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『健幸アンバサダー養成講座』に参加して思うこと 

北見 幹治 

◆ 健幸アンバサダー養成講座に参加して 

我々世代の年代になると、友人や仲間との共通の話題としては『健康と生きがい』で

はなかろうか？ 最近、自分自身の健康づくりが少し気になっていた時期でもあり、『健

幸』という言葉に関心を持ったのでスマートウェルネスコミュニティ協議会主催の『健

幸アンバサダー養成講座』に参加してみた。 

『健幸アンバサダー』とは、健康情報を大切な人に伝える伝道師（インフルエンザ－）

という新しい社会的役割を担うことを使命として、健康づくり無関心層を含めた地域住

民に人と都市の『健幸』を達成するために心に届く必要かつ正確な健康情報（健康づく

りに向けた健康格差の縮小に寄与）を伝え拡散することを主な役割とする健康推進員の

ことらしい。 

主な役割は、健康づくりのための心に届く情報を①大切な人に伝える、②繰り返し伝

えることであるが、先ず③自分自身が『心身の健幸』であることが大切であることを改

めて認識させられた。 

 友人との会話の中でいつも話題になることは、生涯現役で取り組んでいる仕事を含め

たライフワークにおいて《生きがい活動は自分の好きなことに没頭できることではない

か？》と定義づけたが、その原点になるのはやはり健康問題である。 

自分自身の健康づくりについては、日毎に体のあちこちに異変を感じて時々不安に襲

われることもあるが、異変を感じた時にはかかりつけ内科医にその都度、相談すること

がある。特に、かかりつけの医者は、症状について問診しながらアドバイスを頂たり、

別の専門医を紹介してくれるので大変助かっている。その専門医とは、心臓病・高血圧･

糖尿病がきっかけでお世話になった医者で、狭心症・高血圧･糖尿病に対する症状は随分

軽減して健常者に近いと感じているが、定期的に処方薬と血圧測定を行っている。 

『健幸アンバサダー』の重要性や必要性は頭では理解できるが、実行が中々難しいと

感じている。他人への伝道師である前に、先ず③自分自身が『心身の健幸』であること

が必要な旨、痛感している。私の場合は、『処方薬』は常備して再発防止や急変を予防す

るために毎日に摂取し続けているが、残念ながら健康づくりのための有酸素運動が欠如

している。これからは可能限り有酸素運動に継続して取り組むことが必要であることを

友人とも語り合ったところである。 

 

◆ 新型肺炎コロナウイルス問題について 

この健幸アンバサダー養成講座に参加した直後から、連日、テレビ。ラジオ、新聞等

の報道で、中国で発生・感染が蔓延している新型肺炎コロナウイルス問題が大変な大き

な社会問題になっている。 
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この度の新型コロナウイルスは、中国における『不衛生管理』が最大の原因であり、

感染に対する『初期対応の遅れ』が大変な不祥事を引き起こしている。コロナ型という

のはウイルス菌が球形しているからであろう。つまり「コロナウイルス」も「球菌」も

同じ意味である。新型であるために「コロナウイルス肺炎」のワクチン接種も未だ見つ

からないので感染予防対策が取れずに増幅している。不安が募るばかりである。 

また、横浜港から出発した豪華クルーズ客船ダイヤモンドプリンセス号も就航を終え

て横浜浜に入港したが、発症した中国人が乗船・下船していたことが明らかになって濃

厚接触者や感染症状者の検査をするために、横浜浜に入港停泊したまま船内客室に閉じ

込められたままになっている。 

今回の新型コロナウイルスは感染発症が出なくて発熱がないと思われる健常者でも、

ウイルスの正体が判らず体内潜伏期間が１４日程度と推定され、飛沫感染や接触感染を

防止するため感染者の特定隔離が判明するまでの政府命令である。なにしろ「新型」だ

から、つまり「コロナウイルス新型肺炎」はコロナに気を取られるのではなく「新型」

に注意しなければならないのである。ウイルス菌はとんでもなく微細で一筋縄でいかな

い性格を備えているらしい。接種していただいた先生に効果を尋ねてもはっきりした答

は当面聴けそうにない。手洗いとうがいを励行するだけである。 

先日、８５才になる先輩知人から、「今、クルーズ客船ダイヤモンドプリンセス号」に

閉じ込められたままになっている」との突然電話があった。 

体調はいかがと尋ねたところ、全く問題ないが、１４日程度下船できないとのことで当

惑しているとのことであった。その後のニュースでは、船内には乗客と乗組員を含めて

３７００人が閉じ込められままで、感染検査も殆ど進展しておらず、情報伝達もないの

で段々とイライラが募り始めているようである。 

特に、高齢者・心臓病・高血圧･糖尿病、持病のある人ほど感染しやすいとのことなの

で、我々年代にとっては。重大な関心事である。この間、中国に滞在中であった７５０

人の日本人は、急遽、チャーター便に国内に搬送され、現在、ホテルや研修所に身柄を

隔離されて感染検査を行われ、潜伏期間が過ぎるまで外出禁止状況にある。中国では、

当初の『初期対応の遅れ』に対する責任者の処罰が実行されると訊いた。世界経済にも

大きな影響が出始めている。またまだ、終息宣言が出るまでには相当の時間がかかりそ

うである、現在までの感染者は、高齢者や持病のある人、心臓病・糖尿病などの疾患の

ある人が感染しているが、特に感染していない高齢者でも常備薬切れが大きな問題にな

っている。やはり感染にかかりにくい体質にするためにも、常日頃の健康づくりは大切

であることを痛感している。 

 一刻も早い新型肺炎コロナウイルス問題が解決され、終息宣言が発せられることを 

望んでいる。                            以上 
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私とウォーキング 

金子 弦 

 私は何事にも不安を感じがちな性格だ。60 歳代のある日寝酒をやめた途端、

眠る事に困難を感じるようになった。 

 最近感じる事は、やはり人間入眠時には何も不安や体の緊張がない状態でな

いと、入眠が困難のようだと実感。 

 またもう一つ気付いたのは、自分は「寝る前に全く疲労感がない」事。疲労感

は入眠の大きな要素の筈。そこでもっと日中の生活を充実させようと決意した。

家事、掃除、学習、趣味、イベントへの参加、特にこの AYSA などをきっかけ

に対人関係を広げて行ければと思う。しかし張り切りすぎも良くない。夜には

副交感神経を優位にさせる為、ゆったりする事は大事だ。ただ情けない事にま

た不安が生じると充実させようと言う決意が揺らぐ事は良くある。 

 それと、夜になって最初に眠気を感じた時にすぐ寝ると、すぐに眠れ、深いノ

ンレム睡眠に入れるそうだ（歳を取ると徐々になくなるらしいが）。眠気を我慢

すればするほど浅くなる。これは米国スタンフォード大学の睡眠研究の先生か

らの情報。自分は 10時に寝る事にした。不眠でも朝は早めに起きる。 

 そしてその不眠などがきっかけで「ウォーキング」を始める事になった。直接

のきっかけは長尾和宏医師の書かれた歩行に関する本である。不眠やうつ、認

知症、がん、心臓や呼吸器系、大腸、免疫、高血糖などに対する、予防・改善・

治癒に効果がある事が書かれている。 

 この本は少し前の本であるが最近、エビデンス（証拠？）が他者により証明さ

れつつあるようだ。特に最近では、「インターバル速歩」（早足とゆっくり歩き

を 3分ずつ、合計 30 分間）の高い効果が実証されている。 

 ウォーキングにあたって、具体的にやる事は、まず 1 日 1 回かかとをストレ

ッチする事。かかとは毎日ゆがむ。床に立ってみて、親指や小指の付け根とかか

との 3 点が均等の圧力で接しているかどうか、そうでないと外股、内股となっ

て姿勢に強く影響するし、肩など変な所に力が入る事になる。 踵ストレッチ

するとすぐに姿勢が良くなり、靴底がちびなくなったのは驚きだった。かかと

にある大きな骨（踵そのもの）を持って軽く揺らしたり、回したりする。 
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 また毎日歩くと膝や腰が痛くなる事がある。これは姿勢もあるが、まずは足

の筋肉を付ける事。少し強めのスクワットなど「自重筋トレ」を 1 箇所 3 セッ

ト、週に 2 日、2 日間あいだを置いてやる。人は休んでいる時に筋肉ができる。 

 それと体を柔らかくするために、腰周りなど固い所を反動をつけず 1 動作 30

秒のストレッチも良い。歩行についてはこれらが全てセットだと思った方が良

いと思う。 

 これらを行い、午前中朝日を浴びてなるべく毎日歩く。冬でも汗びっしょり

だ。運動がこんなに気持ちの良いものだとはこの歳になるまで気付かなかった。 

 薬やサプリもよいが、必ず副作用やバッティング、取りすぎの心配がある。ま

ずは運動から入ると、ホルモンなどが自然に分泌され、バランスの良いものに

なるとの事。 

 歳を取ったらがんなどいつ余命宣告が来るかも知れない。何歳でも遅すぎる

事はないが、元気なうちに歩行を始めましょう。徐々に歩きにくくなる。たとえ

がん宣告を受けたとしても、免疫を強化する為歩けなくなるまで歩行は続けよ

うと思う。 

 つい書きすぎてしまったので、歩行の時に感じた気持ちのよい風景について

は、また次の機会に…。 

 

  

 

 

 

 

歩行しながら小野田橋

にて。 
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高齢化をどのように生きるか 

津島 榮 

私は、４０年を越す会社生活を終え、その後、引続き 5 年間、首都圏で品質

マネジメントシステム構築コンサルタントとして働き、約１５年前に宇部市

に帰ってきました。私は会社勤務を通じて、常に問題・課題を明確にし、把握

しその解決に努力することを求められてきました。 

宇部市に移住当時、北海道夕張市にて財政が破綻していることを知りまし

た。たちどころに宇部市は、大丈夫なのか？調査してみようと考え「宇部市の

財政を考える会」を立ち上げ、市の担当者を呼び宇部市の財政状況につき説明

を受けました。しかし宇部市の財政状況をどのように評価するか悩んだ末に、

①県内の他市の状況との比較 ②当時の自治省が定めた類似団体と比較する

ことにより評価しました。その結果は、決して安心できる状況にないことを知

りました。このことが、以後、私が市長や市議の選挙に深く係わる原因となり

ました。 

次の問題として、私達の水亀である小野湖の水源地に産業廃棄物処分場が

計画されていることを知りました。これは１５年間に渡り７０万立方メート

ルの産業廃棄物を谷底に投棄し、土を被せというものでした。このような廃棄

物処分場は各地で安全上の問題を起こしており、容認できるものでないこと

を知り、直ちに「小野湖の水を守る会」を立ち上げ、阻止活動を開始しました。

県の要綱に「産業廃棄物処分場の設置には関連住民の承諾が必要」と定めてあ

ることを知り、これを根拠として活動し阻止することが出来ました。その後も

水源地に同様の計画が持ち上がりましたが同様の手法で阻止に成功しまし

た。 

このように私達の命である水を汚染する可能性のある計画が、何故、次々持

ち上がるのか考えた結果その恩恵を受けているまちなかの人々が水源地の保

全に無関心であることに原因しているのではないかと考えるようになりまし

た。そこでまちなかの人が水源地にて、水源地の保全や地域の活性化に有効か

つ継続的な活動を行う必要があると考えました。 

まず、まちなかの家族を水源地に連れて行き、水源地の現状を見せ、体験し、

考えることから始めました。竹の子堀、田植え、稲刈り、収穫した米でのお餅

突き、水源地でのキャンプ、生き物調査など、また私達が利用できる資源とし

て耕作放棄地があり、これを利用した①菜種②ソバ③かぼちゃ④大豆の栽培、
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その他⑤コスモス⑥フジバカマ等、植え付けアサギマダラを呼ぶ等、多くの活

動を試験的に行いました。 

しかしいずれも多大の資金とマンパワーを必要とし、加えて街中から小野

まで往復７０ｋｍということもあり持続できませんでした。また資金が必要

なのです。いろいろ考えた結果到達したのが耕作放棄地を利用したオリーブ

栽培です。私達は、現在、この事業に全力で取り組んでいます。 

オリーブの葉は⇒お茶、実は⇒ピクルス･食用バージンオイル･化粧品･石

鹸、古木⇒木工材料へと有望な用途が期待できます。木自身も庭木として販売

が可能です。その様な理由で私達の最後の目標として現在オリーブの栽培に

全力で取り組んでいます。当面の目標は法人化、植え付け１，０００本、実の

収穫 5 トン、売り上げ 1 千万円、雇用 2 人です。 

高齢となり、子どもや孫の成長を楽しみに生きておられる方も多いと思い

ますが、私には、子どもがいません、当然、孫もいません、何か目標（夢）、

がなくては生きていけません。残った人生を、オリーブ栽培を夢とし、生きる

こととしました。 

皆さんは夢をお持ちですか、夢がなくても生きていけますか、夢（目標）を

持ち、達成に努力し、その目標の達成を楽しみに生きていきませんか。人生楽

しくなるかもしれませんよ。 

これは、現役時代結果が楽しみで毎日夜遅くまで研究した時に身に付いた

ものだと思います。植物は手を加えれば確実に答えてくれます、裏切りませ

ん。努力が確実に成果となり楽しませてくれます。現役時代の研究より効果的

です。命ある限り夢を追い続けたいと考えています。 

以上 
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「 Do it yourself 」 

宮本 政英 

築 38 年（1982 年竣工）の宇部ハウスに住んでいる。子供の頃に父親が台風

の度に、古い木造住宅の補強に追われ、強い風に怯えていた記憶からであろう

か、コンクリートパネル住宅の宇部ハウスを選んで建てた。 

およそ 30 年も経過すると建物や敷地内の設備など、いたるところから不具合

が出始める。たいていの場合は、自分で修理することにしている。不具合の状況

を調べて、どのように対応できるか考えるのは面白いし、多くの場合インター

ネットを検索すると関連した記述が見つかるので大変参考になる。業者に頼む

場合も、たいていの場合作業に立ち会って状況を観察するように心がけている。

この時、邪魔にされることもあるが、技術のコツを教えてくれることもあるし、

より熱心に補修に取り組んでくれる気がする。 

（畳下地のコンパネの交換） 

これまでの補修で最も大変であったのは、和室（1 階、押入れ床の間あり 7.5 畳）

の畳の下地のコンパネを張り替えたことである。 

2009年 3月、和室の畳がふわふわする感じと妻に言われて、畳を上げてみると、

畳下のコンパネの一部が結露のため腐食し、釘も腐っており、合板が朽ちかか

っていた。最もひどい家の中央に近い 2 枚のコンパネを交換することにした。 

釘抜きのバールとハンマー、プライヤー、のこぎり程度の道具しか備えていな

いが、2 枚のコンパネを何とかはがして、購入したコンパネと交換した。 

その 4 年後、又妻に畳がふわふわすると言われて、畳下を調べると 4 年前に交

換した 2 枚を除き大部分のコンパネは、結露のためカビに覆われ腐りかけてい

た。畳屋に診てもらうと、畳は表替え程度で済むが、下のコンパネは交換した方

が良いと言われた。押入れを含めると、6 枚プラス 1/2 枚のコンパネを剥がして

交換しなければならない。妻からは業者に頼むと反対されたが、既に 2 枚を交

換し自信をつけていたせいもあり自分でやってみることにした。 

2013 年の 12 月 1 日に、押入れのコンパネから、バールとハンマーで釘を抜

き、剥がし始めた。押入れの部分は支える根太も補修を要することがわかった。

12 月 6 日までに、やっとすべてのコンパネを剥がし終わった。押入れ以外の根

太は問題なかった。敷居の下に釘がある場合など、剥がすのが難しくて、作業の

途中で何度も業者に頼みたくなったが、妻の手も借りながら手元の道具で何と

かやり遂げた。ハンマーの打面はつぶれて変形してしまった。 

新しいコンパネを購入し、1/2 畳や切り込み等の寸法を整え、剥がす前と同じ

配置でコンパネを張っていった。結露で鉄釘は腐食していたのでステンレス鋼

の釘で固定することにした。12 月 8 日にすべてのコンパネを張り終えた。コン
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パネを張り直す作業は、剥がすのより楽であった。 

畳は上げる前に見た概略の配置を簡単に図示しておいたので、それに従って

畳を置いてみたが、隙間が大きかったり、はまりが悪かったり、元の様にぴたり

ときれいにならない。畳の位置だけでなく向きも、きちんと元の様に置かれな

いといけないことが分かったが、重い畳をジグソーパズルのように動かすのに

くたびれて、取り敢えずはそのままにした。 

畳の裏には「マドマ」「中マ」「取元」「取先」「明川」などと書かれているので、

インターネットでこれら用語の意味を調べた。畳裏の文字は、先頭が部屋の中

心向きになるように書かれること、室の中心に立って見たとき、左が「先」で右

が「元」になる。「川」は 3 列並びを意味する。「マ」は枕を意味する。などな

ど・・・ 

改めて畳の裏の文字に従って敷き直すと、ぴたりと元通りに敷けた。この日が

12 月 11 日であった。10 日以上かかったが、天気にも恵まれ、やっとこれで大

仕事が終わった。 

6 年後の昨年暮れに、畳を上げてみると、結露による腐食はなかったが、カビ

が畳裏とコンパネの表面には広がっていた。掃除機でカビを取り半日ほど室に

外気を入れて乾燥させた。 

畳下地のコンパネの交換は、何とか自分でやれたが、洗濯機では失敗した。全

自動洗濯機の洗濯槽を分解して掃除しようとして、分解の途中、回転翼を外す

段階でそれ以上進めず、部品の重さと複雑さなどで組み立て直すこともできず、

遂に業者に電話して来てもらった。若い修理工に散々小言を言われながら、組

み立て直すのを見ているだけであった。その後、新しい洗濯機に買い替えたが、

洗濯槽の掃除は薬品でやっている。 

この洗濯機には助けられた。浴室で滑ってあお向けに転んだ時に、洗濯機に

思い切り後頭部をぶつけたが、ベコンと凹んでクッションになってくれたため、

自分は何の損傷も受けなかった。未だに洗濯機には凹みが残っている。 

アルミサッシの戸車の交換は、框を外して交換する方法を業者に教えてもら

った。戸車を交換するとまるで嘘のようにサッシが滑るようになる。また、アル

ミサッシのクレセント錠の交換は何回もやったが、手順を間違えると鍵の交換

だけでは済まなくなる。レールの補修もやったが、手に入れやすく加工も楽な

鉄を使うと、熱膨張率の差からすぐにまた壊れるが、同じ材質のアルミで補修

すると何年も保つ。水まわりの補修は業者に頼むことが多い。汚水桝のように

地下に埋設されて見えないものは、建築施工時の手抜き工事が分かり、気分が

良くないこともある。 

水まわりの補修などについてもずいぶん苦労したが、今回は省略する。  
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秋の大掃除 

江本 明夫 

昔は秋の大掃除と言うものがあった。 畳を上げて外に持ち出し太陽光に当

てる。途中で裏表をひっくり返す。 元に戻すときに棒でたたいてゴミを出す。 

大変な労働であった。 また畳の下の床板も外に出す。今と違いこの板は固定

していない。 畳の下に並べておいてあるだけである。  

何時の頃からこの「秋の大掃除」がなくなったのだろうか。 

思うに畳の下の板が釘で固定されるようになってからであろう。なぜそうなっ

たか。 おそらく近所の手伝いが無いと出来ないような大掃除をしなくなった

為だろう。 また畳の下の板が固定されていないので歩くと音が出ることがあ

る。 また畳そのものが藁（ワラ）から畳のシンがプラスチックに代わり湿気に

強くなった。なども原因だろう。 

  昔の家屋は床の高さが地面（土）から 600ｍｍあった。 これは玄関の高さ

を見ればわかる。 玄関ではお客様に対し坐って挨拶をしていた。 

今の家は床の高さはせいぜい 200 から 300ｍｍである。 床下も土ではなくベ

タ基礎（防水シートを敷いてその上にコンクリ―トモルタルを流す。）で、床下

に土が見えることはない。 防湿もしっかりしている。 

玄関の床の高さと玄関の土間の高さは 100ｍｍくらいの段差になっている。  

これでは玄関での挨拶も、座っての挨拶はしなくなる。  

これは果たして進歩なのか。畳の部屋もなくなってきたから問題はないのだ

ろう。また大掃除の人でもいない。 生活様式もかわり時代の変化と言うこと

だろう。  

 ある文集で、M 先生邸の DIY 奮戦記を読んだ。 

畳の下の釘付けのコンパネ（900ｘ1800、12t）をはがし、新しく張り替えると

言う、なんとも、一人でやる DIY を超えているのではないかと思う。 

これは M 先生が定年退職後、N 年かたってのことであり、敬服に値する。 

床板に限らず、洗濯機、アルミサッシの補修まで、DIY を応援したい。 畳の

裏に書かれている文字の意味も面白い。ネットで意味を調べるとはさすが。 

 小生も DIY を趣味としていたが、電動鋸で手を怪我して以来、家族から電動

工具使用禁止令が出た。 あれば使うので全て人に譲り渡した。 

先日、板を鋸で切ったがバカバしくて、やっておれない気分。歳を考えれば無理

をしない方が賢明かもしれない。 
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「老いの才覚を求めて」～道筋を見つけたいこの 1 年～ 

宮崎 修五 

あと 1 年で後期高齢者の烙印が押される年齢となった。この 1 年で、後期高

齢者としての「老いの才覚」、どの様に醸成したらよいのかを考えてみようと思

う。そして、堂々と臆せず「後期（幸期）高齢者」へ仲間入りすることにしたい。 

 

ことのきっかけは、昨年 9 月に AYSA 会員の E さんから、所属されている別

のグループ（豊言倶楽部）で発言された「いきの構造」著者：九鬼周三のパワー

ポイント資料及び解説をメールで頂いたことに始まる。「いき（粋）」について、

著者の考え方や E さん自身がリサーチされた情報などを、興味ある言葉や文章

で表現されていた。その関係もあり、「豊言倶楽部」（創設者は、Y さん、E さん

が山陽小野田日本語教室でご一緒にボランテイア活動をされていたとのこと）

の活動に興味を持った。E さんから、一度、「その会を覗いてみられたら」との

ことで、「老いの才覚」を紐解く一つのチャンスと思い、参加してみた。 

 

この会は、毎週火曜日の午後 1 時 30 分から 3 時半ぐらいまでの 2 時間、参

加者は年齢 80 歳代中心で 6～7 人（女性 3 人、男性 4 人）程度の会合である。

まず全員で「唱歌」を歌い、歌詞の意味や背景などを語り合うことから始まる。

これで、会が和む。会座の話題は様々であるが、会の名前の趣旨から、主に、新

聞や書籍などから、豊かで奥が深い「日本の言葉やしきたり等」の文章を朗読

し、皆さんと個々の「思い」を発言する。皆さん 80 歳代（私は８人兄弟の 7 番

目で甘えん坊だったか？秘かに兄、姉を感じる年代の方々）、時には、行き過ぎ

の発言もありがちだが、それはそれとして、個々に年齢を重ね、そして体力の衰

えを感じながらの「老いの才覚」を醸し出している一面もある。そのやり取り

は、中々面白いし、学ぶ事も多々ある。私は、「老いの才覚」を意識する意味も

あり、A4、１枚、読後の「気付き」を自分なりに要約して、吐露している。例

えば、曽野綾子の「端正な生き方」、池波正太郎の「男の作法」、藤沢周平の「年

末に蝉しぐれを読んで」、五木寛之の「自分の体からの声を信じて」、藤原正彦の

「国家と教養」、渋沢栄一の「論語と算盤」、ユヴァル・ノア・ハラり（柴田裕之

訳）の「ホモ・デウス」等・。 

 

ところで、会員の S さん、クラシック音楽（バイオリンやピアノ演奏）やス

ポーツ等、様々な分野での造詣が深い。話題も豊富である。U 女史は、小学校

の校長を経験されたとかで、一つ一つのお話に深みを感じる。何でも昨年「私と

戯れた本たち」は 419 冊（そのうち児童向けの図書が 140 冊）、「憂さの捨てど
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ころ」として、ただただ面白かった本を 10 冊紹介された。改めて、読書の範囲

が広いことに感心する。K 女史は、いつも元気だ。さすがに、山口県男女共同参

画会議前理事長を務めあげられたご経験からの発言で重みがある。Y 女史は、

自宅からタクシーでこの会に参加とか、ご自分の「思い」が吐露できることを楽

しみに参加されているのか？時々参加の H さん、最初の「唱歌」をいろんな種

類のハーモニカ楽器で伴奏、上手である。良い趣味をお持ちだと感心する。 

 

そして、この会の S さんを通じて、初めて「シンクロシニシティ」という言

葉を知ることができた。それは、元宇部興産常務 N 氏のプログである。S さん

は、N 氏の元上司で「宇部弁しっちょる会」の会長を務められ、昨年、宇部市立

図書館で N 氏の講演を主催された方である。私は、その会に参加し、「宇部弁の

面白さ」を体感、N 氏と名刺交換、後に S さんにお願いしてお手紙を差し上げ

ることができた。その一コマを N 氏のブログに取り上げて頂いたのである。そ

れが、まさしく「シンクロニシティ」である。この意味についてヤフーで検察、

また、会員の E さんにお話しするとキャロル・アドリエンヌ著「人生の意味」

（住友進訳）の要約版をメールで頂いた。その内容は、「自分の身の回りに起こ

る出来事はすべて意味がある。意味ある偶然の出会い。予期せぬ重要な出会い

をシンクロニシティ（synchronicity）という。理屈では説明できないこの力は、

前向きな気持ちで人生の一瞬一瞬を真剣に生きていけば発生してくる。求めて

いた人物、探していた情報を届けてくれる。そして、自分では思いもしなかった

素晴らしい場所（人生の目的）へ導いてくれる」とある。E さんが、この言葉を

既に、2001 年の 4 月（今から約 20 年前）にご存じだったことに「驚き」、また、

既に「老いの才覚」への道を歩んでおられたことに敬意。曽野綾子著の「老いの

才覚」によれば、その人の生涯が豊かであったかどうかは、その人が、どれだけ

この世で「会ったか」によって図られると。人間だけではなく、自然や出来事

や、もっと抽象的な魂や精神や思想に触れることだと、言っている。 

 

一方、私は、宇部に U ターン（妻の実家）して 15 年、宇部商工会議所に始ま

り、宇部のベンチャー企業の成長支援に私なりのお手伝いをしてきた。そのこ

とで、この地域で多くの人に支えられ、教えられ、今日まで来ていることには、

感謝しなければいけない。なんでも、ある雑誌に「移住してみたい田舎（大きな

まち）」総合順位の 1 位に宇部市がランクインしたと、しきりとメディアで報道

している。宇部市の HP を眺めてみると、うなずけることもあるが、移住して

みて、初めて気づく、不満なこともある。今の年齢になって、この地に移住した

ことに感謝するも、逆に忸怩たる思いも秘かに抱えている。この 1 年「老いの

才覚」を醸成するのに、今、置かれている環境は、「優」ではないが、「可」とし
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納得しよう。いつも AYSA 会員の E さんがお話しされている、80 歳からが「第

3 の人生」と定義し、これからも「人と会っていろんな会話をする」ことを忘れ

ずに人生を送りたいと。これから、AYSA の会員のメンバーだけではなく、様々

な出会いを大切にし、この「豊言倶楽部」のメンバーの方々からも、「会って談

話をする」「何かを提供する」ことに意味を見出し、この一年、健康を保つこと

を任務として過ごし、「老いの才覚」を見つけ出していきたい。（以上）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 15 - 

 

 

終活―遅々として進まない私の場合― 

安宅 喜久雄 

今年の年賀状でも、数名の方は最後の年賀状と書いてあり、私の恩師の一人

の奥様からは訃報の返事が届き、また妻の大学時代の親友の訃報も届いた。そ

ろそろ私も終活をと思い至ったところである。 

妻の母親は旧家で一人住まいだったが、交通事故で突然死した。残された者

は突然の悲しみとその後処理が大変であった。20 年以上たった今でも妻の後処

理は続いている。それがあってか妻は終活に勤しんでいる。未だ着られそうな

服や使える道具も毎月の燃えないゴミの日に備えて準備に余念がない。 

私もせかされて多くの衣類を捨てさせられた。特に残しておいてはいけない

物もないので、別に急がなくてもよいと思うのだが、他人には知られたくない

物を捨てておこうかと考え始めた、ある時本棚にある専門書に気が付いた。退

職を決めた時に専門雑誌はすべて処分していたが、専門書は残しておいたのだ

った。洋書の専門書は高価で苦学生の私は海賊版でしか購入できなかった。５

０年位前は著者が来るかもしれない教授室に海賊版は置けないといわれていた

が、個人的に購入することは黙認されていた。その月の紙ごみの日にこれらの

海賊版の専門書を処分した。中には手垢が付くほど読みこんだものや、会社生

活でよく参考にした本も多かった。本棚は僅かな正規購入の本だけになり非常

に寂しくなった。 

次にいずれは人の世話になるからには、体をきれいにしておこうと思い付い

た。まず、長年の皮膚病を治すことにした。受診したことのない皮膚科に行っ

て、現在も治療中である。口は定期的に歯科に通い手入れをしている。これも一

種の終活と考えている。 

もう一つ妻から言われているのが「墓」である。本家の墓は長兄が懇ろに見て

くれているが、後継者がいない。そこで「墓終い」の相談を受けていたが、長兄

の好きなようにとのことで落ち着いた。近 「々墓終い」するだろう。墓石の処理

と永代供養に掛る費用くらいは、今までたまにしか墓参りをしなかったので出

そうと思う。 

墓がないと遺骨を処理できないので、何度となく妻にせっつかれて、ようや

く、本家の菩提寺に近隣の同じ宗派のお寺を紹介してもらい、墓の相談をしよ
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うと考えている。 

樹木葬を願っているが、我が家の隣の公園の桜の根が駐車場のコンクリートを

波打たせるのを見ると、墓地に木を植えると隣の墓に被害が及ぶのではと思っ

ている。墓の問題はお寺が決まった後にまた考えよう。 

妻が年金受給者になり生活に少しは余裕が生まれるかと期待して年金事務所

を訪れたが、配偶者が６５歳になると私の年金が大きく減額されると知り、余

裕のある生活は吹き飛んだ。私が死ねば妻の手取り額は減額された私の年金の

3／４になる。経済観念のあまりない妻が暮らすには不自由な額であろう、いく

らかでも財産を残しておいてやろうとも考えたが、性格を考えると預貯金では

すぐ浪費するだろう。投資と投機の違いも知らない妻には投資で資金運用する

のは無理で、このご時世で金利はゼロに限りなく近い状態が当分続くだろうか

ら、私が何か投資をしておいてやろうと考えたが、NISA で買った株は配当だけ

は非課税でもらえるが完全に塩漬状態である。時期が来たら生きているうちに

損切を考えなければならない。 

妻が優先的に住める家以外の財産もほとんどないので相続すべきものもない

が、突然死した義母が遺言状を書いてくれていたおかげで、相続がスムースに

行えたことを考えると遺言状は書いておこうと思う。ただし財産目録は無かっ

た。妻も私も親孝行は人並みにしたと思うが、介護はしていない。私の両親とも

に長兄夫婦が手厚く介護して看取ってくれたし、妻も父、母を早くに亡くして

いる。そんな二人が厚かましく子供に介護を願うことはできないので、早晩施

設に入ることを考えている。その点山口県の環境は良くて、いつでも入れると

の期待は甘いのだろうと思うが、これも車が運転できなくなる前に物色しよう

と考えている。あれやこれら考え中のことばかりであり、実行するのは死が差

し迫ってからかもしれない。その時に冷静な判断ができる自信はあるが、その

時にはもう時間がないかもしれない。それは重々分かっているが・・・。 

いまの喫緊の課題は妻にパソコンによる確定申告の方法を教えることである。

今年の申告は二人で行おうと考えている。 

それから義母に倣い遺言状を書こうと思う、財産目録をつけて。 

あれもこれも妻より先に私があの世に行くという前提である。これが逆であ

ろうことは全く考えていない。それが一番恐ろしいことであるので考えないで

いる。                             (以上) 
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再度 日本を考える 

江本 明夫 

組織の統合 

まず行政の統合、これは少子化、人口減少を見据えた政府の方針だと思うが、

十数年前に行われた市町村の合併統合がある。 

小野田市も山陽町と合併し山陽小野田市となった。 宇部市も楠木町を吸収し

広域な宇部市となった。消防も宇部小野田地区消防となり広域運営を始めた。 

しかしこれらはいずれも中途半端な感じがする。 

 以前、道州制の話があったが、その後いつの間にか立ち消えである。 

今回国は、病院の統合を名指しで呼びかけてきた。 山陽小野田市民病院と赤

崎の日赤病院である。 反対する向きもあるが、これは自然の流れである。 

先進国で一番生産性が低い日本の生産性向上につながる。 

 

 民間では組織の統合は、すでに２０数年前から始まっている。 

造船、石油などの製造業、銀行などの金融機関、保険会社、小売業など,全てに

わたっている。 自動車会社のように別会社ではあるがみんな提携してグルー

プを形成している。 自動車ではさらに、ルノー・日産・三菱のように国際的な

グローバル会社でないと競争に打ち勝つことが出来ない。 

郷土の会社でも、小野田セメントが秩父セメントを吸収しさらに日本セント

と合併し太平洋セメントとなっている。 田辺製薬も田辺三菱製薬となった。 

 

 かつての経済高度成長期の時代は、日本の中小企業が大企業を支えてきた。 

右肩あがりの時は、生産性はさほど重要ではなかったかもしれない。  

今は全く状況が異なる。 

グローバルな企業でないと生き残れない。そのためには生産性の高低が決め手

になる。 高い生産性は大きな組織でないと実現できないと考える。 

ここに生産性の向上は急務であり、中小企業の合併統合を進めなければならな

いが、これは極めて難しい。 先ず関係者の理解が第一である。 

 

また内需が重要であり、人口がこれに大きく寄与する。 １億人以下ではや

っていけないだろう。 この点これからの日本は、今重大な局面を迎えている

事を認識すべきである。 一流の先進国たりうるか。 現状でもすでに、一人当

たりの GDP を見ると先進国の最低まで落ち込んでいる。 GDP 総額で３位を

維持しているのは人口が１億人以上だからである。 今我々日本人は貧乏人に



- 18 - 

 

なっている事に気付いていないのではないだろうか。 これが一番問題である。 

EU も出発点は経済圏の拡大一体化であった。 EEC からスタートしたが、

歴史ある多数の独立国であり、一体化は苦難の連続である。 通貨ユーロの統

一はしたものの、英国が離脱（2020/02/01）し、内部も結束が十分とは言えない。 

 

政府が観光立国を目指している事は正しい。 4,000 万人計画、IR 計画など

である。   （IR：Integrated Resort ：カジノ、劇場、ホテル、国際会議場、

ショッピングセンターなどの一体施設） 

IR では、カジノだけが取り上げられるのは残念である。 

観光は新しい事業の開発であり、東京オリンピックもその糸口になるだろう。 

IR と同様に日本に欠けているのは、大富豪客の対応である。 ホテルにしても

１泊１００万円というようなものはない。 ソフトのノウハウもない。 

 

 観光客がどんどん増えている事を喜ぶのは良いが、日本がモノの値段が安い

という割安感があり押し寄せる事は問題である。 つまり我々は貧乏国になっ

ているのである。 1,000 円以下でおいしいものが食べられるなどと、喜んでい

る場合ではないだろうと思うが、如何なものだろうか。 

 

 人口減（労働人口減少、扶養老人の増大）の対策として、移民の問題がある。 

これについてはすでに西欧の事例を十分に研究しなければならない。 

既に待ったなしの状況にあり、研修生などの形で、またその緩和策で、すでに移

民は始まっていると考える。 移民が増えて、市民権を得て多様な考え方が出

来るようになることを待つしかないのだろうか。 

 

 解決策は適格な移民政策と中小企業の合併による生産性向上、AI（人工頭脳）

など IT（情報技術）の開発に取り残されないことである。  

温暖化による異常気象（大雨等）災害、地震災害で国土が痛めつけられると大き

な財政負担となるばかりではなく、国民の心まで立ち上げる気力を失いかねな

い。 国力、民力のない、ノーベル賞もない、貧乏国にはなりたくない。 

 

無責任で犬の遠吠えの様なものであることは分かっているが、さてどうした

ものか。 老人が考える事ではない。 そうかもしれない。 まず自分の目の前

の事から考えよう、第三の人生（８０歳以降）をどう生きるか。 

 

英 EU 離脱の日：2020-02-01 

☆ 
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小中一貫教育についての一考察 

淺田 宏之 

最近、義務教育改革の一環として小中一貫教育が話題になっている。今から約

70 年前に私はその当時としては稀有な小中一貫の公立学校で義務教育を受けた。

この体験を踏まえ、こうした教育制度について考えてみたい。 

 

１． はじめに：私は昭和 19 年に松江市の郊外で生まれ、昭和 26 年に松江市

立朝酌小学校に入学し、同 35 年に市立第五中学校を卒業するまで、小中

一貫校・朝酌学園で過ごした。当時を振り返ってみると、この一貫教育シ

ステムが、多感な少年期の人間形成に果たした教育効果は多大であった

ように思う。朝酌学園は昭和 27 年に発足しているが、戦後の混乱期から

やっと解放され始めた頃に、たかだか 2500 人足らずの地域の人たちが、

こうした教育体制を導入した思いには敬服するばかりである。 

 

２．朝酌学園の設立の経緯について： 

昭和 27 年 4 月に朝酌小学校と第五中学校統合した朝酌学園を誕生させた

が、その経緯については、現小学校、公民館や市教育委員会に問い合わせた

が、記録として残っていない。そこで、地区の古老に面談して当時の状況を聴

取した。（なお、朝酌学園は、昭和 40 年に懸案であった五中の二中への統合

によって、その歴史の幕を閉じた。） 

① 小中学校の統合を推進したのは、当時五中の校長であった野津佐千穂

氏（昭和 23 年～31 年）と朝酌奨学会を中心とした地区の有力者たち

であった。統合に至る直接の動機は、第五中学校の第二中学校への統

合が検討され始めたため、それに反対する地域の人たちの意向であっ

たらしい。 

② 戦後の教育体系の変更で、朝酌地区での中学校は、3 学級の小規模校

であり、小学校に併置という形で設置され、講堂や特別教室等は小学

校と共用していた。敷地や校舎を共有していたことは、小中統合に当

たって障害が少なかった。 

③ 学園方式については、正式に文部省へ届けないで実施していたとのこ

とであった（そのようなことができたか？についての真相は不明）。 

 

３．朝酌学園での教育について： 

  前述の通り、私は昭和 26 年に小学校に入学したが、その一年後の 4 月か
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ら朝酌学園が誕生していることになる。この間、学校関係者は統合に向けて

慌ただしい一年を過ごされたものと推測されるが、そうしたタスク満載で繁

忙な人々の振舞いには全く気付かなかった。ただ、2 年生になって何か記念

の式典に参列したとの記憶が微かに残っている。それ以降、中学校を卒業す

る（昭和 35 年 3 月）まで、朝酌学園で義務教育を受けたことになるが、学

校運営などについては当事者として関わっていないので定かではない。ただ、

記憶を紐解くと、最近検討されている小中一貫教育に参考になりそうな事例

がいくつか思い出されるので、以下に列挙しておきたい。 

① 学園方式であったので、校長は校長室に一人。職員室は、校長室の隣

で、小中教員が同じ部屋であった。学年の教室は、小学校と中学校は

別棟であったが、渡り廊下で結ばれていた。図書室、音楽室、体育館

（講堂）、給食室、事務室等は共有で使用していた。 

② 授業は、小学校と中学校が所謂文部省の指導要領に従って行っていた

はずであるが、教員は特に音楽、体育などは両校を掛け持ちで教えて

いた。 

③ 学校行事においては、入学式や卒業式は別々の日に行っていたように

記憶する。その他の行事、始業式や終業式、元日の新年式典、文化祭

（学芸会）、体育祭などは合同で行われていた。時々開催される映画鑑

賞や講演会などは内容によって自由に編成されていた。 

④ 体育系クラブ活動は、一学年が 50 人前後の小規模校であったので、小

学校においては市内の競技大会に合わせて選手を選抜して参加する以

外、特に日常の活動はなかった。中学校ではバレー部と卓球部があっ

たのみで、その他の競技は小学校同様その都度選手を選抜して市内の

大会に出場していた。一方、文化系の活動では、書道、音楽（合唱）な

どで小中学生が合同で練習していた時期があった（指導者の在任期間

と熱意によって実施されていたようだ）。 

 

４． 最近の一貫教育の動向：このような教育を受けたことは、私自身の成長

に大きな影響を与えたように思える。今日、学園方式の義務教育学校が全

国ですでに５０校以上設置され、また、施設隣接型、施設分離型の一貫教

育校が２５０校以上も存在している。そして、自治体を中心に小中一貫教

育全国連絡協議会が結成され、関係者が集まって毎年「小中一貫教育サミ

ット」を開いている。今年は第１４回目を堺市で開催したが、２５００名

参加を得、その関心の高さを示している。 

   郷里の松江市では約１５年前から検討を始め、平成２５年には市内１６

中学校を核とした一貫教育（学園方式）を一斉に推進している。昨秋帰郷
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した折に、市教育委員会を訪問しその実施状況を聴取したが、「小中一貫

教育本部」を設置して取り組んでいる姿勢から、その本気さが伝わってき

た。一方、我が宇部市では来年度から本格実施を公表しているが、実態は

各学校に任せっきりで、実効ある教育がなされるか甚だ疑問である。しっ

かりした計画と体制が必要であろう。 

   さて、それでは一貫教育のメリットとデメリットはどうであろうか？ 

よく議論されている点は、以下のようである。 

 

≪メリット≫  

①中 1の壁・小中ギャップの緩和・解消 

②系統性・連続性を意識した教育 

③異学年交流による精神的な発達が図られる 

④継続的な生徒に対する指導 

⑤5いじめの抑制・解消 

≪デメリット≫  

① 9年間固定した人間関係により、崩れてしまった場合が問題 

② 施設を共有するので、利用に当たって調整が必要 

③ 教員の免許制度が追い付いていない 

④ マンモス校になる可能性がある 

➄中高一貫校との整合性が取れていない 

⑥小学生高学年のリーダーシップが損なわれる 

 

等々、デメリットを挙げて一貫教育に反対の声が強いが、私の経験からす

るとプラスの面が絶対に大きい。デメリットについては、改善可能なとこ

ろがある。現に、文科省をはじめ自治体、教育委員会など教育関係者の多

くが、この教育システムへの移行を検討している。今後の成行きに注目し

ていきたい。  
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住みたい田舎ランキング一位に思う事 

長井 宏文 

田舎暮らしの本という月刊誌の企画で話題になっているのが、人口 10 万人以

上の町で住みたい所ランキングである。なんと住みたい田舎総合ランキング一

位に選ばれたのがわが居住地の宇部市である。日本一に推挙されたという実感

はない。何がランクされた理由かと思い当たる節も考え付かない。同誌による

と、全国でも上位の医療環境や都市機能と田舎の風情を併せ持つという暮らし

やすさが高評価を得たとのことらしい。 

小子も宇部に居を得て 40 年余*になるが憧れられるほどの町かと少々驚きで

ある。市中心部が幹線から外れて位置し、人の往来がしにくいところであり、空

港があるのがせめての救いである。町中の通りはシャッター街となり、人の往

来はほとんどないに等しく時折靴音が響くのみである。まちの活気は極めて脆

弱であるが、居住環境に順応して、年金暮らしで余生を送らざるを得ないのが

実態である。住めば都となるよう いろいろチャレンジして余生を楽しみたい

ものである。(*ちなみに防府 15 年、鹿児島 4 年、福岡 10 年、東京４年) 

確かに医学部付属病院を頂点に総合病院や各専門分野のクリニックが数多く

存在する。休日診療所も手厚い。はたしてこんなに多くの診療所クリニックが

あって経営はうまくいっているのか他人事ながら憶測する次第である。小子も

40 年来基礎疾患で通院しており、ここ数年帯状疱疹り患の後遺症でペインクリ

ニックにお世話になっており、妙齢の女医氏と会話を楽しんでいる。また二度

の手術入院で大学病院にはお世話になりっぱなしで通院が続いている。あちこ

ちの診察券も多数所持している。甘んじて恩恵に浴しているのである。これは

実感として医療環境は認められるところである。 

都市機能は 生活を支えるスーパーマーケット、ドラッグストアや市場が新

鮮な野菜や魚介を提供している。また 「こじんまり」としているが、文化施設

や図書館、体育館、野球場、市内各所の彫刻や常盤公園を中心として動物園、野

外彫刻展示場や植物館などなど。各催事も小ぶりすぎてちょっと物足らないが、

これはやむを得ないものであろう。近郊には山野を控え、手ごろな山歩きを楽

しめる。こんなところが、推挙された要因であろうか。 

昨年末市中に転居した。町内を少し歩き回ったが、車も通れないような路地

がここかしこにあり、道に迷い意外なところに出てしまったり、普通車が一杯

いっぱいの道で何台もの車と遭遇したり、かなり広大な敷地に立派な屋敷を構

えている処も散見される。狭い路地に沿ってよくこんなところに居を構えてい

るなと感心しているところである。 

とは言え病院、薬局や買い物、書店、銀行、役所など生活に必要な処処へは徒
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歩で 20 分強程度で行けるので利便性は非常に向上した。持つものさえあれば外

食もバラエティよく楽しむことも近場で可能である。この先、人生 100 年はと

ても望まないにしても、生きていけるだけ楽しんでいけるよう設計できればと

思う次第である。AYSA 例会に出席、時には話題を提供したり、また杯を交わす

もよし。放課後子ども教室で子供たちの宿題を見たり、学習意欲向上の手立て

を考えたり、言うことを聞かない子供に手を焼きながらも楽しみたいと思って

いる。2 月初めには絶滅危惧種の希少植物セツブンソウの自生地岩国を山口県

希少野生動植物保護支援員の仲間と研修で視察した。純白の和紙のようにも見

える清楚な花弁(実は萼片)は、花弁は黄色い部分で根元付近は薄く紫色が入って

いて内側には青紫色の葯をつけた雄しべが、沢山並び花の中央部に薄紅色雌し

べ、、小さな花だが色彩豊かで、見飽きることがない。(下写真) 

 現役を退いてから得

た資格で地域カーボンカ

ウンセラー、環境カウンセ

ラー、地球温暖化防止活動

推進員、 IPCC  report  

communicator では省エ

ネ診断や環境教育、地球温

暖化防止にかかわる情報の提供や普及、地域における啓蒙

活動を心がけている。  樹木医としては県内の名木古木、街路樹、公園樹、有

用樹の樹勢回復や病害虫治療に携わっている。岡崎八幡宮のクスノキや梶返天

満宮の宮内樹木の樹勢回復や管理が近々の課題である。またその知識を生かし

て常盤ミュージアム世界を旅する植物館ボランティアガイド、宇部市観光ソム

リエ、毛利邸庭園ガイドなどで自分も楽しみながら来園者の鑑賞の手助けをし

ている。 

令和 2 年 2 月 22 日 2 並びの吉日に神社めぐ

りのツアーに参加した。御朱印デビューであ

る。これからの人生の神頼みを兼ねて楽しみに

している。 

朝のウォーキングは、ともすれば挫けそうに

もなるが、市の健幸プログラムの助けを得て今

のところ順調である。健康第一これからの人生

を悔いなく過ごしたい。                                     

  (令和 2 年 2 月 25 日) 
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秋の山陰路歩き 

高津 清流 

 昨秋、萩市の須佐歴史民俗資料館「みこと館」からイベントの連絡があり家内

と出かけることにした。 須佐のシンポジュームは 10 月 14 日（体育の日）午

後であったが、終わってから帰る暗い時刻の宇部までの運転は嫌なので、他の

予定を組み込んで益田のホテルに二泊する故郷帰りであった。 

13 日は、まず益田の七尾城跡に登った。家内も私もその七尾山の傍の高校を

卒業したが、その頃は興味無く今回初めて頂上まで登った。 後に子孫が長州

藩永代家老を務めた益田氏の居城であった。 関ケ原後は益田元祥は、毛利輝

元に従い、知行地・須佐に移ったが、それまで治め、守った山城跡である。 途

中あちこちに城構造の説明板があり、在りし日の城を頭に描きながら、かなり

急な山を登った。 多くの曲輪、空堀、土塁跡があり、高所に井戸跡もある事に

は驚いた。 山頂の本丸跡（標高約 120ｍ）からは益田平野から日本海まで一望

できた。下山後、県立の芸術文化センター「グラントワ」で秋の特別展「益田氏

vs 吉見氏－石見の戦国時代 特別展」をじっくり見て、益田駅前のホテルに入

った。 

翌 14 日、ゆっくりとホテルで朝食を食べ、我家の先祖の墓参り。そして須佐

に回り、まず「須佐文化センター」の場所を確認後、久しぶりに須佐を歩いた。 

午後 1 時から始まったシンポジューム「中世の益田家・近世の益田家」にはパ

ネリストとして、益田、萩の両市長、益田の歴史文化センターの中司さん（学芸

員）、須佐の特別学芸員・重田麻紀さんなど、豪華な顔ぶれであった。 

何より驚いたことは、250 名入れるであろうその会場がほぼ満席であった事で

ある。 この企画の為に益田や萩からは小型バスを走らせ、年配の方々がバス

から次々と会場に入られた。 シニアの歴史への関心を目の当たりにした。 

両市長はお互いの地の益田家を通じた歴史・交流と絆を熱く語っておられた。 

（平成の大合併で、須佐も旧田万川町も遠く離れた萩の一部となったが、急病

の患者も、火事の消防車も益田を頼る現実がある） 

またさすが二人の学芸員、お互いの領域を侵さぬよう相手を立てながらも、

思わず身を乗り出して聞きたいお話が幾つもあった。 シンポ後、中司さんや

萩市長は、以前から知り合いなので簡単に挨拶し益田市長とも名刺交換した。 

シンポ後、皆で歩いて「みこと館」に移り益田家子孫から提供された史料を中

心とする特別展を見た。 そこで数人の益田家子孫と名刺を交換。 その一人

の A 氏は米国から帰国して、このシンポに参加された由。 その日は同じく益

田に宿泊し、15 日は 3 軒の親戚回りを行った。 帰りは萩周りで菊ヶ浜を横目

に指月山麓を回って宇部に向かった。 歴史漬けの 3 日間であった。  （完） 
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「熱力学の法則」のおさらいがてらに  

                                村野 司郎 

 

  理系の人間でなくてもこれまでの長い人生の中のいつかどこかで「熱力学の

法則」に接したことはお有りでしょう。 実はこの分野、熱とかエネルギーとか

温度とか、如何せん目には見えない物理現象が対象であり、また抽象的な理科

学用語が使われているため、今一、分かりにくい分野ではなかったかと思いま

す。少なくとも私にはそうでした。今でこそ仕事上殆どかかわりがなくなった

分野ですが、改めて思いなおしてみると、意外にも我々の身の回りには熱力学

の法則と関係があることが数多くあります。今回はそれらのうちからいくつか

の事例を引き合いに出しながら熱力学の法則をおさらいしてみ 

ることにします。 

 

事例 1．相手の体温をわが手で感知することで相手の生存を確認する 

 

 わが家では子供たち三人が既に家から巣立ち、私と家内は二人暮らしをし

ています。 最近、始めたこと、それは朝の目覚め時に、お互いに声掛けと

触手検温で相手の無事を確認しあうことです。不幸にして就寝中にどちら

かが冷たくなっていたらいけないので、それをいち早く知るために取り入

れました。この方法、実は熱力学第０（ゼロ）法則を利用していたことにな

ります。人間の心肺が停止すると、間もなく体温は室温と平衡になるまで下

がり続けます。それを外から触手して感知しようとするもの。 

熱力学第ゼロ法則とは「温かさが異なる二つの物体を接触させると必ず温度

の高い方から低い方に熱の流れが生じ、最終的には二物体は同じ温度になる」

ということ。 わが家の触手検温法は第ゼロ法則に基づく生存確認法でした。 

 

事例 2. 地球温暖化はなぜ起こる？  

  

 過日 AYSA西部部会で北見さんの「地球温暖化」に関する presentation が

ありました。地球温暖化は、「地球の大気圏内へ太陽から降り注ぐ熱エネル

ギーが一旦地表を温め、その地表から再度大気圏外に向かって飛散しよう

とする時、大気圏内に溜まっている温室効果ガス（CO2、CH4、NOｘ、フロ

ン・・・）がその熱を吸収してしまうため徐々に大気圏内の温度が上昇する」

現象のこと。換言すれば、「自然は熱力学第 1 法則（熱エネルギー保存の法

則）を忠実に実行しているに過ぎないのに、大気圏内に増加した温室効果ガ
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スが、同大気圏内へ昔よりも多くの熱エネルギー蓄積させているための起

こる現象」といえます。従って、打つべき手は、CO2 を始めとする温室効果

ガスを削減・撲滅することです。全世界、全人類に課せられた喫緊の課題で

す。実はここが小泉環境相ならずとも最も難しいのですが…。 

 

事例 3．国歌「君が代」でいう「・・さざれ石の巌となりて・・」を考える。 

 

私の常識及び熱力学第２法則つまり「熱は熱いものから冷たいものへ移動す

るがその逆は起こらない（＝ 熱に限らず自然現象の進む方向は不可逆的であ

り、可逆的に起こる現象は存在しない」に照らして「この話、俄かに信じがた

い」、「単に和歌の世界の話」とタカをくくって来ました。ところがある時、宇

部市図書館に「君が代」の歌詞の由来とされる、さざれ石の片割れ標本が陳列

してあるという話を聞き、勇躍、出かけて行って現物を観察してみました。岐

阜県揖斐川町春日 の天然記念物に指定されているものだとのこと。 現物を

観察して分かったこと、それは「さざれ石が、石灰石（CaCO3）や水酸化鉄な

どの水和反応によって長い年月をかけて粘着凝結して、石の塊りを形成した」

ということです。さざれ石に可逆反応が起こって大きな塊りになったわけで

はなく化学の凝結反応が起こっていただけのことでした。セメントの凝結反

応のようなものでした。熱力学第２法則を覆す奇跡が起こったわけではあり

ませんでした。熱力学第２法則を覆すような奇跡を期待していたのにちょっ

とがっかりした瞬間でした。 

 

事例 4 私の身の回りに熱力学第３法則に対応するような事例は見当らない 

 

残念ながら私の身の回りに熱力学第三法則に対応しそうなものは思い当たり

ません。皆さんには心当たりはありませんか。熱力学第 3 法則によれば「物質

は冷却されると運動エネルギーが減り、絶対零度では原子、分子は熱運動をや

めエネルギーレベルはゼロになる」由。 絶対零度（-273,15℃）になると超

電導やマイスナー効果や超流動が起こるそうです。機会があったらそのよう

な世界のぞいてみたいです。 

 

以上、つたない私の寄稿文に最後までお付き合い頂き有難うございました。 

                             以 上  
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東京移住 1年目 

下村文博 

２０１９年 3月、終の棲家と思っていた宇部を「長女の職場復帰≒孫の世話」を目的に

発ち、東京・杉並区に移住しました。 

その目的にはあまり役には立たないのですが、移住で得られたことも多く、現時点のそ

れを列記してみます。 

 

① 家族が近接する安らぎ、いま千葉に住む長男は 3月に東京に異動見込み、長女宅

は徒歩 15分足らず。 

② 下井草図書館は徒歩５分、杉並区内には１３の図書館があり大抵の本は揃い、ネット

で予約しますが、読むのに追いまくられる至福(笑) 

③ 洛星高の級友と 55年ぶりの再会、それぞれの軌跡と前向きに生きる姿・・、建築

士、デザイナーはそのスキルで現役継続、音楽のスキル高い元商社マンはオペラ

のバックコーラス、スペイン、ポルトガル語圏勤務 27年の元商社マンは日本語教

育等々、生涯現役の生き方に自分の座標軸、座標を比べ、また初めて知る京都人

の由緒ある家系、家庭環境に改めて目から鱗。 

④ 大学の級友との昼間酒は話が尽きず、12月からは 3人での昼カラ酒に。 

合唱、詩吟、リズムダンスで活躍する友は脊柱管狭窄症で杖が必要になり 1月手

術。 

⑤ 京大宝生会 OB会で思いもしなかった謡を再開、プロ級 OBによる稽古、指導と後

席（飲み会）が楽しみ、でも同年代に膠原病、パーキンソン病、すい臓がんと闘病

中の仲間。 

⑥ 元協和発酵 OB との一献・・、もう会えないと思っていた尊顔を拝する喜び。 

⑦ 西村啓一国際特許事務所との懇親、西村啓一弁理士の「協働のネットワーク形成

に向けた取り組み」東京バージョンへの参画。 

⑧ 東京の商流・日配ルートと山口県産品のマッチングへの知恵絞り。 

（その他雑感） 

⑨ 年間 2万５００円の東京都シルバーパス（家内は１０００円）、バスは頻繁に走り、外出

を躊躇しそうな超高齢の方がバスに乗車、都の善政に拍手。 

⑩ 子供を自転車に乗せて颯爽と飛ばすお母さん、若い人、高齢者の流入目立つ。 

⑪ 宇部に比べ地震が多く、近づく大震災を予感、でもそれまで生きているか(笑) 

息切れ、腰痛、視野狭窄の老体に鞭打ち、東京の元気印の中に入って頑張ろう、と思

う今日この頃、東京移住は正解でしたが、それをどう生かすか・・、問われますね。 

２０２０．２．１５記 


