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 朝囘日日典春衣，（朝廷から戻って春衣を質に入れ）
 毎日江頭盡醉歸。（毎日川縁で酔っぱらって帰り）
 酒債尋常行處有，（何処へ行っても酒代の借りがある）
 人生七十古來稀。（でも人生７０歳まで生きるのはまれさ。）
 穿花蝶深深見，　  （蝶が花の間深く飛ぶのが見える）
 點水蜻款款飛。　（トンボが水に尾をつけながら飛ぶ。）
 傳語風光共流轉，（風も光りも私も共に変わって行く）
 暫時相賞莫相違　（しばらくその違いを味わおうか。）

今道さん

　第３号を読ませていただきました。面白
かったです。ありがとうございました。音
楽は理詰めだとは聞いていましたが、藤本
さんはパソコンで音楽をつくっているのだ
とびっくりしたり、植田さんの紹介から、
今度花の季節の小田原では長興山の桜を見
てみたいと思ったりしました。私は城址公
園の桜しか見ていません。
　　桜といえば、私も花好きで、還暦５歳
で初乗りしたスクーターで、家の近所の桜
を見て回っていますが、福神漬け通信を寄
せられた佐々木さんの＜さくら狩人＞の徹
底ぶりには驚きました。素晴らしい福島の
桜がいっぱいで、プリントしたら、４３ペ
ージにふんだんの桜の写真を楽しむことが
できました。　桜はいいですね。日本に生
れて良かったという気分になります。この
あたりは、津田山の２ｋｍの桜、宿河原の
水辺桜が長いトンネルを楽しめますが、宮
崎台、宮前平、鷺沼、たまプラーザそれぞ

れ駅前や多摩丘陵のあちこちで桜が楽し
めます。今日は夕方、４００ｍほどの花
のトンネルを帰ってくる時、夕陽の中で
花吹雪に恵まれました。

　太田さんの「原子力時代を迎えて」か
ら、人間はこの宝を、身を滅ぼす毒にし
ない知恵をもてるのだろうか平和利用は
もっともっとやって、しかも安全管理と
テロへのリスク管理を完璧にする、この
ふたつを完全にすることができるのだろ
うか、と思いました。　不安に思います。
でも、それを着実に実現する方向で進ん
でいくしかないのではないかと思いまし
た。重いことですね。でも、中学の時の
恩師が転任の際に教えてくれた
＜ where  there is a will,　there is a way  
>　の言葉が、個人の人生で真実だと思
ったように、人類全体としての＜ＷＩＬ
Ｌ＞がまとまることが出来たなら、なん
とかなるのではないだろうかと、楽観し
ています。ものすごく長い時間をかけて、
すべての人を巻き込む、教育の積み重ね
が必要なのだろうと思います。

　榮さんの＜おくりびと＞は、榮さんの

　小田高１１期通信を読んで
6 組　瀬戸章嗣      setoa@q06.itscom.net
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側に広がる集落がそうであり、そこはまた私の生ま
れ故郷でもある。
　薪を背に本（「大学」「論語」）を読んで歩む金次郎
少年の像は、戦後まで日本全国ほとんどの小学校の
校庭にあった。戦前の国定教科書では明治天皇に次
いで登場回数が多いとか、窮乏のどん底から這い上
がって名を成した数々の工夫と努力、その逸話はよ
く知られている。
　私が通った櫻井小学校では、毎月 20 日はその月命
日にちなみ、全校生徒が栢山部落の外れにある誕生
地に集合した。
　それぞれ各班に分かれて清掃をした後、石碑に刻
まれた《報徳訓》を唱和し、朝礼を済ませてから学
校へ向かう。6 年間、それは毎月続いたが、それこそ
地元校としての、畏敬を込めた伝統行事であったと
いえる。
　誕生地はまた村の子供たちにとって絶好の遊び場
の一つだった。当時ゴムボールを使った野球が盛ん
で、春や秋は毎日のように通った。四角い広場とな
っており、低い石垣で囲まれている。もっともその
広さは内野だけでいっぱい。石垣の外、稲の刈り取
られた田んぼが外野で一段低くなっている。バッタ
ーボックスはまったく見えない。
　「レフト、レフト」「ライト、ライト」。内野の声で
打球の行方を判断しなければならない守りであった。
　江戸時代、洪水を繰り返した酒匂川の土堤には、
水防の一環として金次郎が植えたとされる松並木が
今も緑豊かな樹影を落とし、両親を早くに亡くして
預けられた叔父の二宮万兵衛宅、捨てられた稲苗を
育てお家再興の礎とした仙了川畔にある用水堀、菩
提寺にあたる善榮寺など、周辺には金次郎の歴史を
語る史跡が数多くある。
　小田原の街には、復興なった小田原城の足元に尊
徳を祀る報徳二宮神社がある。高校時代よく通った
図書館が隣接してあり、そこでの受験勉強の疲れを
癒すため逍遥した、梅林につづく神社沿いの小道は
心安らぐ憩いの場所であった――。

さて、金次郎は長じて、小田原藩で服部家の家政
改革を成功させたことから藩主大久保忠真公に見出
され、支藩の下野国桜町領を見事に立て直す。そし
て天保の大飢饉では小田原藩の領民四万人を飢餓か
ら救ったとされる。その後、尊徳と名を改めた金次
郎は、「小田高１１期通信」３号で佐々木洋兄がいみ
じくも記しているが、烏山藩・下館藩・相馬中村藩等、

穏やかな家族生活が感じられて、いい感じだなと思
いました。

　貴兄の「日本人の背骨」には、同感です。でも、「古
いのね。」と言われたお嬢さんもそのうちに、「その
通りですね。」と言われるようになるような気がしま
す。というのは、「古いのね」と言わせるのは、戦後
の教育と現在の情報の在り方、世間のムードが、不
易と流行のうちでの流行として、それなりの偏向を
もっていることによるものだと思うからです。
　一種のファッションではないでしょうか。言わな
くても分かってくれていることは、それなりに身
についているのではないでしょうか。縄文の魂も、
八百萬神信仰も、仏教も、道教も、儒教も、新仏教
も、キリスト教も、いろいろな形で、我々のだれも
の中に流れているのではないでしょうか。古代、中
世、近代の政治思想も、今までに起こったことは何
らかの形で残っており、受け継がれていくと思いま
す。それが、表に出てくるときと表に出ないときが
あるだけで、中で息づいていて、環境が整えば出て
くるような気がしています。　
　先日、数人で上に書いた中学の時の恩師の墓参り
をしました。７階建てのビルにある７０００区画あ
る中の一つで、駅から５分、ボタンを押して１分で
出てくるモダンなお墓でしたが、先生の墓石に、「心」
の一文字があるのに感動しました。　
心＝ＷＩＬＬ　が大切だと改めて思いました。　と
同時に、私は、心を中正に、適当なところに近づけ
る為にも、健康に心して行こうと思ったことでした。
　
では、お礼まで。　　　（２００９年４月９日）

＜その１＞
　私たちの世代、そしてそれより年配の人で、二宮
金次郎という名前を知らない人は少ないであろう。
ましてこの小田原では、金次郎が生まれ育った地で
あり、“ 郷土の偉人 ” として誰知らぬ者もいない存在
と言えよう。

二宮金次郎は、天明７年（1787 年）相模国栢山村
に生まれた。現在の小田原市栢山である。足柄平野
のほぼ真ん中、小田急線の富水駅と栢山駅の間の東

尊徳・二宮金次郎のこと
６組　榮　憲道        sarara@hm8.aitai.ne.jp
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北関東から南福島地方の凶作に苦しむ多くの町や村
の復興を手がけ、晩年には幕政にも参画した。士農
工商、身分の隔絶とした江戸時代に、一介の農民で
ある金次郎がそれほどまでに重用されたのは稀有の
ことだったであろう。彼は単なる思想家でなく、優
れた財政・農政改の実践者であった。二宮仕法（報
徳仕法）とも呼ばれる独特の手法で、農家のこまか
い指導や冶水、開墾などを手がけ農業を建て直した
が、徳川幕府直轄日光領の再建半ばに今市の地で倒
れた。享年七十歳である。
　善榮寺には遺髪と遺歯だけが持ち帰られ葬られた
とされている。尊徳の “ 報徳の精神 ” はその弟子たち
に受け継がれ、報徳社として全国に普及、戦後に至
るまで広く伝道された。善榮寺でも昭和 20 年代、毎
夏各地の青年が参集し農村改革運動の拠点となって
いた。実は、その善榮寺こそ私の生家であり、現在
は父を継いだ兄が住職を勤めている。
　年に何回か帰省の折、両親の墓参に併せ、私は必
ず二宮尊徳翁の墓にも詣でる。墓地のほぼ中央、二
宮本家の墓石の脇にひっそりとあり、その墓標は《誠
明院功誉報徳中正居士》と刻まれている――。
＜その 2 ＞　

今年３月初旬、茨城県守谷市に新居を構えた長男
の家を訪れたとき、車で近くの名所旧跡を案内して
もらった。

その一つが国指定文化財『坂野家住宅』である。
そこは、白梅と菜の花と水仙が今を盛りに咲き競り、
その先にクヌギの林が広がる里山の中にあった。鬼
怒川が利根川に合流する少し手前、近くには筑波山
が、遠くには日光連山を見晴るかす水海道市の一角
である。
　坂野家は江戸時代の総名主的存在の豪農の屋敷。
薬医門という表門から中庭越しに総茅葺の主屋と瀟
洒な瓦葺の書院。式台を持つ玄関も備え、武家屋敷
のような構えである。

内部は厩舎も備えた広い土間に、接客用の座敷が
三の間まであり、その奥の居室には蔀度（しとみど）
が吊られ風通しをよくしている。 “ 月波楼 ” と呼ばれ
る書院は、多くの書家や画家たちが訪れ、創作活動
の場となったという。
　「坂野って “ さかの ” という呼び名なのですね。私
は名古屋から来たのですが、“ ばんの ” が普通で、大
変多い姓ですよ」
　管理人の小父さんに話しかけた。

　「実は、私は小田原の、それも二宮金次郎と同じ部
落の生まれで、二宮家の菩提寺・善榮寺の次男坊です」
　最初にビデオ紹介があって、二宮尊徳がこの地の
荒地再興の任を帯びて、この屋敷に逗留、仕法を施
したとの解説があった。
「わしも一度は金次郎の誕生地を見たいと思ってい

るんだが・・・」
そんな私の出自に興味をそそられたのか、小父さ

んは私につきっきりで案内してくれたが、尊徳の生
涯を大変熟知しており、私もたじたじとなった。

しかし、その人格や行跡にはこだわりのあるよう
で、かなり辛らつな言葉が多い。尊徳が坂野家の当
主ともそりが合わなかったため、神領日光・今市に
転居してそこで終焉を迎えた経緯を語り、故郷の小
田原に戻れなかったのも当然、と強く言い切った。

そう言われてみれば、私自身、尊徳が一番情熱を
注ぎ、尽力した坂東の地での仕法の具体的内容や尊
徳の実像は、ほとんど知らないことに思い至った。
尊徳の農村復興事業そのものは大きな成果を挙げ、

《農政家・二宮尊徳》の名を不朽のものとしたのも事
実だが、その場に立会い、その下で従った現地の農
民には相当厳しい手法であったのかもしれない。
　ところが、息子の家に着いて新聞を開いてみると、
地方版のトップ見出しに《尊徳ゆかり　集落のシン
ボル　吉野桜再び》という文字が飛び込んできた。

茨城県南部の桜川市で青木堰の建設を手がけた尊
徳が、その事業の総仕上げとして吉野山の桜を植え
た。その桜並木は、昭和 30 年代の改修工事で伐採さ
れて姿を消してしまったが、最近になって地元の人々
がこれを惜しみ、復活させたいとの運動を起した。
吉野の貴重な実生桜の苗木を奈良県から特別に提供
してもらって植樹、尊徳の教えを記した《報徳不忘》
の記念碑も建てて、その除幕式を明日（３月７日）
行うとのことである。
　不思議なめぐり合わせであり、はからずも、今の
世も変わらぬ《改革》の光と影を垣間見た思いの一
日となった。

息子の家に一泊したその帰路、小田原に立ち寄っ
た。ちょうどその日（3 月 7 日）、尊徳の遺徳を偲ん
で命名された “ 報徳マラソン ” が行われており、多く
のランナーが小田原の街並を駆け抜けたようだ。

生家である善榮寺で両親の墓参を済ませ、いつも
の通りではあるが、今回はややほろ苦い気持ちで二
宮尊徳の墓を詣でた――。
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リスクマネジメント
３組　江木紀彦           noriegi@kk.iij4u.or.jp

思い起こせば昭和 35 年、私たちが小田高を卒業し
た翌年にあたるが、子供のころ野球などで遊んだ誕
生地の広場に金次郎の生家が復元され、レフトにあ
たる田んぼには立派な尊徳記念館が建てられた。

その後、命日にあたる 10 月 20 日に合わせ【尊徳
祭】が催されるようになった。記念館がメイン会場
だが、その締めくくりとして尊徳翁の墓前で追善供
養が行われ、住職である私の兄が導師を務める。そ
して、すぐ隣には、私の弟が運営する報徳保育園が
あり、地域の子供たちに尊徳の教えを伝えている。

各地の小学校の校庭から金次郎像が消えた今、そ
れこそ “ 落ちた偶像 ” 的見方をする人も多いが、尊徳
翁の教えはどの時代にも十分通用する。いや、その
四徳ともいえる勤労・倹約・分度（分をわきまえた金・
欲求の使い方）・推譲という報徳思想は、今正に私た
ちに求められている生き方であろう。

２１世紀に入り、日本は大きな転換期を迎えよう
としている。これからもっともっと見直されてほし
いものである。 （完）

＜はじめに自己紹介＞
　同窓の皆様、お久しぶりです。ほんのたまにしか
小田原には戻らず、皆様にはご無沙汰しています。
私は現在、帝京平成大学で教授となって、情報サイ
エンス学科というところで病院で働く臨床工学技士
を育てています。今年までに 200 名を超す国家資格
合格者を出しました。
　最近の病院では医療機械の導入が進んでいます。
心臓手術、血液浄化療法、呼吸療法などの最先端医
療では、人工心肺装置、人工透析装置、人工呼吸器
などが使われますが、点滴に代わる輸液ポンプやシ
リンジポンプ、内視鏡、レーザーメス、電気メス、
そして除細動器（最近はやりの AED も）、心臓ペー
スメーカなどの機械・電気装置が欠かせません。そ
してこれらの操作・保守・管理が臨床工学技士の仕
事となっています。それで、技士＝エンジニアとい
うことで、エンジニアリング企業にいた工学部出身
の私の出番となりました。
その一方で、千代田化工建設に勤務していたときか
ら、リスクマネジメントに興味を持って、私的な資

格でしたがリスクマネジャーという資格を取りまし
た。その後いろいろとあったのですが、今は、「危険
管理士会」というＮＰＯ法人の副代表理事をやって
います。
　今回、今道さんから、何か寄稿して欲しいとの要
求があり、それでリスクマネジメントについて少し
解説させていただくことにしました。

＜リスクマネジメントの由来＞
　「リスクマネジメント」という言葉はよく新聞に出
てきます。大地震が起きて、その時にそこの地域の
行政の首長が不在であったりすると、「リスク管理が
なっていない」と非難されますし、新型インフルエ
ンザの時のように厚労大臣が張り切ってやり過ぎる
と、行き過ぎだと陰口を叩かれます。このような場
合は、リスクマネジメントは危機管理という意味合
いで使われています。また臨床工学技士の働く病院
でもリスクマネジメントが要求されています。
　会社経営では、社長の仕事は利益追求ではあるの
ですが、それとともに必ずリスクマネジメントが要
求されます。このリスクマネジメントは必ずしも「危
機」ではなく、むしろ「危険」の意味合いで使われます。

「危機」と「危険」とを並べると、互いに違いがある
と分かりますが、英語の翻訳で「リスクマネジメント」
というと、両方の意味を感じると思います。
　また、「リスク」という英語ですが、危険と訳され
る言葉はそれ以外にも、「ぺリル」、「ハザード」「デ
ンジャー」があります。一方「危機」は「クライシス」
です。これでお分かりと思いますが、危険管理と危
機管理とは内容は違うものですが、日本人のリスク
に対する語感ではどちらでも構わなくて、そして「危
険」という語への類似語がないように、要するに危
険についての危機感はないということです。まさに
イザヤペンダソンの「日本人とユダヤ人」で『日本
人は安全と水はただと思っている』という指摘のと
おりということになります。
そのような日本の環境では「リスクマネジメント」
とは、何か危機や危険への対処の万能薬と思われて
いるのです。
　さて、リスクマネジメントの発祥の地はヨーロッ
パで、保険として結実しました。これはマルコポー
ロの東方見聞録、コロンブスのアメリカ大陸発見、
バスコダガマの世界一周から発展したインド、ジパ
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ング（日本）との貿易事業が発端です。１航海を成
功させると一躍大金持ちになり、失敗すれば全てを
失うという性格の事業であったのです。シェークス
ピアの「ベニスの商人」（1590 年代）では、ユダヤ
人の金貸しシャイロックから借金したアントニオが
この事業への投機に失敗した話の顛末が書かれてい
ます。幸いなことにシェークスピアは「保険」のこ
とを知らなかったので、「血 1 滴も流さず肉を切り取
れ」という無理難題が創作できました。ある意味で
は裁判官と被告がグルになるという可能性に気付か
ずに訴訟したシャイロックのリスクマネジメントの
失敗劇でもありました。つまりヨーロッパではリス
クマネジメントが 16 世紀から実行され、その具体的
なリスクへの対策として保険による損害の補填とい
う考えが生まれていたのです。
　太平洋戦争後になって日本に輸入されたリスクマ
ネジメントという概念はこの延長線でしたので、要
するに保険屋さんの専門用語でもあったのです。そ
れで、今でもリスクマネジメントを売り物にしてい
るコンサルタント業は保険屋さん系列が多いはずで
す。私が最初に出会ったリスクマネジャー資格を作
った人も保険屋崩れでした。またその家元である
BSC（British Security Council）という団体も元はそ
うでしたが、リスクマネジメントの対象を企業の品
質保証に変えて、その品質保証の方法をリスクマネ
ジメントの手法を使って行うということを売りにし
ていました。ただ、品質保証については日本で流行
した「ゼロディフェクト」手法の方が優れていたた
めに、BSC のリスクマネジメントの日本への売り込
みは、ほぼ失敗に終わりました。
その後いろいろと紆余曲折があったのですが、この
BSC のリスクマネジャー資格を持っている人達が集
まって、折角得た知識を生かそうではないかという
こととなり、NPO 法人危険管理士会を発足させたの
が 3 年前でした。

＜リスクマネジメントの手法＞
　輸入されたリスクマネジメントの手法というのは、
各段をぺリル、ハザード、リスクと命名した 3 段論
法です。つまり、ぺリルというリスクの種があると、
それがハザードという苗床で育成され、リスクとし
て発現するということです。ぺリル、ハザード、リ
スクは全て日本語では危険ですが、ここでは、ぺリル：
危険の種、ハザード：危険が育つ場、リスク：損害

や被害を伴う事象、というような使い分けをします。
この手法は確かに、結果がリスク（損害や被害を伴
う事象）となりそうなことから推理していくことで、
リスクマネジメントをしているような気になります。
でもその場合、初めからリスクの種を扱うというこ
とから、まだ起きていないリスクを掘り起こすこと
を考えたいと思うと、推論に限界が発生します。と
いうのは、そのことが危険になるなどとは夢にも思
わないことが、実際の事故として起こるからです。
事故という以上これは被害を伴うリスクそのもので
す。

＜危険管理の手法＞
　それで、危険管理士会では、推論の仕方そのもの
はもともとが 3 段論法ですから、変えることなく、
第１層、第 2 層、第 3 層という名称にして（3 層分
析手法といいます）、リスクが起きるという先入観を
排除することとしました。また対象は、「危険」であ
って、結果としてリスクと呼ぶようになるのは構わ
ないが、何でもいいから「危険」を対象にすること
としました。
つまり危険という言葉はリスクと同じではないとい
う発想です。世の中に普遍的に存在するのが危険で
す。この数多くある危険はいつも起きるということ
ではありません。その証拠に、会社に出勤して、ま
たは買い物に出かけて、何事もなく帰宅することが
日常です。
つまりそれは自覚して、または知らない間に、事前
回避された、危険から遠ざかっていたとか、危険が
現実に発生しなかったなどがあるからです。
　・以前から行きたかった秋葉原の電気街に行って、 
　　目当ての商品が安く買えました。
　・東京ビッグサイトのゲーム展で欲しかったゲー 
　　ムソフトを入手して帰ってきました。
以前ならこのような日常の行為に危険があるなど考
えもしなかったでしょう。
でも、今なら秋葉原の交差点で刺し殺される、ビッ
グサイトのエスカレータが逆走して､ 負傷するかも
しれないという予測に、絶対そんなことはない、と
言えなくなりました。
　このような普通の行為に含まれる危険予知をする
人をリスクマネジャーと言うにはちょっと大袈裟で
す。少し堅苦しいですが、危険管理士と呼ぼうとい
うこととしました。
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年間を関西で過ごした期間を除いて、ずっと名古屋
で会社人生を送ることになった次第です。
　リタイア後も二人の娘が名古屋在住者と結婚した
こともあり、相変わらずこちらで生活しておりまし
て、我が家は家内共々、小田急沿線の松田町の出身
なのですが、今や神奈川在住の甥や姪から ｢名古屋
のおじさん、おばさん｣ と呼ばれて、何の抵抗感も
無く受け入れられるほど名古屋人になってしまった
感があります。
　名古屋に転勤が決まった後、先輩諸兄から ｢名古
屋の人はケチで取引にもシビアだ。それに余所者を
なかなか受け入れてくれないので苦労するぞ｣ なん
て聞かされておりましたが、元来がアバウトな性格
で鈍いせいか、実際に当地で生活をしてみるとそれ
ほどのことも無く、振り返ってみても、まずまずの
サラリーマン人生だったかなといったところです。
　４年前に開催された名古屋万博で来名された方は
多いと思いますが、それまでの名古屋は ｢製造業は
しっかりしているが文化の香りはあまりしない、関
西への往来で新幹線では通過するが、ほとんど下車
した事はない｣ と思われ、言われてきました。当た
らずとも遠からずと言った面もありますが、住めば
都で、まんざら捨てたものでもありません。リタイ
ア後、比較的のんびりとした時間を過ごしている現
在，気に入っている点としては

なんといっても関東圏に較べて人口密度は低く1 
土地に余裕がありますので、家の周囲をはじめ
道路は広く車の走行が楽である。
公園や歩道が整備されているので、散歩をする2 
場所に事欠かない。
比較的近距離にゆったりしたゴルフコースが数3 
多くあり、しかも東西に較べ安くプレー出来る。

と言った事があげられます。
　名古屋での生活が長くなり、しかも子供たちの成
長に合わせて社宅、マンション、戸建と転居してき
ましたが、いずれも現在住んでいる名古屋市の南東
部に位置する緑区内での移動でありました。区内に
は江戸時代の宿場であった鳴海町があり、桶狭間の
合戦跡なども隣町にあります。これらの史蹟につい
て少しばかり紹介さていただきます。

＜鳴海の宿＞
　ここは江戸時代、東海道４０番目の宿場町であり

危険の管理とは、発生しうる危険を無くす、避ける、
それに遭遇しても最小限の被害に止めるなどの手段
を考えて行くことです。そのためには「危険という
現象」を理論的に分析し、その要素、要因を具体的
に理解する必要があります。危険なことはよくない
という感情論ではなく、冷静に分析する方法を訓練
された人「危険管理士」の出した結果から導かれた
結論なら殆どの人が納得できるでしょう。
ということで、危険の発生ということを理論的に分
析することを目指しています。危険の発生が明確に
分かれば対策を立てることは易しくなります。つま
り危険の芽を摘んでしまえばよいからです。
以上がリスクマネジメントに関して、NPO 法人危険
管理士会が考えていることです。
実際には分析手法を繰り返し適用することに慣れて
くると、各層の事象を抽象化ししかも客観的な一つ
の事柄に絞ることができるようになります。
たとえば、先に挙げたビッグサイトのエスカレータ
事故の分析から、事故の原因は機械的強度の不足な
ので、駅のエスカレータでも駆け下りたりすること
はやめた方がよいという結論を出しました。その後
実際に JR では数百にのぼるエスカレータの強度改善
をしています。
現在は裁判員制度の発足に伴う危険にどのようなも
のがあるかを研究中です。
もし、実際にはどのようにやるのかも知りたいとい
う要望があれば、次回にでも実際の分析例を示しな
がら解説します。　　　　　　　　　　　　（以上 )

　社会人としてのスタートを切った２２歳の時から
６２歳でリタイアするまで、４０年間のサラリーマ
ン生活でしたが、その半分以上を名古屋の地で送る
ことになろうとは、まさに想定外のことでありまし
た。
　入社後、配属された東京で６年間過ごした後、最
初に転勤を命じられたのがここ名古屋の地であり、
当地への転勤当初は「暑い名古屋の次は涼しい札幌
支店に行きたい」なんて気楽な事を考えておりまし
たが、そんな甘い希望がかなえられるはずもなく、
終ってみれば、その後、途中で大阪に転勤して約８

近況報告と「鳴海の宿」の紹介
５組　中津川泰司            taiji@kzf.biglobe.ne.jp
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成海神社、直筆の塚が
残る千鳥塚公園などを
回る一時間強の散策の
中で、芭蕉ゆかりの史
跡を楽しむ事ができま
す。
　東海地方で芭蕉関連
の史蹟が多く残る場所
としては、彼の生誕地
である三重県の伊賀上
野や、「奥の細道」の
むすびの地となった岐
阜県の大垣市等が有名
ですが、ここ鳴海も芭
蕉を愛する人達からは
高い評価を受けている
場所であります。

＜桶狭間古戦場蹟＞
　今川義元が織田信長
の急襲にあって命を落
とした桶狭間の戦いは
有名ですが、これら古
戦場をはじめとする史

蹟もここ緑区内に現存しております。
　しかしながら、歴史上きわめて有名な戦いであり、
多少歴史に興味を持つ者であれば誰でも知っている
ような大事件なのにもかかわらず、これらの保存状
態は目をおおうばかりであり、小生もはじめて訪れ
た時には失望いたしました。古戦場の周りもごく近
くまで宅地として乱開発されており、ここらあたり
が文化に関心が低い名古屋人なんて言われる所以な
のかもしれません。
昨今の歴史ブームの中で、遅まきながらここ数年、
保存にむけて整備が進んでいるようです。
機会がありましたら、芭蕉関連の史蹟と合わせて一
度お訪ねください。

　リタイア後、名古屋市の高年大学文化学科（２日
/ 週・２年間）、愛知県のシルバーカレッジ文化学科

（１日 / 週・１年間）で学び、卒業後も趣味を同じく
する人達と楽しい交流を続けております。
　地元では学区の民生委員・児童委員協議会会長、
福祉推進協議会の副会長、特別養護老人施設の理事

ましたが、次の熱田と桑名の宿が、船で往来する七
里の渡しや熱田神宮、桑名のはまぐり等で有名なの
に較べ、多少存在感に欠けるきらいがあります。当
時の面影も旧東海道の狭い道幅と古い町並み、それ
に古刹等にわずかに偲べる程度ですが、この町には
松尾芭蕉ゆかりの史跡が数多く残る所として知られ
ております。
　司馬遼太郎の絶筆となった ｢濃尾参州記｣ の中に
も芭蕉が鳴海で詠んだ句「はつ秋や　海も青田の　
ひとみどり」より緑区と命名した、当時の市の関係
者のセンスを賞賛しているくだりがありますが、芭
蕉は江戸時代、鳴海の豪商（醸造業）としてならし
た下郷一族の手厚い庇護を受け、前後４回鳴海を訪
れており、彼の足跡を偲ぶ多くの物を残してくれま
した。
　名鉄鳴海駅の近くにある誓願寺には、彼が弟子と
共に作った多くの句碑が残っておりますし、芭蕉堂
の中には、生前の彼によく似ているといわれる木像

（坐像）も安置されております。その他にも、鳴海砦跡，

緑区散策マップ
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等を勤める中で、高齢者（自分もかなりの老人ですが）
に多く関わる生活をしておりますが、健康の大切さ、
健康でなければならないということを痛感させられ
る毎日です。坂東英二がよく言っているＰＰＫ（ピ
ンピンコロリ）で行きたいものです。
　せめて日本男子の平均寿命である７９歳まであと
１０年間、心身共に健康で過ごせるよう、せいぜい
メリハリのある生活を心がけて行こうと考えており
ます。　　　　　　　　　　　　　（以上） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　今回寄稿させていただくにあたり元航空会社社員と
して標題のようなものを書かせていただきました。

＜世界の国際観光の流れ＞
　「観光」と言う言葉は四書五経の一つ、易経の中で

「観国之光」（国の光を観る ~ 国の文化、政治、風俗
を観察する事）として出てくる。
２１世紀の観光産業（旅行業、宿泊業、運輸業、飲食業、
アミューズメント業他）は世界の GDP の約１０％以
上を占めるリーディング産業といわれている。（2007
年 10.4%）
　外国に旅行した外国人の数（国際観光到着旅客数）
は１９６０年約６９００万人が２０００年には約
６億９千万人と４０年で１０倍になり２０１０年に
は約１０億人と予想されている（世界人口の約１５
％）。
　第二次大戦が終って戦勝国の一部の人たちの旧植
民地訪問などを除けば外国旅行は微々たる物だった
のが１９６０年代に入りジェット機の到来で欧米人
の外国旅行を中心として飛躍的に伸びる事となった

（１９６４年には東京オリンピック開催）。
　その後１９７０年代はジャンボ機の導入で大量輸
送時代を迎え（１９７３年にはドル変動相場制に移
行）、１９８０年代は日本、香港、シンガポールに加
え台湾、韓国などアジア人の旅行が増え、１９９０
年代は冷戦構造の終焉を迎え（１９９１年ソ連崩壊、
１９９３年 EU 発足）、世界的規模の国際観光旅行の
時代となった。
　２０００年代に入ると２００１年の同時多発テロ、
２００３年の SARS やイラク戦争等により一時停滞し

たものの着実な成長を遂げ今や国際観光旅行は文化
文明の交流伝達、世界経済活性化、国際相互理解の
促進に不可分のものとなっている。

＜日本を訪問する外国人の数と外国旅行をする日本
人の数＞
　　そのような世界の流れの中で日本への又は日本
からの旅行者数はどう推移したかを下図に示した。

千人 / 年 訪日外国人数 出国日本人数
１９６０ 　　  272      76
１９７０　 　854 663
１９８０ 1,317 　　 3,909
１９９０　 3,238 　　10,997
２０００ 4,757 　　17,819
２００３ 5,212 　　13,296
２００７ 8,347 　　17,295

　　　　　　　　　　　　　　　
　　戦後、旅行は外国人の受け入れから始まった。
１９６４年の東京オリンピックの年に渡航自由化が
行われ、１９７１年にスミソニアン協定で１ドル
３０８円になりその年の１２月に初めて IN/OUT が
逆転した。　１９７３年の変動相場制後大量輸送時
代のパック旅行を中心に日本人の外国旅行が爆発的
に伸びた。　２００３年に減少したのは SARS やイラ
ク戦争によるものである。　一方外国人の日本への
旅行は緩やかな伸びであったのがここ数年日本の政
官業界をあげての「ビジット・ジャパン・キャンペ
ーン」やアジア経済の好況などにより顕著な伸びを
示している。

＜日本訪問の外国人はどの国からか、日本人はどの
外国へ行くか＞

国籍別訪日外国人数 IN（千人）2007 年

1 韓国 2,601
2 台湾 1,385
3 中国    942
4 米国    816　
5 香港    432
6 オーストラリア    223　
7 英国    222
8 タイ    167
9 カナダ    166
10 シンガポール    152
11 フランス    138
12 ドイツ    125
13 マレーシア    101
14 フィリピン      90
15 インド      68

5 組　　物集女重幸    nsmozume@paw.hi-ho.ne.jp

益々盛んになる国際観光の中で日本は
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行き先国別日本人数 OUT（千人）2007 年

1 中国 3,977
2 米国（含ハワイ 1315） 3,581
3 韓国 2,236
4 香港 1,324
5 タイ 1,278
6 台湾 1,166
7 グアム    932
8 フランス    689
9 ドイツ    662
10 シンガポール    595
11 オーストラリア    573
12 インドネシア    419
13 ヴェトナム    412　
14 フィリピン    395
15 マレーシア    368

 訪日外国人数ではこの十数年でアジア各国の台頭に
より相対的に欧米各国の順位が下がっている。
韓国は 1989 年に渡航自由化され訪日外国人のトッ
プの座を米国に取って代わった。台湾は 1979 年に
渡航自由化され OUT より IN の方が多い唯一の国だ
ったが 2007 年より韓国も訪日数が日本人の韓国訪
問数を上回った。

＜世界では外国人はどの国を訪れているか＞

　　国名と外客到着人数（万人）2007 年

1 フランス 8,190
2 スペイン 5,919
3 米国 5,599
4 中国 5,472
5 イタリア 4,365
6 英国 3,068
7 ドイツ 2,442
8 ウクライナ 2,312
9 トルコ 2,225
10 メキシコ 2,142
11 マレーシア 2,097
12 オーストリア 2,077
13 ロシア 2,020
14 カナダ 1,793
15 香港 1,715
16 ギリシャ 1,604
17 ポーランド 1,498
18 タイ 1,446
19 マカオ 1,295
20 ポルトガル 1,232
21 サウジアラビア 1,153

22 オランダ 1,101
23 エジプト 1,061
24 クロアチア  931
25 南アフリカ  909
26 ハンガリー  864
27 スイス  845
28 日本  835
29 アイルランド  800
30 シンガポール  796
-
36 韓国  645
37 インドネシア  551
-
41 インド  443

　
　外国人の訪問数では日本は世界で 28 位、アジアで
も 6 位と格段に低い。　欧州は観光資源も豊富で陸
続きでもあり往来が容易だが、日本は極東の島国で
往来には不便。　最近アジア各国で招致運動が盛ん
なコンヴェンションの開催数でも先進国としてはシ
ンガポール、中国、韓国を下回り 18 位と低迷してい
る。

＜国際観光受け入れ発展途上国日本＞
　世界地図で見れば極東の国日本は大きな地理的ハ
ンデイキャップを負っているがアジアの先進国とし
ては日本を訪れる外国人が他国と比べて非常に物足
りない。
　日本は戦後産業立国として成功を収め観光収入に
よる外貨獲得の必要性を感じずそのため世界に対し
て日本のよさ、魅力を宣伝し認知理解してもらうと
いう努力が不足していた。外国人にとっても日本に
関する情報量が少なく観光地としてのイメージが余
り浮かばないのが実情であった。　さらに島国で過
去においては国内での通常生活で外国語の必要が無
いため外国人にとっての言語障壁が高く又為替レー
トから日本は物価高という印象が定着していた。　
その他にも入国管理のハードルが高いとか旅行シス
テムそのものが日本独特のものが多く（泊食分離
でなく部屋あたり料金でもない日本旅館、予約シス
テムやポーターシステム又案内表示などが未整備な
ど）、外国人旅行者の一人歩きに適さない国であった。
　一方日本の印象についての国際観光振興協会の調
査によれば、悪印象は物価高と言語障壁くらいで好
印象は親切、礼儀正しい、治安が良い、文化歴史が
素晴らしい、食事がおいしい、美しい自然、ショッ
ピングが楽しめるなど圧倒的に多くの項目が数えら
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　健康に良いと考え、７０才を目前にした最近でも、
週に３日はテニスコートに立っている。正確に言え
ば、自分の練習に２日各３時間、テニスを教えるの
に１日２時間である。

テニスを始めたのは、高校２年の５月である。小
田高２年の５月、何かの種目の壮行会が中庭で行わ
れた時に、硬式テニス部が発足するから希望者は申
し出るようにと聞いて、大嶋保孝、須藤一雄、森健司、
辻秀志の仲良し４人で入った。当時はウッドのラケ
ットで高価だったから、私は森君と二人で１本のラ
ケットしか買えなかった。テニス部長は “ ド近眼の

て日本の国際観光への取り組みが益々重要になって
きています。    ( 以上 )
　

れ、更に訪日前よりも訪日後の方が肯定的イメージ
は高くなり否定的イメージは低くなっていることが
わかっているので潜在的な国際観光能力は高いとい
える。
　しかしながら、２００９年世界経済フォーラム発
表の旅行・観光競争力順位（調査対象 133 カ国地域
について交通インフラや人材能力、観光資源の豊富
さなど 14 分野の評価結果から算定）によると欧米諸
国が上位を占めシンガポールが 10 位に入っているが
日本は依然として 25 位と低い。

＜外国人受け入れの取り組み＞
　国際観光振興の取り組みは 1990 年代に始まっい
るが（1996 年ウェルカムプラン 21~ 訪日外国人を
2005 年に 700 万人に「実績 673 万人」、1997 年
外客誘致法制定など）、2000 年代に入り外国人旅行
者訪日を促進する官民の活動が活発になり、
2002 年の経済同友会による「外国人が訪れたい、
学びたい、働きたい日本になるために」宣言、2002
年国土交通省による「グローバル観光戦略」設定、
2003 年総理大臣施政方針演説（2010 年に訪日外国
人 1000 万人に）、などによって 2003 年４月から「ビ
ジット・ジャパン・キャンペーン」が展開された。
　外国人向けの市場開発、商品開発、査証負担軽減、
空港アクセスの向上、外国語による案内表示の充実、
外国市場への日本の魅力・旅行商品の PR、など

「YOKOSO JAPAN」のキャッチフレーズのもとに官民
をあげて取り組んでおり、その成果が徐々にあらわ
れている。　
　更に 2007 年には「観光立国推進基本法」が施行
され、2008 年 10 月には国土交通省内に観光庁が設
置され・魅力ある観光地つくり・海外との観光交流
拡大・観光産業の高度化・人材の育成・環境整備な
どに取り組んでいる。
　インターネットの普及によりあらゆる情報が世界
を駆け巡る時代にあって、行過ぎた金融自由化など
グローバリゼーションのスローダウンの動きがあり
ますが、日本が世界に伍して影響力ある地位を維持
し更なる発展を遂げるためには日本人自身が世界的
視野を持った国際人になることと、より多くの外国
人が訪れたいという国にするということが肝要です。
欧米の復活とともにアジアの飛躍的成長により日本
が内向きに少しでも足踏みしているとあらゆる分野
で遅れを取る事になります。　そのための一助とし

テニスができれば健康

（２）小田高上々庭コート（現在）

（１）今年８月、今道君とテニスガーデンで

3 組　辻　秀志    odawara_tsuji@ybb.ne.jp
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平ちゃん（高篠平太郎先生）” でした。テニスコート
はペンペン草の生えた上上庭の１メートル位段差の
付いた２面のコートであった。大分経って、中野先
生の時に段差を取り３面にした（写真２））と聞いて
いる。  

私は３年は休部したので、２年の時の草むしりば
かりのテニス部員と言っていい。小田高テニス部 OB
会が最近ようやく整備され（http://www.asahi-net.
or.jp/~ft5y-oosn/index.1.html）、今年 50 周年の記念
誌（写真３）が発行された。

大学でもテニス部に入り１年活動し、東京オリンピ
ックの年に就職して川崎駅前の東芝へ通い始めて、
休日はテニスに小田高コートに通った。初めは高校

生のボールを使っていたが、同好会にしようという
ことになり、名前を決める段になって小田高 OB の
枠も外し、誰でも入れる同好会にしようということ
になり、八幡山ローンテニスクラブが誕生し、年長
者の私が会長に推された。「ローン」と言っても芝の
コートではなく、慣習上そのように名付けるものら
しいので、そうした。

コートは小田高生が使わない日曜に使わせてもら
った。城山テニスコート（写真４）では硬式テニス
はコートが痛む、ガラスが割れると言って初めはや
らせてもらえなかった。やむなく、カネボウ小田原
工場のコートを使わせてもらったりした。

小田高で２年後輩の元気者が「八幡山オープンテ
ニス大会」を創始し、時の小金義輝代議士に優勝カ
ップと参加賞の紅白の饅頭の費用を出してもらい、
城山コートも使わせてもらって開催、開会式に小金
代議士の開会の挨拶もお願いした。この大会は今も
続いていて、今年４２回目になる。
 クラブ創始３年目に、この辺りで硬式テニスをやっ
ている富士フィルム足柄工場と小田原工場、明治製
菓（柏山）、小西六写真工業（今は DNP）、カネボウ

に提案しリーグ戦を始めた。同好クラブは八幡山だ
けであった。その翌年、小田原テニス協会（http://
www.odawara-ta.org/index.htm）　を私たちのクラブ
が主唱して設立、小田原医院の八幡先生を会長に担
ぎ出した。

小田原テニス協会は各種の大会を年間を通して開
催しているが、当初は城山コートの他に、富士フィ
ルム足柄と小田原の両工場のコート、明治製菓のコ
ートを休日ごとに使っての分割開催で、大変苦労し

（３）小田高テニス部50年誌

（４）城山テニスコート

（５）山田コート
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た。大井町山田のコート（８面、写真５、昭和 56 年
開設））、鴨宮駅から 10 分の西湘スポーツセンター（写
真６，酒匂、4 面の人工芝コート、昭和 57 年に神奈
川県が開設、壁打ちができる）、が出来、大助かりで
活用させてもらった。

そうこうする内に、足柄ローンテニスクラブ（大
井町金子、0465-83-3624、昭 49 年開業、当初 10 面、
今は３面）、オレンジヒルテニスクラブ（南足柄市塚
原、0465-74-5666、昭 51 年開業、６面）、少し遅
れて富士見テニスクラブ（小田原市柏山、0465-36-
8767 昭和 55 年開業、４面）、大井町ファミリーテ
ニスクラブ（大井町上大井、0465-83-2769 昭 61 年
開業、当初５面、今は２面）、開成グリーンテニスク
ラブ（開成町宮台、0465-83-7744 昭 63 年開業）な
ど営業テニスクラブが誕生した。それらのコートで
はリーグ戦はやるが、テニス協会の大会にコートを
貸すことはなかった。このような営業クラブや、好
きな仲間で同好クラブを作り、“ テニスリーグ戦 ” に
参加してくる団体が急増、テニス人口の拡大を反映
していた。

そして、平成９年の神奈川国体を機に、県がソフ
トテニス会場を新設することになり、小田急富水駅
と蛍田駅の中間の小田原市中曽根に小田原アリーナ

（体育館）と並んで住友ゴムの商品である砂入り人工
芝（通称 “ オムニコート ”）１６面の小田原テニスガ
ーデン（小田原市連正寺、写真７）が建設され、一
気にテニス環境が好転した。

国体ソフトテニス会場として整備されたが、現在
は硬式テニス（今は “ テニス ” だけで通ずる）、ソフ

トテニスと使いわけているが、普段は圧倒的にソフ
トではなく “ テニス ” で使われている。　

南足柄市でも運動公園に人工芝コート（写真８，南
足柄市怒田、0465-72-0006、平成 9 年 4 面で開設、
平成 11 年に 4 面追加）が整備され、地域のテニス環
境は現在はベストの状態である。
 以上の経過で、小田原テニス協会関係の大会は３セ
ット６ゲームマッチ（さすがにジュースはワンポイ
ントで決まるノーアドバンテージだが）で行える贅
沢な状況にある。人工芝のテニスコートが１６面も
集中的にあるのは県内で小田原テニスガーデンだけ
で、４月末の神奈川選手権、５月末の関東オープン
などレベルの高い大会の開催を呼び込んだところ喜
ばれて、このところ毎年、小田原が開催地になって
いる。

（７）小田原テニスガーデン

（８）南足柄運動公園（怒田）

（６）西湘スポーツセンター
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試合は人のいないところとか、返せないようなボー
ルを打つのだが、９０才を超える高齢者を相手にす
る時は打ちやすいボールを打ってつなぎ、ボールを
打つ快感をいつまでも味わってもらう心使いをした
ことがあったが、そんな配慮をしてもらえるまで長
生きをしたいものである。　　　　　　　（以上）

＜はじめに＞
　寄稿のご依頼をいただき、改めて今までにお送り
いただいた「11期通信」に寄せられた諸兄のお話
を読ませていただきました。驚くほど多岐に亘るテ
ーマとそれぞれのご造詣の深さに感じ入った次第
です。私にはとてもじゃないが、これほど格調の高
い内容と文章は書けそうもありません。引き受けな
ければよかったと後悔しましたが、いまさらお断り
もできないだろうとテーマを考えてみました。私
は、胸を張って言うことではありませんが、よい伴
侶に巡り合う機会がないままに徒に馬齢を加え、こ
の年になってもマンションでの一人暮らしをしてい
ます。父母は既に無く姉一人と妹二人が近郊に暮ら
しています。病気になっても自分の身は一人で守ら
なければなりません。自然に健康に留意するように
なり身体づくりや食事に気をつけるようになりまし
た。現在、どこへ行くにも自分の足で歩くことを第
一にしています。（車の運転免許を持たず、従って
車を持っていないせいもありますが）
そこで、身体と健康管理をテーマにお話しすること
にします。

＜サラリーマン時代＞

◆皇居一周のジョギングを始める
１９７４（昭和４９）年１０月当時私が在籍して

いた日刊工業新聞社が完全週休二日制を導入し、土
日が休みになりました。早速職場の同僚たちと定期
的に登山をしようということになり、皆の中では一
番登山経験があった私が中心になって山登りを始め
ました。メンバーは私を含めて最初は全部で８名い
ました。ところがそれまでろくに運動らしいことを
してこなかった連中です。最初の山行から散々な体

しかし、ウイークデーに１６面のコートが埋まるこ
とはないので大いに使わせてもらおうと考え、定年
を迎えた人に体を動かす時間を持ってもらおうと “ シ
ルバーテニス教室 ” をテニス協会主管で私自身（その
時はテニス協会会長）が還暦を迎えた１０年前に始
めた。「男６０才以上、女５０才以上」が条件で毎週
木曜日９時から１１時まで、ボール出しをしては打
ってもらう練習の場を作った。今までラケットを握
ったこともない人が主対象だが、昔少しやったこと
がある人が入ってくることが多い。
　随分前から、県西２市８町は体育文化施設利用の
協定を結んでいて、この地域の利用料は同じである。
２市８町の人の使用料６００（円／時間）、市外の人
は２倍の１２００（円／時間）の使用料である。小
田原テニス協会も２市８町の団体で構成しているが、
２市８町の合併の先取りをしていると言える。
　テニスはやりようによって、運動量が多くも少な
くもできる。中高年のスポーツとして最適ではなか
ろうか？激しくやれば１時間で汗びっしょりになり、
ダブルス戦を穏やかにかつ交代してやれば８０代の
人でも、半日くらいは楽しめる。女性とペアを組ん
でやるのも普通なので、夫婦で一緒にできるのもい
い。私の場合は結婚してから女房はテニスを始めて、
今でも大概は一緒にテニスを楽しみに行く。我が八
幡山ローンテニスクラブの水曜練習会には２０人を
超える老若男女が集まり、２〜３面を使っている。
土曜日の練習には現役のサラリーマンも参加する。
　高校テニス部 OB 会、大学のテニス部同窓会の集ま
りもある。我々の年代は、小田高と城内に男女が別
れた高校時代だったが、数年前から小田高に合併し、
女生徒が過半数を超えるようになっている。同窓会
はまだ小田高同窓会と窓梅会に分かれていて一本化
していない。しかし、テニスでは私の周辺の男女数
人で同期テニスを隔月で楽しんでいる。ミックスダ
ブルスもできる。

１１期で現在テニスをやっている人もかなりいる
と思うので、１１期テニス会もやればやれると思う。
今もテニスをやっている１１期生の名前を、勝手な
がら思いつくままに上げてみれば、今道周雄、遠藤
紀忠、浦辺靖（小田高テニス部時代のキャプテン）、
大田充、奥津紀一、佐々木洋、高橋辰男、根岸俊郎、
辻秀志　などなど。他にもいるのではないか？
　はたして何歳までテニスができるか？　仲間に
９３歳までコートに降りた人がいた。普通テニスの

私の身体管理と運動履歴
～座右の銘は「継続は力なり」～

７組　山本哲照      alleinganger@rouge.plala.or.jp



14

たらく。「これではいかん。まず基礎体力をつけるこ
とから始めよう。」と皆でランニング（ジョギングと
いう言葉が市民権を得るのはこれより数年後ですが、
本稿ではジョギングのほうが分かりやすいでしょう
から以後ジョギングということにします。）をするこ
とになりました。

同僚の中に高校時代陸上部だった人がいて、こ
の人の指導のもと休み時間に本社の屋上でジョギン
グを始めたのです。走ることに段々慣れてくると屋
上では単調なので外に出ようということになるのは
自然の成り行きです。日刊工業新聞社はその当時東
京都千代田区飯田町（現九段北）にありました。最
初はすぐ近くの北の丸公園の外側（千鳥ケ淵・１周
約３ｋｍ）を周回しました。それにも慣れてきてと
うとう皇居（１周約５ｋｍ）を周回するコースに挑
戦することになりました。週に３回、九段北の本社
から竹橋まで走って行き、そこから逆時計回りに走
ります。本社屋上や千鳥ケ淵を走るのは昼休みでも
できますが、皇居一周となると昼休みの時間内では
無理で終業後ということになります。新聞社という
所は印刷・発送という現場があり、汚れたり汗をか
いたりするので地階に風呂場があります。走った後
に一っ風呂浴びて近くの酒屋で冷たいビールを飲む
のが楽しみで初めのころは８人全員、一人も欠ける
ことなく続きました。ところが半年も過ぎないうち
に一人欠け二人抜けて２年後にはとうとう私ともう
一人だけになってしまいました。この人は私より７
歳年下で大学の後輩でした。当初の目的だった登山
が好きな人で、よく二人でテントを担いで雪山など
へ行きました。しかし、この人も５，６年経ったこ
ろからやめてしまい、結局残ったのは私一人だけに
なりました。夏なら少々の雨でも走るという生活を
１９９３年１月中旬まで続けました。

◆谷川真理もいた
私たちが皇居一周のジョギングを始めた頃はまだ

それほど多くの人が走っていたわけではありません
でしたが、ちょうど同じ時期に走っていた人の中に
その後女子マラソンンの選手として有名になった谷
川真理さんがいました。一度か二度顔を見たことが
あります。彼女のコーチとしてＴＶにも何度か顔を
出した中島進さんは日刊工業新聞社の社員で同社の
マラソン部に所属していました。マラソン部の練習
の一環として皇居を走っている時に当時資生堂の社

員だった谷川さんと知り合い、ランニングの助言を
している内に自分も本格的にコーチとしての勉強を
してとうとう日刊工業新聞社員のままで正式なコー
チになったわけです。私はマラソン部ではありませ
んでしたがいつも皇居を走っているので、彼らから
は仲間とみなされ西伊豆・雲見での合宿に参加した
こともあります。

◆ジョギングが原因で腰痛に
ジョギングを続けていた頃で忘れられない出来事

があります。それは１９８９年１月７日のことでし
た。朝起きて足の爪を切りながらいつも聞いている
ＦＭ放送のスイッチを入れると何やら荘厳な音楽が
流れています。「なんだか葬送曲みたいだな」と思っ
ていたら、「天皇が亡くなった」というニュースが放
送されました。

前年末から時間の問題だったので「とうとう」と
思いながら立ち上がろうとした時です。「痛っ！」腰
に激痛が走りました。他人事だと思っていた「ぎっ
くり腰」が突然自分の身に起こったのです。この日
は土曜日だったので翌日も医者には行けず、月曜に
やっとの思いで会社の近くの整形外科医に行きまし
た。診断は第５腰椎の疲労骨折ということでした。
医者の話では長期間のジョギングで骨が金属疲労の
ような状態になり、自然に折れてしまったというの
です。但し「同じくジョギングによって腰椎の周り
の筋肉が強固になり、支える役目を果たしている。
一週間もすれば痛みはなくなるだろう」と言われ、
事実一週間後には嘘のように痛みはなくなりました。
ジョギングによって疲労骨折を引き起こし、ジョギ
ングによって筋肉が鍛えられ守られたというわけで
した。

◆ジョギングをウォーキングにして禁煙、禁酒
ところがアメリカでジョギングブームを巻き起こ

した提唱者のジム・フィックス博士が皮肉にもジョ
ギング中に心筋梗塞で急死するという事件があっ
たりして、ジョギングではなくウォーキングの方
がよいという意見が出てきました。私もそれを機に
１９９３年１月中旬からは皇居一周のジョギングを
止め、自宅の周辺を歩くことにしました。

その頃は小田原市久野に住んでいて当初は早朝１
時間くらい歩きましたが、１９９６年９月からは夕
食後にやはり１時間歩くように変更しました。話は
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前後しますがそうやって健康に留意するようになっ
て、それまでは体に良くないと思いながら吸ってい
たタバコを１９７５年１２月１８日からきっぱりと
止めました。なぜこの日だったのかと言えばこの
日からタバコ代が一斉に５０％値上げされたからで
す。それまで一日に３０本吸っていたロングピース
が１００円から１５０円になりました。禁煙する絶
好のチャンスだと思い、実行したというわけです。
さらにウォーキングを夜間に行うために毎晩夜食に
飲んでいたビールも止めました。酔っぱらって赤い
顔をして歩くわけにはいかないからです。今は夜間
ウォーキングはしていませんがウィークデイの夜は
アルコールは殆ど飲みません。これは食生活の変化
に関係のあることなので追って別の章でお話ししま
す。

◆エレベーターは使わず、ダンベル運動も
私は今は亡き母を介護するために定年まで８カ月

余りを残して１９９９年３月末で退職しましたが、
１９７４年１０月から１９９３年１月まではジョギ
ング、１９９３年１月から１９９９年３月に退職す
るまではウォーキングをしていたことになるわけで
す。さらに私の職場は９階建てのビルの８階にあり
ましたが、エレベーターは使わず階段を歩いて一日
に何回も昇降しました。その他に１９９４年頃から
は自宅で重さ３ｋｇのダンベル２個で毎日筋力ト
レーニングをしています。

＜退職から現在まで＞
◆久野から水之尾まで山越えで往復
１９９９年３月末に退職し自宅で母と一緒の生活を
始めましたが、母の認知症が進みとても私一人では
手に余るようになり、やむを得ず同年７月から水之
尾の老人保健施設に入所させました。週に３日は久
野の自宅から山越えで歩いて水之尾まで面会に行
き、その他に夜間のウォーキングは続けていました。
２０００年５月に母が９３歳で他界しましたが、そ
れからしばらくはウォーキングとダンベル運動、そ
れと腰痛のときに医者から教わった腰痛予防の腹筋
運動を自宅で続けました。そして自宅は１１階建て
マンションの１０階にありましたが、やはりエレベー
ターは殆ど使わず階段を歩きました。

◆スポーツ・クラブに入会

そして２００２年９月末に鴨宮の「ダイドー・ス
ポーツ・クラブ」に入会しました。初めのうちは器
械を使った筋力トレーニングとストレッチ運動をし
ていましたが、２ヶ月後からスタジオレッスンの「エ
アロビクス・エクササイズ」に出るようになりました。

クラブには火・水・金の週３日、小田原市城山の
自宅から自転車で３０分かけて通っています。雨の
日は休むことが多いのですが、電車で鴨宮まで行き
そこから徒歩で行くこともあります。火曜日は４５
分間のエアロのレッスンが２本、エアロバイクを
１００Ｗ（ワット）で１時間、８種類の筋トレ。ワッ
トというのは漕ぐ足にかかる負荷の単位でこの値が
大きいほどペダルは重くなります。普通の人は５０
Ｗで時間は２０分前後漕ぐというのが多いようです。
水曜日は４５分のエアロ１本、同じく４５分のマッ
ト・ピラティス１本、エアロバイク１００Ｗ１時間、
８種類の筋トレ。金曜日は６０分のエアロ１本、エ
アロバイク１００Ｗ１時間、８種類の筋トレという
プログラムです。

　
◆体重激減に病院で検査
ダイドーに入会しても初めの２年間は体重などに

目立った変化はありませんでした。しかし、３年目
に入ったころから大きな変化が起き始めました。体
重がみるみる減り始めたのです。入会時は体重が
５９ｋｇぐらいありましたが２００５年末には５５
ｋｇ、２００６年に入ってからは毎月１ｋｇずつ減
り始め６月にはとうとう４９ｋｇ台になってしまい
ました。さすがに心配になってきました。「いくらな
んでも減り方が急すぎる。何か病気なのか？或いは
ガンかも？」と疑心暗鬼にかられ、間中病院で受診
しました。いきなり検査をしてくれと言えば高い料
金を取られそうで「この頃食欲がなくて体重も減っ
た」とか適当なことを言い、向こうから検査をしよ
うというのを待って検査してもらいました。血圧・
血液検査・心電図・胃と大腸の内視鏡検査・胸部の
Ｘ線検査などほとんどの検査をしましたが、すべて
異状なしでした。私の日常生活を聞いた医者が云う
には、「あなたの場合は消費カロリーが摂取カロリー
を上回っているようだ。体重減はそのせいでしょう」
とのことでした。

◆食生活も変える
摂取カロリーの話が出たのでここで私の食生活に
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ついてもお話ししておきましょう。禁煙と節酒の件
については前に触れましたが、２００３年５月から
朝食と夕食の内容を入れ替えることにしました。即
ち朝は米飯・味噌汁・主采・副采。夜は食パン・牛乳・
チーズ・ヨーグルト。現代人にメタボが多いのは夕
食の時刻が遅い上にアルコールや肉類などを多量に
摂取し、就寝までの時間が短く摂取したカロリーを
消費できずに体内で脂肪となって蓄積される、とい
うことが大きな原因だと言われています。私は現在
では夕食にパンも止め、牛乳とチーズそれに納豆だ
けにしています。就寝時刻は大体午後９時半頃、起
床時刻は午前５時頃です。アルコールは嫌いという
わけではないので、土日の夕食のときに飲むように
しています。それもビールや日本酒などの醸造酒は
避け、蒸留酒の焼酎を飲んでいます。土日以外は全
く飲まないというわけではなく、友人などと飲む機
会があれば喜んで参加するようにしています。その
辺は柔軟に対応するように心がけています。

◆トレーニングの内容
器械を使った筋力トレーニングの種類と鍛える筋

肉について簡単にお話ししておきましょう。
レッグプレス（大腿四頭筋・下腿三頭筋・ハムス

　トリングス・大臀筋）
チェストプレス（大胸筋）
ラットプルダウン（広背筋・僧帽筋・三角筋）
アブドミナル（腹直筋）
ロータリー・トーソー（腹斜筋）
ローイング（広背筋）
ロウアーバック（広背筋・脊柱起立筋）
ショルダープレス（僧帽筋・三角筋）

これだけでは腕の筋肉に関するトレーニングが欠け
ていることにお気づきの方もおられるでしょう。前
にお話しした家でのダンベル運動で上腕二頭筋・上
腕三頭筋・前腕屈筋群などを鍛えるようにしていま
す。家ではさらにダンベルを肩に担いだスクワット
も取り入れています。いずれの場合も鍛えている筋
肉を意識して行うことが大事です。

エアロバイクは上記の足の筋肉（大腿四頭筋・下
腿三頭筋・ハムストリングス・大臀筋）のほかに体
の内部にある腸骨筋・大腰筋（二つを合わせて腸腰
筋ということもあります）を鍛えます。さらに股関
節を柔軟にするという目的もあります。これらの筋
肉は背骨・骨盤と足を結び転倒防止に役立つ筋肉で、

歩いたり走ったりでは鍛えることはできず、自転車
が一番効果的だと聞いています。

エアロビクス・エクササイズは日本語では「有酸
素運動」で文字通り酸素を十分に取り込みながら行
う運動で脂肪を燃やし、筋力を強化し、心肺機能を
高める効果があります。

マットピラティスというのはマットの上で主に横
になって行うエクササイズで身体内部のコア（中心）
の筋肉を鍛えるものです。ピラティスというのは提
唱者の名前です。

大体このメニューに固定したのは２００５年の
４月頃でしたから既に４年経過しています。特にエ
アロバイクを１００Ｗで１時間漕ぐという過酷なト
レーニングを続けるようになってから体重が目に見
えて減り始めたように思います。

◆座右の銘は「継続は力なり」
ジョギングを２０年近く続けたせいで私の大腿四

頭筋（太もも）と下腿三頭筋（ふくらはぎ）は自分
で言うのも何ですが、よく発達しています。一緒に
トレーニングをしている人達からもよくそう言われ
ますが、ジムのスタッフで医療や運動生理学の知識
を持った人からも「その足の筋肉にさわらせてくだ
さい」などといわれることもあります。小柄で色白
な私は見た目には軟弱に見えるらしく、腕の筋肉や
腹筋の固さにびっくりする人もいます。

しかしこれらは決して一朝一夕でできたものでは
なく、すべて１９７４年から始まったジョギングを
ずっと継続してきて、さらにそれを補うために始め
たいろいろなことも止めずに継続してきたからだと
思っています。まさに「継続は力なり」という言葉
をなによりも、誰よりも実感しています。

（別表に２００２年からの体重の年間平均値、また
何をいつから始めたのか時系列で示しておきま
したので、ご覧ください。）
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     2002 年～ 2008 年の体重などの年間平均値  

   

 体重 体脂肪率　内臓脂肪 ＢＭＩ 身体年齢

2002 58.4  　20.7     12.0  23.2  

2003 58.1  　18.5     11.0  23.1  

2004 58.0  　17.7     11.0  23.0  

2005 55.8  　17.1     10.0  22.2   51

2006 51.1  　13.9      7.0  20.3   45

2007 50.3  　13.1      6.0  20.0   44

2008 51.0  　13.9      7.0  20.3   46

2009 53.0  　14.5      8.0  21.0   50

  　   

タニタなどの測定器で計測したものです。 

1974年10月 ジョギングを開始

1975年12月 禁煙

1989年1月 腰痛予防の腹筋運動を始める

1993年1月 ジョギングをやめ早朝ウォーキングに

1994年  家でダンベル運動を始める

1996年9月 ウォーキングを夜間にし晩酌を止める

2002年9月 ダイドー・スポーツ・クラブに入会

2002年12月 エアロビクス・エクササイズを始める

2003年5月 朝食に米飯・味噌汁など、夕食にパン 

　　　　　　と牛乳・チーズ・ヨーグルト   

 

      （完）

　編集後記

　「小田高１１期通信」の第４号をお届けすること
ができ、ほっとしています。始め原稿の集まりが悪
く、寄稿のお願いをしたところ、皆さん快く引き受
けて下さり、７編の随筆を載せることができまし
た。
それぞれが大変面白く、改めて小田高同窓生の変化
に富んだ人生を感じています。

　瀬戸さんには大変細かく読後感を書いたメールを
頂いたので、ご本人の了解を頂きそのままそのまま
掲載しました。
　　辻さんが小生と並んだ写真を出して下さり、ま
た、同期のテニス愛好者の一人として名前を挙げて
下さったのですが汗顔の至りです。私は５０歳から
テニスを始めたので、未だに同年代の女性にやられ
っぱなしです。
　

　ところで１０月には卒業５０周年を祝って、１１
期同期会を開催します。会員の皆さんがまもなく古
希を迎えますので、同期会はこれが最後となるでし
ょう。是非、お誘い合わせの上ご参加下さい。

月日：２００９年１０月３１日（土）
場所：報徳二宮神社　報徳会館
スケジュール
受け付け開始：１１時
飲み物サービス：１１時３０分
宴会開始：１２時〜１４時 
                   着席バッフェ形式

皆さんに会話を楽しんで頂こうという趣旨から、今
回は各クラスの紹介のみとし、来賓はお呼びせず挨
拶もありません。

＜第５号原稿募集＞

第５号の元発行は２０１０年４月１日の予定です。
是非皆様の随想や写真をお寄せ下さい。

原稿締め切り日：２０１０年２月２８日

尚、ダウンロードサイトのURLは以下の通りです。

http://www.juno.dti.ne.jp/~cimamich/Odako/DL11.
html


