いしたら間違いな

素朴な日本語使いの達人。「烏龍君（呉さんのサ

いという安心感、山下（明）さんの難解なギャグに

イトネーム）のタオルではない」、「烏龍君は来ま

反応できる、数少ない奇特な方で、 35ポイント獲

す」、「素晴らしい日本人だよ」、「獰猛ありがとう

得！

ございます」など多数の優秀作品を生み出した功
績、ではなく、謙虚な真面目さに共感、 23ポイン
ト獲得で同点３位です。
山下（真）さん
○○な部長をサポートし、時にはぐいぐい引っ
張り、めんどくさい事務作業をこなし、でもって、
自分も新たな演武に取り組み、大活躍で23ポイン
ト。烏龍君と同点３位獲得！
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