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「 The Endless Quest／終わりなき探求 」に秘められたメッセージ 

William J. Dometrich 先生の死を悼む  

US 千唐流主席範士ウイリアム J.ドミトリチ先生

が去る 3 月 22 日に逝去されました。 
ドミトリチ先生は1951年千歳強直先生の門下生とな

り、厳しい修行の末に師範の称号を修得、以来アメ

リカ合衆国空手の先駆的役割と千唐流空手道の普及

に邁進され、世界的にも著名な空手家としての足跡

を残されました。享年 77 歳。 

 

 
察知していました。それは裏を返せば、“海外に出

た時は真剣勝負！”の強い気持ちを持てというこ

とでした。多分その気持ちはその立場に立って初

めて分かることで、私は今でも海外での稽古に出

る時は、当時と変わらぬ心境を持ち続けています。 
 
私は、空手衣に着替えながら高まる緊張感を感

じ取っていました。“何かが始まる！”。 

 
千歳強直翁とドミトリチ先生 

 ピーンと張り詰めた空気が漂う主道場に導かれ、

私は中央に立たされました。数十人の黒帯連が私

を取り囲むように座り、食い入るような視線を送

っているのが分かりました。上座前に立った

Dometrich 先生は甲高い声で「組手を行う！フォ

ックス、前に！」と言い放ちました。 
そうです。試合です。 
私は心の中で“ヨッシャ！来い“と呟き、黒人ﾌｧ

ｲﾀｰに相対しました。 
かなり激しい攻防があったようですが記述できる

明瞭な記憶を今は持っていません。ただ一つ思い

出すことは、戦いが終りフォックス（当時ﾏｼﾝｶﾞﾝﾌｫｯ

ｸｽの異名を持った全米屈指のﾌｧｲﾀｰ）と握手を交わした

後に言われた「Welcome！」の言葉です。 
 
ウエルカム 

Dometrich 先生との出会いはとても衝撃的だった

ことを覚えています。 
先生は、シンシナティ空港に着いた私を無言のまま

車に乗せ道場に連れて行きました。日本風の門をく

ぐり先ず小道場に案内され、直ぐに空手衣に着替え

るよう促されました。 
当時のアメリカの空手事情は弱肉強食の感があり

「負けたら終り！」の雰囲気が暗黙のうちに漂って 
おり、私は日本人の一人として敏感にその事情を 

 

 
US.Chitoryu 養成館道場前 
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京都武徳殿 

Dometrich 先生は、空挺部隊そして警察官・保安

官として勤務されていた経歴からいつも威風堂々

としておられました。稽古は常に厳しく私には怖い

存在でしたが、所属していた保安官事務所に私を連

れて行っては「こいつは俺の義理の息子だ･･･」と

周囲の人に紹介していたことを思い出します。 
日本流に言えば優しくて力持ちの先生と今思え

ば最後の出会いとなったのが、平成２０年（2008）
京都武徳殿で開催された世界武徳祭の折です。 

 

その時の先生は元気バリバリの往年の姿とはうっ

て変わり、パーキンソン病に罹っている身体を杖 

 
先生&バーバラ奥さん 

そして周囲の人

の支えを受けな

がら歩く状態に

なっていたので

す。その姿はとて

も痛々しく、私は

“こんなに悪い

とは･･･”と絶句

してしまいまし

た。だがしかしで

す。私はその日午

後、奇跡のような

場面を目の当た

りにするのです。 
 

いざ大会の舞台に立つと、大勢の人達を前に平気の

平左で古流形を舞ったのです。私もその時、後輩の

樋口と共に演武を行ったのでその光景は今でも脳

裏に焼きついています。 
この不思議を実証するには、私も 85 歳の年齢に

なったある日ある時、老体に鞭打って古伝の形を舞

わなければなりません。今はできると信じています

が……22 年後の未来の話です。 
 
話題が過去～未来へと飛んだところで話をドミ

トリチ先生に戻しましょう。 
武徳祭が終盤にさしかかった頃、私の耳に「ｱｰ  

ﾕｰ ｼｭｱｰ」「ﾘｱﾘｰ」等の会話が入りました。 
それはドミトリチ先生が範士演武に出場するかど

うかをめぐる話のやりとりだったのです。私は先生

が演武をするとは夢にも思っていなかったのでと

ても驚きながらも内心“千歳先生の時と同じだ！”

と、ワクワクどきどき でした。果たして……、 
事の顛末はこうです。 
 
撮影禁止の注意を受けていた私は「これは最後の

機会、見逃したら一生後悔するぞ！」と、カメラ位

置は良くなかったのですが何とか先生の演武シー

ンを捉える態勢をとることができました。 
 
セイサンの演武 
先生は娘のシェリーに付き添われて出場口へ。そ

して独力で演武場そして演武線に進み自然立ち、左

右には居合道範士が陣をとる。「セイサン」の声が 

 
別次元のスイッチが入る 

殿内に響き武

の舞いが始ま

った。そこに 
は私が知る屈

強の男がいる。 
“オッ！”と言

わせる鋭い突

き、柔らかな足

取りそして手

刀の動き、周囲 

オーバーラップ 
それは晩年の千歳翁とオーバーラップする光景

でした。 
 
私は千歳翁晩年の直弟子で、翁と起居を共にしな

がら稽古を続けほとんどの時間側に付き添って行

動していました。色々な思い出話がある中で今でも

不思議に思っていることが一つあります。それは、

椅子から“よっこらショ～っと“立ち上がるヨボヨ

ボな御老体が、一度（ひとたび）空手衣の袖に手を通

すとまるで若返りのスイッチが入ったかのように、

背筋がピシット伸びて壮年期の身体に変身してし

まうことでした。気が成せる技と言えばその通りな

のですが、普段の様子を常に見ているのでその変幻

ぶりには、”これは一体何･･･！？“とただただ驚愕

するばかりでした。その極めつけが、逝去する前年

の昭和 58 年（1983）年に初めて企画した「宗家杯

大会」の時に起きたことです。病んでいる体で立ち

上がるにも苦労する状態だったのにもかかわらず、 

 

を圧する気合、隙がない！正に円熟味を帯びた老練

な演武だ。掬い受けから前手そしてゆっくりと収め

の姿勢をとる。背筋はピシッと伸びたままだ。上座

への礼。演武線から下がる･･･すると殿内各所から 
大きな拍手と喝采が起こり始めそれがなかなか鳴

り止まらない。それは先生に送る称賛の大合唱のよ

うに心地良くそして誇らしく私に伝わった。 
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円熟味を帯びた老練な最後の演武（2008 年 4 月 京都武徳殿） 

    
 

ドミトリチ先生は私に「ケン！Dr. Chitose の空手を

解明しろ！ そして私が生涯の課題とした The 
Endless Quest の答を出せ。分かったな！」のメッ

セージを人知れず送っていたのです。 
私は思わず“よしッ（Yes）！！”と低く呟き、先

生へ約束のシグナルを送りました。 

メッセージとは 
あの日から４年の年月が過ぎ、同じ春の季節を迎

えた今日、千歳翁を敬愛し千唐流に生涯を捧げ、多

くの人から愛された鋼鉄のような強い身体と意志

を持った青い目の侍ドミトリチ先生が旅立ってし

まいました。 
私は、先生が著述した「The Endless Quest.／終

りなき探求」の本を横に置いて文章を綴りながら、

先生が本を通じて多くの人や私個人へ伝えたかっ

たメッセージは一体何だろうかと考えました。 
気だるい状態が数日続きボーッとしていた朝方そ

れは突然やってきました。直感が閃いたのです。 
 

 

2000 年 10 月、私は Peter Giffen 錬士師範

（Canada）の招聘によりオンタリオ州トロント市

で単独演武を行いました。  
演武会では Dometrich 先生と Tsuruoka 先生のご

来場の栄をうけ、さらに演武後、両先生から「プロ

ペラが回っているよ。親父さん(千歳先生）に近づ

いてきたね･･･頑張れ！」と、励ましの言葉を頂き

ました。 
 

 

 

私は今でも千唐流

の多くの指導者か

ら異端視そして批

判されています。 
しかし彼等指導者

の誰一人として千

唐流空手のシステ

ムである首里手と

那覇手そして唐手

(古流・古伝）の結び

つきを探求しよう

としません。である

ならば、私がその務

めを果たさなけれ

ばなりません。 

そうなんです！！「The Endless Quest.／終りな

き探求」に隠された私へのメッセージとは、その言

葉だったのです。 

 そしてその務めこそが、父のように千歳先生を敬愛

し千唐流に生涯をかけたドミトリチ先生の意志を引

き継ぐことになると確信したのです。 

 

 
Hanshi Dometrich 

Dear Mrs. Dometrich,  
 
There is simply not enough words to tell you how sorry I am for the loss of Hanshi 
Dometrich. This loss is so unfortunate and know one should have to endure the 
pain you and your family are going through. May you feel our love and know we 
are praying for you. 
We hope you know that you are not alone in this. There are many people who cared 
for Hanshi Dometrich and he will be dearly missed...                  Regards, 
 
             ― Roland J. Figgs, Sr.  Ryusei Karate-' } , U.S.A. 
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Dear Mrs. Dometrich, 
 
I pray that your pain of loss is comforted some how. Hanshi Dometrich was many things to many people, 
but he was first your husband most of all. I have a heavy heart as well and will honor Hanshi always. 

I would like to thank you and Hanshi for providing the great foundation dojo 
that has taught thousands and has been a shining example of a proper dojo to 
the world.  
I appreciate the struggles you must have went thru over the decades as I run 
my own dojo now.  
I want you to know that on the Sat following his passing we held a moment of 
silence in my dojo with a bagpipe version of Amazing grace.  
Thank you and Hanshi for all you gave and done, you and Hanshi Dometrich made a difference.... The 
world has lost a good man of which there are so few. 
I pray that the future teachers of the science have such conviction.  
He will be missed but never forgotten,   Regards, 
                                               ― Shihan  Roger Young   Torakan Dojo, U.S.A. 

 

Remembering Dometrich-Sensei 
 
It is with great sadness that I note the passing of William Dometrich, ninth dan and head of the United 
States Chito-Ryu Karate Association. 
 
As one of O-Sensei’s original students, Dometrich-Hanshi was a treasure trove of information about 
Chito-Ryu technique. I recall a summer camp that Dometrich-Sensei taught for the Canadian 
Chito-Ryu Karate Association in Canmore, Alberta, in the late 1980s or early 1990s. In teaching no. 5 of 
Niseishi bunkai, he showed a method that O-Sensei originally taught him, which was like judo’s ude 
garami. O-Sensei changed it to the current no. 5 because of the stress that the original technique put on 
the shoulder joint, making it dangerous for beginners. 

 

I still teach the original method of no. 5 to my senior students as 
tribute to what I learned from Dometrich-Hanshi. 
 
The first time I met Dometrich-Hanshi was in 1970, when I fled 
down as a boy with my teacher, Higashi-Sensei, to participate in 
a tournament in Kentucky, organized by Mr. Dometrich. As I 
recall, I won one fight, using flying sidekick, and then lost my 
second fight to a bigger, tougher boy. 

That night, after the tournament, Dometrich-Sensei showed us his dojo with great pride. I was a little 
intimidated him because of his stern matter and because he was a police officer. But then I remember 
him revealing another side to his character that changed this impression. He quoted a letter he had 
written to a martial arts magazine, and he ended it with a Zen poem. I don’t remember the poem now 
but its feeling was very lyrical and evocative. Like the man who quoted it, it had great depths. 
 

—Peter Giffen, Ryusei Karate-Do Canada 
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試 練 
錬士 六段 岡下和孝 

 

 

桜も咲き、ようやく春ら

しくなって来ました。 
この春に、高校受験をし

た人が 10 人、大学受験

生が 5 人いました。半年

ほど受験休みをする人

がほとんどですが、中に 

 

大会では、自分の強さを試します。負けるまで勝ち

進むわけですが、自分より強い人にひるまずに挑戦

していきます。 
でも、なぜ入試や審査を受けたり、つらいことや難

しいことに挑戦するのでしょう？ 
『人間は、成長するためにある！』と坂本先生に聞

きました。 
人間は、自分を成長させるために、自ら自分に試練

を与えるのです。その試練を乗り越えることによっ 
は入試ぎりぎりまで空手の練習を続け 3 月の審査

で初段を取った人もいます。 
船橋道場の石田みのり初段は立命館大学と立教大

学に、春日部道場の神林初段は、海上保安庁に合格

しました。それぞれの進路が決まり、新しい門出に

エールを送ります。 

 

 
上野不忍池の春 

て、人間は成長し

ていきます。その

ことで人は充実感

を得て、生き甲斐

を感じるのでしょ

う。なまけて成長

しない人は、心の

どこかで満たされ

ないでいるのだと

思います。 

人生には、いくつかの分支点や壁（ﾊｰﾄﾞﾙ）が有り

ます。どちらを選ぶのか？壁を超えられるか？が試

されます。 
空手では、昇段級の審査や大会があります。審査は

主に「形」で判断していきます。「形」は努力した

分上達しますが、「組手」の勝ち負けでは、努力し

なくても強い人がいますし、努力しても勝てないな

ど、素質（センス）が大きく左右するので努力の度

合いが分かりません。「形」は、努力の度合いや技

量が良く分かるからです。 
級段が上がるに付け「形」はどんどん難しくなって

行きます。私など新しい「形」を教わるたびに「こ

んな難しい事できないぞ！」と思います。でも諦め

ずに、こつこつやっている内になんとかできるよう

になります。階段を一段一段昇るような感じで「形」

を一つ一つこなして行くと、気が付けば大分上の方

に来たな・・と思いますが、まだまだ上があります。

一段一段の積み重ねです。 

 

小さい頃から、空手の審査や大会で成長の階段を一

歩一歩昇る訓練をしてきた人は、人生の階段も着実

に昇っていけると思っています。 
自分に試練を与え、その試練を乗り越えるには、困

難なことから逃げずにぶつかって行く勇気と努力が

必要です。ハードルが高ければ高いほどたくさん努

力をして、その分たくさん成長します。努力をすれ

ば必ず叶うものだと言うことを、空手を通じて体で

覚えてほしいと願っています。 
 
唱和：我々空手道を修行する者は、常に武士道精神

を忘れず、和と忍を持って成し 
   そして力必達（つとむれば、かならずたっす） 

 

手 の 音 （ Sound of the Ti ） 
 

フランス旅行記 第三章 旅本番！！ 
参段指導員 須田 敦子 

 

今回のツアーはかなりの欲張り企画のため、ほぼ毎

日朝が早かった。あまり早起きが得意ではない私た

ちにとっては寝坊が一番の心配だったかもしれな

い。 
初日は長旅の疲れもあって特に不安だったのだが、

特別な環境のせいか目覚ましが鳴る前に自然と目

覚めることができた。フランスの朝は基本的にはビ 

 

ュッフェ形式なのだが、最初のホテルは日本のツア

ーが何組も泊まっていたため周りが日本人だらけと

いう不思議な状況になっていた。どのツアーも出発

が早いらしくレストランは大混雑であったがしっか

りと朝ごはんを食べ絶好調での観光スタートをきる

ことが出来た。 
 
まず、サーキットで有名なモナコ公国へ。私はモ

ータースポーツに疎いため正直なところそれほど期

待はしていなっかたのだが、男の人にとってはかな

りの興奮材料のようで私とは対照的に待ちきれない

様子の夫が見ていて面白かった。 
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バスを降り少し歩くと眼下にモナコの港町を見

下ろせる高台にでた。キラキラの太陽に照らされた

ヨットハーバーの風景が最高だった。とても暑かっ

たのだが強めの潮風が心地良く吹いており、本当に

気持ちのいいひと時を過ごすことができた。そこか

ら２０分ほど散策すると途中にいかにもサーキッ

トというような赤と白の路側帯のＳ字カーブが普

通の街中に現れて衝撃を受けた。私は、モナコサー

キットというのも鈴鹿のような囲まれた場所なの

だと思っていたため、一般のお店や民家の脇を縫う

ようにコースが作られていることに驚いてしまっ

たのだ。今まで全く興味を持たずにいたのに生でレ

ースを見てみたくなった。 

 

モナコ観光を終えてフラゴナール香水工場の見学

をはさんで次の目的地である鷲の巣村に向かった。

南仏には何箇所か、鷲の巣村・鷹の巣村と呼ばれる 

 

村があるそうだ。今回

訪れたエズという村

はその中でも代表的

なところだそうだ。鷲

の巣村とは敵の襲撃

を避けるため高地に

作られた小さな集落

である。狭く急な石畳 
（右写真 →）  

 

の階段が長く続く様子が、防御に重点を置いて作ら

れていったことを物語っていた。きつい坂道に膝が

ガタガタになりながら一番上まで登ると雲が真横

を流れるくらい高いので、眺めもとても良かった。

モナコとはまた異なる少し神秘的な世界だった。 
 
その後ニースに戻って午後は自由散策だ。日本で

は少し秋めいてくる九月半ばだが、こちらはまだま

だ暑くＴシャツやノースリーブでちょうど良かっ

た。 真っ青な海と浜辺が広がっていて多くの人が

海水浴を楽しんでいたのだがさすが外国、トップレ

スのお姉さま方にちょっとドッキドキしてしまっ

た（笑）。 
 
海辺から一つ路地を入ると市場が出ていた。雨が

少ないこともありこの時期の南仏ではあらゆる場

所で市場が開かれており、とても活気が溢れてい

る。眺めて歩くだけでもワクワク出来てとても楽し

かった。 
 
 観光初日はかなり歩いて疲れたが、南フランスも

計画に組み込んで大正解だったと確信した。明日は

もう一日南仏観光だが、明後日は大好きな中世の古

城を巡る予定である。本当に楽しみだ。 
（次号に続きます） 

 

フルマラソン参戦記－本番編  
春日部道場 齋藤 真一 

 

 NAHA マラソン前日那覇空港に降り立ち、真っ先

に感じたことは、「暑い…」でした。関東地方は 10
月下旬から徐々に寒くなり、ようやく寒さに体も慣

れてきた所で真夏に逆戻り、つらい温度差でした。 
 ゼッケンは前日引換の為、空港から直接、奥武山

陸上競技場へ行きました。ゆいレール（ﾓﾉﾚｰﾙ）で那

覇空港駅から 4 つ目、壷川駅をおりてすぐそばのと

てもアクセスの良い場所です。現地はすでにランナ

ーで一杯でした。競技場では、明日の準備が着々と

進められていて、見ているだけでテンションが上が

ります。前日の天気は曇りでしたが、当日は晴れの

予報厳しいレースになりそうです。 
 
 はやばやとホテルにチェックインして、夕食を取

りながら義父と明日の作戦会議をしました。参加人 

 

数約 25,000 人。時間を間違えると会場へ行くゆい

レールに乗るのも大変そうです。9 時レーススター

トなので、7 時にホテルを出て、早めに荷物を預け、

それからゆっくりしようという事になりました。

何しろ次の日の朝食をコンビニに買いに行ったと

ころ、おにぎり、弁当、バナナ等が売り切れにな

っている状態でしたから。 
 当日の朝は、4 時に起床して準備をするつもりだ

ったので早々と布団に入りました。が、テンショ

ンが上がりすぎていて眠れません。結局ほとんど

眠れませんでしたが、体の疲れはとれていたし、

自分に出来る最大限の練習を積んだ自信もあった

ので気負いもなく、万全の態勢で当日を迎えるこ

とができました。 
 陸上競技場につくと、予想以上にすごい人でし

た。この人数で本当に走れるのか？トイレで用を

たすのも 20 分かかるし、経験したことのない事ば

かりでした。 
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 8 時を過ぎた頃からゼッケンナンバーごとのブロ

ックに並びます。私のゼッケンは G11691 なので G
ブロックに並びました。申告タイム順にナンバーが

割り振られているのですが、聞いていた通りマナー

が悪いです。B ブロック（通常 2000 番位）に 20000
番以上のゼッケンを付けた選手が平気で並んでいた

りします。ちなみに NAHA マラソンの完走率は約

70％。東京マラソン 2011 の完走率 97.2％に比べる

と、あまりレベルは高くないようです。 
 スタート待機所からスタート地点へ移動し、スタ

ートを待ちます。花火が打ち上がり、スタートを告

げる万国津梁の鐘が鳴り響き、NAHA マラソンスタ

ートです。コースは平和記念公園を中心とする、那

覇市、南風原町、八重瀬町、糸満市、豊見城市の沖

縄南部 5 市町を回ります。 

 

 

 

く、しかも道幅は狭めでカーブが続き、とても走

りにくかったです。反面、街並みの中を通過する

道なので、応援やエイドが多かった事を覚えてい

ます。途切れることがありません。中にはエイサ

ーの演舞、生バンドの演奏（ひたすら鉄腕アトム

を演奏していました）、山羊を連れたおばあちゃ

ん、チャイナドレスを着たお姉さん達（東京から

毎年応援に来ているそうです）までいます。 
このあたりになると、人も多少ばらけてきて自

分の走りたいペースで走れるようになります。調

子よく走っていると見覚えのあるウエアーが…な

んと、はるか後方を走っていると思っていた義父

が、15 キロ地点まで先行していたのです。 
 17キロ地点から中間地点まで、最大の上り坂（高

低差 60ｍ）が待ち構えていました。しかも直線な

ので、前をみるとあまりの急坂にいやになり、上

を見ないようにして走っていました。坂もそうで

すが、時間も 11 時を過ぎて、気温もかなり上がっ

ていました。ふと沿道に目をやると、子供たちは

タンクトップに半ズボン姿で応援していました。

あきらめて歩いて坂を上るランナーも多く、かな

りの難所でした。 
 登り坂が終わると今度は下り坂です。「下り坂は

ペースを上げるのではなく休むんだ。」義父の助言

通り、飛ばさずに自重し後半へ向けて脚を温存し

ました。 
 平和記念公園に差し掛かると、やっと中間地点

です。練習の成果か、まだまだ行けます。沿道を 
見ると何やらランナーの行列があります。なんと 

 スタートしてから 10 分、全く動きません。話には

聞いていましたがこの待ち時間は精神的に堪えま

す。ようやく動き出しましたが、しばらくは歩いて

止まっての繰り返しでした。約 20 分後ようやくスタ

ート地点に到着しましたが、なかなか走れません。

序盤はあきらめて周りと一緒に流れていました。沖

縄一の繁華街、国際通りを抜けてひめゆり通りに入

ると、道幅も広くなりこれからようやくスタートと

いう感じになりました。とはいえ、まだ自分のペー

スでは走れませんが…又、暑さにも悩まされました。

朝からとても良い天気で、南国の太陽が照りつけて

いました。夏場の練習では、1 時間に 1 回の給水を行

っていましたが、この暑さは危険と感じ、こまめに

水分補給をするようこころがけました。 
 8 キロ地点まではアップダウンが多く、序盤の難所

でした。特に真玉橋と呼ばれる橋は勾配もきつく、

辛かった事を覚えています。でも本当にきついのは 
ここからでした。国道 507 号線はアップダウンが多 

 私設エイドで沖縄そばを配っていました。NAHA
マラソンは私設エイドもすごいのです。おにぎり、

バナナ、牛丼、黒糖、サーターアンダギー、アイ

ス、スポーツドリンク等、中にはビールや泡盛も

あります。頂いたものでうれしかった物のベスト1
が塩、ベスト 2 がチューチューアイスです。ワー

スト 1 は文句なしにサーターアンダギー（沖縄ド

ーナツ）でした。口の中の水分をみんな持ってい

かれました。ちなみに大会運営側の公設エイドに

は水しかありません。地元の人達は、マラソンを

走らなくても応援という形で、NAHA マラソンと

いうお祭りを楽しんでいるのだなと改めて思いま

した。 
 沖縄のマラソンと言うと海を見ながら走る事を

イメージしますが、海が見えるのは 28 キロ地点付

近のみでした。 
 
 30キロ地点を超えるとやはりきつくなってきま 
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す。それまでは 5 キロごとにタイムを確認していた

のですが、このあたりから 1 キロごとにタイムを確

認することにしました。32 キロ地点を過ぎた頃には、

それまでの 5 キロと今の 1 キロが同等に感じられる

ようになりました。周りを見回すと地面に寝ている

人、歩いている人、ストレッチをしている人が多く

なりました。 
 35 キロ地点、自分が走った事の無い領域に入りま

した。ここまで来ると、足の痛くない所がありませ

ん。特に足の裏、足を着くたびに激痛がはしります。

気を紛らわせる為にエイドでは必ず水をもらい、頭

から被りました。又、子供たちの声援に応え、ハイ

タッチで気を紛らわせました。残り 7 キロ、足はす

でに限界。あとは気合と根性で乗り切るしかありま

せんでした。でも、考えることは「何で沖縄まで来

てこんな苦しい思いをしているんだろう」「これが終

わったら 2 度とマラソンなんか走るものか」等こん

な事ばかりでした。周りは、歩いている人の方が多

くなりました。 
 40 キロ地点ゴールの競技場が見え、最後の登り坂

です。無茶を承知でここからラストスパートをかけ

ます。はやく終わらせたかったからです。最後の力

を振り絞ってのスパートだったのですが、思ったよ

り力が残っていたようでガンガン行けました。周り

は、走っているのだか歩いているのだか分からない

状態でしたのでごぼう抜き。この区間で 200 人以上

抜いたと思います。 

 そして広がる屋台群でした。まるで走ったらとり

あえず飲めと言われているようでした。さすが沖

縄と思いつつ 12 日ぶりのビールを堪能しました。 
 義父も無事完走し、その夜は島唄ライブを聞き

ながらささやかな打ち上げをしました。そしてそ

の後、「NAHA マラソン友の会」のメンバーと合

流し初顔合わせをしました。初めて会ったのにそ

れまでインターネット上で話をしていたという事

もあり、初対面とは思えないほど楽しいひと時が

過ごせました。同世代が多く、こんな形の付き合

い方もありだな～と思いました。最もハンドルネ

ームで呼び合う事だけは、最後まで慣れませんで

したが… 
（“ナーハイバイさん”と呼ばれていました※） 

 
今回初めてフルマラソンに参加してみて、全力

を尽くせば結果は必ずついてくる事を改めて実感

しました。やるだけの事はやった！と思えるまで

練習することはとても大変なことでした。だから

こそ最後まで走りきる折れない心と体が培われた

のだと思います。 
たらればになりますが、もう少し人数が少なく、

走りやすければ、タイムが縮んでいたような気も

しますし、前半自分のペースで走れず、結果抑え

て走ったことで完走できたような気もします。 
残念ながら、今回は目標の 4 時間 30 分を切る

ことが出来ませんでしたので、来年の NAHA マラ

ソンでは目標を達成できるように、明日も走ろう

と思います。 
 
※ナーハイバイ＝ウチナーグチ（沖縄方言）で 

“わが道をゆく”という意味。 

 

 陸上競

技場では、

地元の高

校生たち

が拍手と

ハイタッ

チで迎え

てくれま

した。 

鳴り止まない歓声の中、最後まで走り切り、何とか

ゴールすることができました。 
公式タイム 4 時間 53 分 18 秒 
参考タイム 4 時間 35 分 33 秒 

順位 4954/23988 
完走率 71.11％ 

 
走り終え、サブグラウンドに移動すると、まず目

に入ったのはオリオンビールの大きなブース。 

 

 
 



龍手（龍精空手道季刊誌）           平成 24 年 春季号 

Ryushu (Ryusei Karate-Do)                                     2012 Spring - 9 - 

 

 (2012 春／Spring) 

【初段 ShoDan】 

  

Marie-Catherine Danis 
ﾏﾘ ｷｬｻﾘﾝ ﾀﾞﾆィ 

Kamakura, Canada 

直 晃輔 
Nao Kosuke 

春日部, Kasukabe 

― 少年部 ― 
【2 級】大木凌子 髙橋由伸 小林真依（つくば） 
 
【4 級】小島龍弥 髙野倭加奈（春日部）  

條川武志（船橋） 青田雄大 飯泉晶斗（つくば） 
【5 級】永田龍寿 髙橋大斗 飯田愛里（つくば）  

小島遥夏  林 来季 吉村将吾 齋藤寛人  
関野玲佳（春日部） 岩佐悠汰（船橋） 

【6 級】伊藤 優  齋藤一輝  安野佑亮 木村亮太 
菅沼莉乃（春日部） 飯泉隼輝（つくば） 

 
【7 級】伊藤 優 高橋 翼 木村亮太（春日部）  

髙野優翔（つくば） 
【8 級】髙橋颯太（春日部） 

 

オーストラリア練習&講習会記  

 

肌寒い日が続く３月中

旬、夏から秋へと季節

が変わるオーストラリ

アでの練習＆講習会に

行ってきました。 「新

しい波」を題にレポー

トしたいと思います。 

 

成田 ⇔ シドニー間の JAL 便は昨年同様今回も満

席で、往きは高校生の語学研修グループそして帰り

は青森県からの観光ツアーの一団と一緒、というこ

とで相変わらずのオーストラリア人気を身近に感じ

た空の旅でした。 
18 日の朝、シドニー空港に迎えてくれた Brian 
Hayes 錬士とは１年ぶりの再会でしたが、会って驚

いたのは彼の体格が昨年より一回り大きくガッシリ

となっていたことです。 
私は「レスラーのようだね！」と言ったところ、彼

はブラジリアン柔術（BJJ）に加えてレスリングの練

習も始め、なんとケージファイトも Okay!といった

ことを話してくれました。その話を聞きながら私は、

昨年彼が言った「今の空手では他の格闘技に通じな

い！ 彼等（格闘系）もスポーツ空手の格闘レベルの

低さを認識し始めている。」を思い出し、“ 彼のマ

ーシャルアーツに取り組む姿勢は半端ではない

な・・・（と感心しながらも）”、空手とは何か？ある 
いは格闘としての空手とは何か？を、空と大地の青 

 

と緑のカラーそして同じハイウエイを走るコンボ

イ・ロードトレインの景色を眺めながらあれこれ

考えてみました。 
 
私が初めて習った武道は柔道、次に相撲・銃剣格

闘の順で、陸自ではミサイル・重砲の重火力を持

つ特科団の部隊に所属した経歴を持ちます。です

から素手から銃による格闘そして一応ですが重火

器を使った戦闘の知識を持っています。 
“オッと”、話が飛躍してしまいました。素手の段

階へ戻りましょう。 
私は、今のスポーツ競技を中心とする空手を、立

ち技から寝技まで網羅した異種格闘のレベルに引

き上げることは大変難しいと思っています。 
一例を挙げれば、私の知る極真空手の変遷とその

変貌を見ると一目瞭然です。 
翻って、私達が修業する伝統空手はどうでしょう。

あなたは伝統空手が他の格闘技と互角に戦えるレ

ベルにあると思いますか？ あなたが No!の意見

を出した場合、あなたは BJJ の寝技を取り入れて

練習すべきだと考えますか？ それとも、伝統空

手は人間性・精神性を高めていくために修業する

武術、勝つのではなく絶対に負けない武術として

異種格闘技戦などナンセンスと一蹴しますか？さ

らに… etc…… 
 
異種格闘については多分様々な意見がでることと

思います。（※あなたの意見も聞かせてください） 
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本をおろそかにしない！」。これが私の答です。 
では、2.技のメカニズム（原理）の書き出しを述べ

レポートの結論とします。 
基本は、唐手（古流・古伝）が教える「腰部と胸部

の連結」、「五指の自由な動き」「体の弾性と弛緩」

といった技の土台となる要素とその原理を理解す

ることから始まります……。 

さて今年の講習は、ここ数年練習のテーマとしてい

る「基本とは何か？」を掲げ、自分自身の指導精度

を少しずつ上げていくために内容を三項目に分類し

てみました。 
１．空手のシステム 
２．技のメカニズム（原理） 
３．身体組織と気血エネルギー運行の知識 
その目的とねらいは、「自分が習う空手とは何かを知

る」、「真実の空手を習得していくために必要な基礎

を身につける」を、一人でも多くの練習生に理解し

てもらうことです。 
練習＆講習では、1～3 を小道具の使用と他流派の形

演武を通して説明、次に技の解説と実技練習を反復 

 

『お久しぶりです。 オーストラリアでの講習会、

お疲れ様でした。 
こちらも、先月の 30 日から来月の 13 日までの日

程でスロベニアから 3 名（松涛館出身）研修稽古

に来ています。 一人は 20 年前から、毎年やって 

 
一般練習生との稽古 

 

 
黒帯クラス 

し、キーワードを「二次元（平面）から三次元（立体）

へ」と「古流」の二つとしました。 
 
今世界の空手には流派を超えさらに異種格闘技を見

据えた「新しい波」が起こり始めています。これは

Brian Hayes とも一致した見解です。 
私はその New wave には、伝統の上に胡坐をかいて

空手の本質を探求しない姿勢、又試合に勝つための

小手先の技の追及だけに終始していたならば、遅か

れ早かれ何れ淘汰される運命に陥るとの警告が含ま

れていると感じています。 
では新しい波に乗っていく空手にしていくためには

どうしたらよいでしょうか？ 
さらに腕力と（すね）を鍛えとにかく強い空手をめ

ざす。かっこよくスマートな見栄えのいい上手な空

手をする。等など… 
私はスポーツ競技空手を否定しませんので“それも

一つ”と言います。しかしもっと大切なことは「基 

 きています。彼も、たしかに、世界の空手界の”あ
たらしい波”を実感し、武術としての空手は異種格

闘技の可能性をすべて内臓していると云ってがん

ばっています。 空手は型のこなし方次第で普遍

的な武術的身体操作法を身につけることはできる

と思います。  この人たちが帰国した翌週から

大阪の元極真、最後の週は豊橋から剛柔流の大学

教員がやってきます。 
 
「基本とは何か」、賛同できる内容です。 類似の

指摘を、現在、週末に稽古に来る剛柔流の先生方

に行っています。 所謂沖縄伝統空手は体錬の伝

統は見事ですが、鍛えた体による身体操作法の分

野は心もとない感じがします。 型の鍛錬は術技

を創出する身体をつくるために為されるべきこと

だと思いますが、皮肉にも、型の奴隷になってい

ることに気づかない体錬自慢の人が多いのには驚

きます。 新里（2012/04/05）』 

 

★ 次号は2012-夏季号です。 龍手は皆で作る季刊

誌です。稽古を通じての出来事、意見や質問などを

寄稿してください。  

龍精空手道季刊誌 
龍手・Ryushu 

http://www.ryusei-karate.com/ 

 


