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５月例会ご案内
５月１０日 木曜日  18;30 ～ 21;00
テーマ ：城野先生の小冊子「なぜ脳力開発なの

か」の再考察、第4回から第6回

場所  ： 港区商工会館

参加費 ： 1000円

担当  ： 榊原 高明

4月の例会に引き続き、榊原が、第4回から第6回を

担当します。

第4回 戦略と戦術を区別すること

１．戦略とは

（１）戦略とは「打撃の方向」であり、戦術は戦略目

標を達成するための手段であり、やり方のことである。

（２）戦略は脳の作用をどの方向に向けるかを決定す

る。

（３）戦略は二つの内の一つしかとれない。札幌と大

阪に、同一人が同時に行くことはできない。

（４）戦略のない戦術は無意味であり、戦術のない戦

略は空論である。

２．企業という組織体の場合

企業の場合は総戦略を決定しておかねばならない。

組織的な統一行動をとろうとすれば、どうしても討

論が要る。戦略統一のための討論、意志の明確な把握

は絶対に必要なのである。

社長は拡大発展の戦略のつもりでいても、社員の多

くが現状維持の戦術を決めていれば、何年たっても企

業規模は同じくらいでいることになる。

札幌行きの旅費をもらって大阪行きの切符を買い、

出費が節約できましたと鼻高々と報告する類は、企業

の中で実際、このようなバカげた戦術決定が無数にな

されている。

「効果がある」とは戦略に対していうのであり、そ

れを達成できるのを「効果」というのである。

やり方を決めればよいことである。また、実際の自

分の力に合ったものに決めればよいわけである。

第５回 欠点をとりたてるより優点をのばせ

積極的な仲間同志で、「いろいろ欠点を指摘しあっ

て、互いに研鑽しよう」「悪い点があったら遠慮なく

言ってくれ」といったことが、しばしば言われてい

るようである。

なかなか立派な態度だといえるが、方法論として

は、結局、仲が悪くなり、前進的な協力になって行

くのは難しい。

１．欠点とは

欠点を指摘された当人の脳の回路中には、他の無

数の事柄とのつながりで組み込まれているのであ

り、欠点をなくしたり変えたりすることは、欠点だ

けを切り離して、孤立的に処理することは不可能な

のである。

２．指摘するもの、されるもの

指摘する側の人間は自分にはそれがないと言っ

ているのである。「欠点」を認めるなら、指摘する人

物のやっている通りにやれということ。人は歴史や

経験がそれぞれ違う、他人の通りに動くことはでき

ない。

３．優点について

優点は自分と他人との共通性の発見とも言える。

お互い優点の小さな芽を発見しあい大切にこれを

のばし、育ててゆくという人間関係をつくってゆけ

ば、楽しい協力関係が発展する。

人間関係は優点指摘でつくるべきで、欠点指摘で

やってはいけない。

第６回 現状維持と現状打破

戦略だ戦術だと言葉で覚えるのはすぐにできる

が、実際問題にあてはめて、両者を区別、処置でき

るまでにはかなりの実践訓練を必要とする。

１．ワンマン社長の頭の中

口では現状打破、変革、革新といかにも進歩前進

のような発言をするが、実際行動は現状維持に終始

する。

他人の話をじっくり聞かず、自分の意見ばかりふ

り回す。これは新しいインプットの吸収を拒否する

姿勢である。

社員こそ戦略実行者であり、社員の総括動が総戦

略たる拡大発展から外れていれば、それは結局現状

維持に帰着してしまう。

                   以上
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３月例会報告
３月８日 木曜日  18;30 ～ 21;00
テーマ ： 時藤氏の護身道著書紹介

場所  ： 港区商工会館

担当  ： 古川 彰久

時藤稔明氏の略歴

１９５３年、山口県生まれ。日本護身道協会会長。天真書

法塾弐段師範。１９９６年から日本護身道協会の岡嶋邦士

先生より、指導を受ける。同年から脳力開発を大阪脳力開

発研究会の日比野勤先生より指導を受ける。１９９９年東

京転勤に伴い、日本護身道協会の遠藤英夫先生より指導を

受ける。同年より東京情勢判断学会に参加する。２０１２

年に岡嶋会長より７段を認可され、２０１５年に日本護身

道協会の会長に就任する。現在、山口県にて護身道の育成

及び指導・普及に当たる

かって東京情判会に参加されたこともある時藤稔明

氏が、その後関西に戻られ日本護身道協会の会長に就

任され、この程以下のような著書を発行されましたの

でご紹介させていただきます。

著書題名

「脳の力が身を護る！」

思考力で窮地を脱する護身道メソッド

出版社：ＢＡＢジャパン

著書要旨

ちょっとの発想転換があなたの活路を開く！

脳が働かない人間は生き残れない！

スピードやパワーで乗り切れないピンチも、状況把握

と正確な判断があれば打開できます。護身道はスポー

ツではありません。脳力開発です。

“相手につかまれている”＝“相手は手がふさがって

る”ちょっと発想を転換するだけで、あなたの活路は

開けます！

著書目次

序章 “脳”が急場でモノをいう！

  1.“いざという時”ってどんな時？

  2.視野を広くしてくれるもの

第1章 “脳”を働かせるってどういうコト？

  1.本能がアダになる

  2.脳のしくみ

  3.頭が“真っ白”になった時

  4.脳の使い方

第2章 弱いものが勝てる力学－姿勢と動作－

  1.肘と膝の三角形の頂点－届かなそうな

ところが1番使えるという意外性

  2.鍵手－一見弱そうな手の形が一番強い

という意外性

  3.体重活用―重さが力になるという意外性

  4.テコの原理－大事なトコは動かさない、

   という意外性

第3章 護身の戦略―急場を救う行動方針

  1.“戦術”と“戦略”

  2.協調的に対処する－ぶつからない

  3.多角的に見る―全面観察の法則

  4.中心をとらえる―重点思考の法則

  5.主体的に動く

第4章 シチュエーション別護身技法

  1.どんな場面にも共通する護身のための心得

  2.打撃に来られるケース

  3.手をつかまれるケース

  4.体幹を制御されるケース

  5.首を絞められるケース

第5章 肉体の問題は“脳”が解決する！

  1.脳は自由、行動選択も自由

  2.心に強く決めることが身を護ってくれる

  3.脳の“かせ”を外すための訓練

著書の“はじめに”に以下のような趣旨が述べられ

ています。

護身道は「脳力開発」の考え方を土台として作られ

た新しい武道、力の弱い女性や高齢者でも身を護る

ことのできる普遍性の護身術です。

脳力開発は、脳活動からの行動を観察することによ

り導きだされた法則をいろいろなことが起こる人

生の出来事に応用して、前向きな人生姿勢になり、

充足感をもって楽しく素晴らしい人生をつくりだ

す実践原理です。

本書では護身道の基本的な技も紹介します。体力や

筋力が弱い方でも誰でも身を護ることが出来るよ

うになれば、いつも安心して堂々と生きていくこと

ができます。加えて、護身道では準備運動に「操体

法」を行っており、操体法で歪みを解消し、結果と

して肩こり等の不定愁訴が軽減されます。護身道に

取り組みますと、脳力開発の法則によりストレスか

ら解放され、護身術を身に着け暴漢からの不安を解

消し、操体で歪みが解消されます。精神的及び肉体

的な安定と自信を得て、安心立命の確保に繋がりま

す。
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脳力開発は言葉では簡単ですが、良い習慣への癖直し

ですので、日常生活で繰り返し、繰り返し実践し、脳

力開発の法則を認識することが必要です。道場に通え

る方は、護身道の技を繰り返し行うことで脳力開発の

法則を体で覚え、良い習慣を身につけ、日常生活で活

用してください。

著書を通しての時藤氏の主張

脳力開発の中での護身道の位置づけを明確にするこ

とに注力しており、護身道が武道として独立して存在

しているというよりも、非常事態に備えるために準備

しておく脳力開発の手段として活用していくべきと

のことである。

具体的に護身道の内容を論じているのは第２章と第

４章であり、序章と第１章では、護身が必要となる際

の環境、特に脳の働きについて述べている。

第３章では護身に至るその人の心構え行動指針を述

べている。

第５章は以上の取りまとめをされている。
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例会予定

2018年

６月１4日 木曜日  18;30 ～ 21;00
テーマ ： 未定

場所  ： 港区商工会館

担当  ： 未定

７月１２日 木曜日  18;30 ～ 21;00
テーマ ： 未定

場所  ： 港区商工会館

担当  ： 未定

開催場所：港区商工会館

港区商工会館へのご案内地図

東京都港区海岸1-4-28  TEL03-3433-0862
ゆりかもめ竹芝駅より徒歩６分、
ＪＲ浜松町駅北口から徒歩およそ７分 、
都営地下鉄浅草線・大江戸線大門駅B２出口からおよ
そ徒歩10分

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
※ 会誌発送は、E-mail です。

※ 年会費はありません。

※ 「じょうはん」発送のお申込は、

E-mail： info@iki2life.com
まで、Mailでご連絡下さい。

※ 興味のありそうな方にも積極的に転送してあ

げて下さい。

※ ホームページもご確認下さい。

   http://www.jouhan.com
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

編集後記

城野先生が発行された小冊子「脳力開発入門―嘆

きの人生を楽しみの人生に－なぜ『脳力開発』なの

か」が入手できたので、改めて脳力開発の原点に戻

り学ぶことといたしました。

榊原氏に前回全 12 回のうちの最初の 3 回をフォ

ローして頂きましたが、今回も引き続き第４回から

第６回をフォローして頂きます。

皆様の積極的な参画を期待申し上げます。(古川)


