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いまから30年前、盛岡支部は、青山町にある岩手

県トレーニングセンター体育館を支部道場に、少人

数により週4回の稽古をしていました。とにかく夏

は暖房、冬は冷房完備が充実？？しておりました。お

んぼろ体育館での稽古は、特に、冬場の稽古は暖房

設備が一切なし、しかも床に素足の稽古、毎回氷点

下での練習のなか、すきま風がビュービュー‥・

状態、大変寒かったものでした。あまりの寒さに、

稽古ができず急遽ドッジボールに切り替え、体力づ

くりをしたこともあったなと笑ってしまうような光

景が目に浮かびます。自分にとって若い頃の稽古で

したが、盛岡の冬場は、半端なものではなく、寒さ

も一段と厳しく・・体が温まるまでには時間がかか

りました。この寒さでは、大変だと身をもって体験

されたのか、東先生が盛岡に出張指導に来られた際、

先生の発案により体操シューズを着用して稽古した

ものです。確かに、足が温まると体全体も温まるも

ので、板間に薄い体操シューズが欠かせないものと

なりました。（冷たい板間に、素足・・これって本

当に全身が冷え切る寒さなのです）ですから、今の

暖かい環境のもと、道場で稽古できることが、まる

でうそのように感じられます。昔と違い、温かい環

境で稽古できることは、確かに足腰や身体にとって

どれだけいいことかと思っているのは自分だけで

しょうか。（寒くなると体のあちこちが痛くなりま

す・・・笑）

大道塾を設立する数週間前に、仙台の東先生から

一本の電話をいただきました。冒頭、『おれ、極真

をやめて、新しい流派（団体）を作ることにした、

狐崎どうする、いまの極真を続けてもいいぞ』とい

う内容のお話でした。正直、びっくりしました。東

先生は、その頃、極真空手の第9回全日本チャンピ

オンになられた時であり、これからが仙台を拠点に、

東北地区の各支部の勢いが増す大事なときでもあ

り、我々弟子一同も先生のご指導のもと、頑張るぞ

と奮起しているあたりでした。

思えば、極真会館の東　孝さんという方が盛岡に

くるそうだ。『おまえも見学に来いよ』、という高校

の友人に誘われて半信半疑で、ただなんとなく‥・

そんな気持ちで道場にいったことを覚えています。

自分が空手に興味を覚えたことは、ブルース・リー

の『燃えよドラゴン』『空手バカ一代』の漫画を皮

切りにその頃、空手や格闘技ブームが全盛の時代で

あり、極真空手の『地上最強のカラテ』の映画も上

映されるなど、すさまじいケンカ空手が話題となっ

た時期でした。アントニオ猪木の異種格闘技戦の放

映もあり、自分が強さに人一倍あこがれを持ったこ

ろでありました。16歳の冬を迎えようとしていまし

た。いかつい体と初めてみるものすごい体格、する

どい眼光で目が合った瞬間『ただ唖然・・・とする

ばかり』あいた口がふさがらないというのはこうい

うことなのでしょうか、と体中に電気が走ったこと

を記憶しています。これが、最初に、東先生と自分

が出会った第一印象でした。その頃、自分は他流の

空手道場に通っていました。そちらの団体は、型を

重んじる伝統空手でありましたが、ある程度は、寸

止めなしに近いくらい相手に直接当てて稽古してい

ました。自分も顔面パンチを幾度となくもらい、涙
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皆さん、板間に素足の経験あります？　寒かったなあ～

がぼろぼろでたものです。その道場の先生方や先輩

方も明るく、高校生だった自分をかわいがってくれ

ました。ある意味、稽古内容は充実し満足していま

したし、県の高校大会の組手の部において、第3位

になったばかりでした。しかし、極実力ラテには、

最大の武器であるローキックがあることがわかり、

聞けば、東先生はローキックの名手、そのキックを

くらうなり相手がふっとぶぞ・・・と聞かされてお

りました。そして一番驚いたことは、着替えの最中

にみた、先生の身体でした。『すげえー　なんだこ

の体は？と、まるでサムライが鎧をまとっているか

のよう・・でした』自分が生まれてこのかた、みた

こともない、すさまじい光景、目の前にある筋肉の

固まり・・・？　とにかく、驚いたものでした。そ

の夜は衝撃的な体験に…・興奮して眠れません

でした。しかも東先生が来た日は、特別稽古があっ

て、自分も参加してみたのです。組手をしてみるか

ということになって、東先生が自分に言った言葉が

ありました。『けんかしたつもりで、おもいきりか

かってきなさい』と、もちろん先生は余裕の構え、

たぶん今から考えれば無謀なそして、隙だらけの自

分であったと思います。確か、自分が先生のあのふ

とくて固い左足に、右ローキックを思い切り蹴りま

した。なんと固い足・・自分の足の方が痛く、びく

ともしません。あとはなにをしたのか記憶になし‥

しかし、世の中には、とてつもなく強い人がいるの

だなと別世界の人と対面したような気がしました。

この先生についていけば、強くなれるんじゃないか

な、少々空手を経験していた自分は、先生の技の切

八戸市武道館での東北大会

みんな若いです

れと半端じゃないパワーにすっかり魅了してしまい

ました。『よし、この空手をやりたい、おれ東先生

についていこう』と決心を固め、それまでお世話い

ただいた伝統空手の先生にいままでお世話になった

旨あいさつし、正式に極真の門を叩くことになりま

した。東先生から『体力をもっと、もっとつけなけ

ればだめだ』という助言をいただき、この頃から体

力づくり（体力革命）も併せて実施していくよう

心がけました。人一倍力をいれるようになった時期

でもあります。（ウエイトトレーニング、基礎体力、

食事をタンパク質中心にするなど、どんぶりめしを

沢山食べました・・・）

話を前に戻して、極真会を退会し『大道塾』とい

う団体を立ち上げること、自分は先生に惚れて、つ

いていこうという決心を堅め、この道を選んだこと、

だから、決して迷いはありませんでした。盛岡支部

の道場生にも同じ気持であるに違いないと思いまし

たが、その真相を伝え、皆が同意したうえ、いよい

よ大道塾盛岡支部が新スタートすることになりまし

た。大道塾の名の由来は、仏法に万事すべてのこと

に一定した門がなく、世の中のすべてが修行である

という教えをもとに、『大道無門』から『大道塾』

が命名されたとのこと。新団体での旗揚げを仙台市

において、関係者、後援者、協力団体の方を招いて

盛大に開催したことを覚えています。従来までの極

真空手のルールにスーパーセーフという顔面プロテ

クターを装着したうえ、手による顔面攻撃が許され、

しかも柔道の投げ技まで認めた新ルールが大道塾の

特徴です。自分は、以前所属していた空手の団体で
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は顔面攻撃が許され、少し経験していたことは幸い

でしたが、今度はフック、アッパー、肘撃ちが認め

られているため、この技をもらった場合は未知の課

題、少々研究心をもって稽古したものです。いまで

こそ、テレビ、雑誌などに、打撃技に、投げ、寝技

まで認め試合は頻繁に放映されていますが、当時は、

大道塾の新ルールによる試合は、他の団体に類がな

く注目もされたものでした。『過激すぎだ』とか『空

手に投げまで必要か』など、マスコミからの批判も

ありました。後に、格闘空手を提唱した当大道塾が、

現在の試合ルールを確立したことは、東塾長の大き

な努力と情熱があったからだと自負してやみませ

ん。大道塾が始まった当時、仙台市を発祥地に、東

北地区にしか支部道場がありませんでしたから、支

部同士の親近感は強いものがありました。

八戸支部長、申出正幸師範、仙台北支部長、岩崎

弥太郎師範　登米支部長、菅原和夫師範、仙台南

支部長、浪岡文雄師範、山形支部長、峰田園穂師範

東根支部長、児玉清隆師範、石巻支部長、三浦悦

夫師範、各支部長先輩方とは、いまでも大変お世話

いただき親交があります。同じ釜のめしを食べてき

た間柄でもあり、支部同士の悩みや指導方法、道場

生のこと、道場の運営など、集まった際には色々談

義もしたしこんなことがあったとか、空手の話題は

いつも尽きなかったような気がします。特に、毎月、

仙台総本部が定める東北地区幹部稽古においては、

仙台まで一同が集まり、東先生自らが我々支部長幹

部、指導員等に対して、厳しい直々指導がありまし

た。その稽古の内容は『とにかく、まずは自らが体

佐々木伸さん　当時がんばっていました

宴会での盛り上がり…酒、ウイスキー、このあとが大変な

んです・・・そしてラーメン

験し、それを道場生に課せ』といわんばかりの厳し

い稽古でした。盛岡に向かう帰りの電車ではすっか

り疲れて、へとへと状態・・・熟睡・・・でした。

稽古がおわって仙台の道場の近くにあった食堂で、

皆さんと食べた稽古のあとのラーメンの味が格別

だったことはいうまでもありません。また、大道塾

の初期時代から、一番大切である土台作りをしてい

ただいた、いまもなお、熟き魂をもってご指導いた

だいている、佐藤節夫最高相談役、平塚和彦評議委

員長の存在も忘れてはならない重鎮として、盛岡支

部以外の東北各支部にも多大なご尽力をいだき、改

めて感謝申し上げます。

盛岡支部の支部活動が始まったころは、大道塾の

空手をしたい、強くなりたい、大会に出場したいな

ど、血気盛んな方も多数入門がありました。とりわ

け、残念なことに、前にも話したとおり1つのこと

をやり遂げることは大変なことです。もう少し、あ

と少しがんばっていればと思う人も何人かいました

が、現在は、初期当初から、当支部にいる人間は自

分だけとなりました。もちろん、この30年間、いろ

いろなことがあったことは確かです。試合に負けて、

無様な負け方をして、東先生から『そんなもんか、

おまえの実力は・・』と何回か叱咤激励もいただき

ました。黒帯挑戦も、一回目の10入組手は、（8名

が黒帯、2名が茶帯）、内容もいいとこなし、2回

目の相手も現役ばりばりの10人、しかも、東先生か

ら気合いをいれられて竹刀の雨嵐・・でも、なんと

か黒帯を許され、うれしさのあまり号泣した苦い（嬉

しい）思い出もあります。試合に負けても、挫折感
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を味わっても、あれだけもうやめようと思っても次

の日には『常に、空手に向かって走っている自分の

姿がいつもありました』やはり、自分はこの空手が

好きなんだと、この道でまたがんばってみようと思

う自分がいつもあることに気づくのでした。

初めて、大道塾が主催する北斗旗空手道選手権大

会に出場したのは自分が20歳のときでした。盛岡支

部からは、藤原一美さんが同じく同大会にエント

リーし、初めて顔にスーパーセーフ面をつけ、手に

よる顔面攻撃ありの試合によるルールでした。ふた

りで、毎晩なれない顔面練習をこなし、ぼこぼこに

なるまで稽古したような気がします。顔面攻撃が解

禁となったことに、興味をもった他流の選手が出場

枠の半分を占め、自分も一回戦は他流派の選手、事

前に東先生から絶対負けるな（その当時は、東先

生・‥現役バリバリの頃で、超厳しかった頃であり‥

いつも厳しい目線・・・でした、今とは全く違った

のです　笑）と、喝がはいって、試合場にあがれば、

緊張感はまったくなし・・・絶対倒すぞと他流の選

手が相手だと余計、気持ちが燃えたものでした。そ

のとき1回戦、2回戦は勝ち上がったのですが、3

回戦目で、岩崎弥太郎先輩（現、仙台北支部長）と

あたり、内容はいいとこなしで惨敗したことを覚え

ています。しかし、弥太郎先輩の動きは、特にパン

チのラッシュ、スピード感としなやかな動きはただ

驚くばかりでした。動きが速すぎて技がみえないし、

パンチの蹴りと足技の絶妙なタイミングは天性のも

のが備わっていて、ここでも世の中にはまだまだ強

い人がいると身をもって体験させられました。

二段蹴りで勢いよく

自分が若かった頃は、選手でもあり支部長として

の責務も与えられていたわけで、正直ある意味大変

でした。でも、自分の考えは、当時指導者という考

え方は全く意識せず、道場の仲間といっしょに稽古

したいという認識を強く持つように心がけました。

まだまだ、指導者にならないぞという考え方でしょ

うか。しかし、大会出場を目指し稽古しようと思う

日が、稽古に来る後輩や入門者への指導が中心とな

り自分自身の稽古が不足することもあり、歯がゆい

思いをしたことも多くありました。そんななか、自

分とライバル意識をもち、大会頑張って出場しよう

と自衛隊の演習の合間をみて、一本木から稽古にき

ていた、門田正寿さん、紫波町から毎回数十キロか

け熱く稽古に燃えていた藤原一美さん、少年部の指

導が始まり補佐的に自分を支え励ましてくれた市岡

隆志さん、極真の本部道場での経験を経て、エピソー

ド談を話して気持ちを高揚させ、社会人の先輩とし

て、自分に良きアドバイス、そして忠告をいただい

た佐々木　伸さん他、多くの方々の応援は大変励み

になり支部を支えていただきました。ベンチプレス

は、現役時代130キロはあげていましたから、力に

ものいわせて稽古に燃えた日々がありましたし、ラ

イバル意識は支部内でみんな持っていたように思い

ます。『よおし、今日もがんばるぞ』という良い雰

囲気でした。支部の体制が固まるまでは、東先生が

出張稽古に訪れ、盛岡支部主催の『演武会』開催に

あたり先生が自分にノウハウを伝授いただき『もう、

これからはおまえがやれるだろう』と言われたのを

機に、現在も年一回、演武会をカワトク店頭前で実
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施しているのは国内で当支部だけかもしれません。

この節目の年、いつの日か選手から指導者になり、

数限りない出来事が回想し、様々なシーンが頭をよ

ぎります。自分自身やりすぎたり、経験不足から失

敗したことも少なくなかったことは事実です。苦悩

して途中で立ち止まったことが何度あったことか、

反対に、道場生や父母の方からたくさん感謝された

こともあって、この大道塾をやっていてよかったと

感無量の喜びも得られ、明日への糧につながる確証

をもったこともありました。そして、盛岡支部開設

以来の大躍進として、平成12年6月、念願の常設道

場が下太田に完成し、100畳敦の広さを有した、い

つでも気兼ねなくもちろん暖房器具も充実した、寒

さに関係なく暖かい環境のもと、思いきり稽古する

ことができること無情の喜びとなりました。平成20

年には、第二道場である本宮道場を併せて開設し、

大きな看板による宣伝効果もあって、多くの入門者

がありました。道場生も多種多様、人それぞれ目標

（志）を持ち（道）稽古に望みます。そして、仕事（学業）

と大道塾の空道という二足のわらじをはき共に汗を

流し、ある時はライバルとして、稽古が終わりわき

あいあい談笑する。みんながこんなことを言ってく

れます。『人生にプラスになっているような気がす

る。』『大道塾があるから仕事がうまくいく、人生観

を持てる』など、いまの道場では、様々な弟子がい

るし、ある意味自分にとって頼もしくもあり、助け

られることもあります。東先生が日く、師弟関係と

か、先輩と後輩の間柄って本当にいいもんだという

ことが深くわかるような気がします。

演武会でキリッと整列

平成21年　少年部夏合宿

とても暑かったなあ～

大道塾とともに30年、まだまだ先は長く道は続き

ますが、本当にある意味大切な節目です。この世界、

人に人がついてくるそう思っても過言ではないと思

います。ただ、自分はいままでお世話になったひと

りひとりに対して感謝の気持ちは忘れてはならなら

ずまた、決しておごらず平常心を忘れるべからず、

この気持ちを大切にしなければならないと思いま

す。この数十年の間に、時代も多く移り変わり、我々

武道を志す者としては、先人の方から受け継いでき

た、変わってはならない伝統を受け継ぎ、これから

時代を担う人たちに伝承していかなければならない

ものがあると思います。それらを今後の稽古のなか

で模索していくとともに、大道塾の存在は、東北地

区が発祥の地、盛岡支部も同時に開設し現在まで育

んでこられたことは名誉ある証かもしれません。そ

のためには、いま一度『基本に立ち返り』盛岡支部

が地域の方々から益々信用を得られ、これから大き

く成長し発展できるよう、奮起していくことが大切

であると考えます。当盛岡支部には、難関である連

続組手を完遂し、栄えある黒帯を手にした道場生も

沢山見られます。自分とともに、盛岡支部を支えて

きた黒帯指導員、師範代が現在、10人が在籍し盛岡

支部の活動や行事を補佐してくれることに感謝の気

持ちでいっぱいです。

本当に、この30年の間、ありがとうございました。

そして、これからも、なにとぞ、総合武道を目指す

大道塾に対し、なお一層のご理解、ご協力をお願い

申し上げます。

押忍




