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の 二 日間 に波 って行 われ た全 国大会が終 了 しま した。全国大会 に出場 した拳士、 そ し

て、 応 援頂 い た関 4系 者 の方 々、有難 うござい ま した。全 国か ら選 抜 された拳士 が集 まって の、年 に一 回の大会
です。 参 カロす ることに意味があ ります。 来年 は人分 です。 大分 は私 の故 郷 なので、特燿1な 思 いが あ りますが、
まず は、開催 を応援 したい と思 い ます。

フランスのパ リで 「イスラム国」 による同時多発テ ロが発生 しま した。何 の関係 のない一般 市 民を狙 った非
情 な殺家行為について、憤 りを禁 じ得 ません。人類 の歴 史が始 ま って、有 史以 来何十年 もの時間が経 ってい る
のに、 こ うした、 それぞれの立場 か らの一 方的 な殺多行為が木だに繰 り返 さる現実に、人間 とは斯 くも愚 かな
のか と、全 く情 けない とい う他 あ りません。
R道 に、私は、人間の 「本 当の強 さ」 とはこうい うことではないか と考 え
しか し、 このテ ロに関 しての ある幸
させ られま した。 それは、妻 をこのテ ロ事件 で亡 くしたジャーナ リス ト・ レリス さんの、 インタネ ッ トに投稿

されたメ ッセー ジです。すでにご存 じの方 もおられ ると思 い ますが、一部紹介 します。
｀
「…。私 は君たちに憎 しみの贈 り物 をあげない。 君たちはそれ をず んだのだろ うが、恣 りて 贈 しみに応 えるの
は、君たち と同 ビ無知 に属す ることになる。君たちは私 が選れ、周囲に疑 いの目 を向 け るの を望 んでい るの
だろ う。安全 のために自由 を犠牲 にす ることをず んでい るのだろ う。 それなら、君 たちの 負けだ。私 はこれ
」
まで と交わ らない。 …・
とい う内容の ものです。
｀
「本 当の強 さ」 とは何か。開祖 はよ く「人間死 ぬ まで負けたので はない。」 と言われてお りま した。少林寺拳
法 は、少林寺拳法 の修練 を通 して、本 当によ り所 となる自己を作 り、間違 ってい ることは正 してい く、正 しい
ことを正 しい と言 える、 そんな勇氣 と行動力 を持 った人作 りの道 です。恙には決 して屈 しない 「不撓不屈」 の
精神 を鍛 えてい くことです。 レリスさんのメ ッセー ジには、決 して負けない とい う強 さを感 じると同時に、 た
だ、感情的に復讐 をす るとい うことではな く、 自分 たちの 「意思」 と「自由」 を貫 くとい う決意が表れてい ま
す。 また起 こされ るか もしれない テ ロの 脅咸 に屈す ることな く、 自分 たちの生活 を 「自由」 を平然 と続 け ると
ぃ うこと、 これ も「本 当の強 さ」 だ と思 い ます。 しか し、 実際、私がパ リに住 んでい た ら、子 ども逹 には、 出
来 る限 り現場周辺には近づ かない よ うにさせ、 タト出は控 えさせ るか もしれません。 それは、子 ども逹 の安全 を
考 えた ときには、 たとえ何 と言われよ うとも、 まずは子 ども逹 の安全 を、 命 を第一優先 に したい と思 うか らで
す。 これ も、「強 さ」ではないで しょうか。 それぞれの立場で、 自分 の事 だけでな く、周 りの ことを考 えて行動
す ることは、やは り「本 当の強 さ」 と言 えると思 い ます。
まずは、何が正 しいのか、何 が間違 ってい るのか、 そ うい うことを しっか りと判断 し、行動で きる 「自己」
を確立す ることです。 そ して、「人の為に」行動で きる自分 をつ くること、 これが少林寺拳法 の 「人作 りの道」
なのです。
結手

