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はじめに
私は遊ぶことが大好きです。記憶の範囲では、「よく遊び、よく遊び」を実行してきたよう
に思います。昔の遊びは今と大きく異なり、大勢で遊ぶ、ルールは単純、主に外で遊ぶ、遊
ぶ道具も自ら作るなどの特徴があります。これらの特徴より、昔の遊びは人間形成に大い
に役立つと思います。
遊びと趣味は同じと思います。幼少のころの好きでよくやったものが遊びで、成人して好
きでよくやるのが趣味です。今回、私のこれまでの遊びと趣味を、回顧録としてまとめてみ
ることにしました。
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１． 遊びと趣味の変遷
幼稚園から現在に至るまでの、私の遊びと趣味の変遷を表 1 に示します。
表 1 遊びと趣味の変遷
年齢

状況

6

幼稚園

場所

遊びと趣味
鉄棒、すべり台、ブランコ、ジャングルジム

7

山崩し

鬼ごっこ、影ふみ、かくれんぼ、缶蹴り、達磨さんがころんだ

13
中学
15

メンコ、ビー玉

プラモデル

12

凧揚げ
将棋、五目並べ

大分県
大分市

竹馬、缶ぽっくり

馬乗り

縄跳び、ゴム跳び

小学

独楽回し

釘刺し

グスパス

綾とり

16
18
19
22

新潟県
中条町、
新発田市

会社

ゴルフ
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社交ダンス

無職

海外旅行

55

日曜大工・ＤＩＹ

神奈川県
海老名市

ガーデニング

54

バトミントン

41

ドライブ・国内旅行

40

キャンプ

26

競馬

スケート

西ドイツ

ビリヤード

スキー

25

ボーリング

24

パチンコ・麻雀

千葉県
船橋市

タバコ

23

喫茶店

釣り

大学

福岡県
福岡市

部活

野球・卓球

高校

コンサート鑑賞
ミニチュア工作
文筆活動
花巡り・公園散
策・mini 観光

2． 幼少時代
（1） 鉄棒、すべり台、ブランコ、ジャングルジム
幼少のころの遊びの定番です。これらの器
具は必ず公園や幼稚園、小学校にあります。
このときの技術のハードルは、鉄棒での「逆
上がり」とブランコでの「一人こぎ」です。ブラ
ンコで、上体と足をタイミング良く前後に動か
し、ブランコを一人でこぐのは難しい技です。

鉄棒で遊ぶ長男
（2） 山崩し
砂場の砂で小山を作り、頂上に棒を立てます。両手で小山の裾の部分の砂を取り除いて
いきます。そのとき頂上の棒が倒れないようにします。
（3） オニごっこ
道具も要らず、ただ人を追いかけるだけの単純な遊びです。オニが誰でも良いから追い
かけタッチします。タッチされた人は次にオニになり、また誰かを追いかけタッチします。タッ
チされる瞬間にさっと体を入れ替え、タッチをかわしたりします。走力と俊敏力、持久力が養
えます。
（4） 影ふみ
オニごっこで人を追いかけ、タッチする代わりにその人の影を踏む遊びです。逃げている
人が木などの陰に入り、その人の影が木などの影で隠れた場合は、一時休憩できます。
（5） かくれんぼ
誰しも経験のある遊びで、オニが隠れている人を探します。オニは後ろ向きで目をつぶり
「もう、いいかい？」と尋ね、隠れようとする人は「まーだだよ！」と答え、隠れ終わると「もー
いいよ！」と答え、遊びの開始です。オニが全員を探し終わると、一番目に見つかった人が
次のオニになります。
（6） 缶蹴り
周りに、隠れることができる場所がある広場で遊びます。広場の中央に空き缶を立て、一
人がその缶を蹴り、皆一斉に隠れます。オニは蹴られた缶を元の位置に立て、隠れた人を
探します。隠れた人を見つけたら名前を呼び、缶に戻って缶の上を踏みます。この要領で、
全員を見つけたら終わりです。隠れた人を探すために、オニはある程度缶から離れなけれ
ばなりません。離れたすきに、隠れていた人が缶に近づき缶を蹴れば、既に見つかって缶
のそばにいた人も、再度逃げて隠れることができます。隠れる時間を稼ぐために、缶はでき
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るだけ遠くに蹴る必要があります。
（7） 達磨さんがころんだ
オニは後ろ向きで「達磨さんがころんだ」と言い、言い終わると前を振り向きます。オニ以
外の人は、オニが後ろ向きの間、遠くからオニに近づくことができますが、前を振り向いたと
きは止まり、体の一部たりとも動かしてはなりません。動いたことを見つけられた人はオニ
につかまります。オニに近づく動作は急には止められず、動いてしまいます。
3． 小学時代
（1） グスパス
名前の由来は分りません。じゃんけんをして勝った人（A さん）がグー、チョキ、パーのい
ずれか一つの名前を発し、手はその形をします。負けた人（B さん）は、A さんの発声と同時
に手をグー、チョキ、パーのいずれか一つに形を変えます。（形を変えなくても構いません。）
このとき、A さんと B さんの手の形が一致したら、A さんの勝ちです。一致しなければ、次に
B さんがグー、チョキ、パーのいずれか一つの名前を発し、手はその形をします。手の形が
一致するまで交互にグー、チョキ、パーのいずれか一つの名前を発し、手はその形をしま
す。
（2） 綾とり
女の子が好む遊びですが、私もよく遊びました。一人で遊ぶやり方と、複数人で遊ぶやり
方があります。一人で遊ぶやり方は、綾とりの紐で色々な形を作ります。私は今でも、はし
ご、鋏、蛙、ほうき、東京タワーなどを作ることができます。複数人で遊ぶやり方では、人の
手から人の手へと、紐を移動させていきます。（移動させることを綾とりといいます。）
（3） 縄跳び
一人で両手に縄を持ち跳ぶ一人跳びと、二人が縄の両端を持ち、回転させる縄の中を
複数の人が跳ぶ縄跳びがあります。一人跳びは、最初は何回跳べたかの回数を競い、上
達すると二重跳びやタスキ掛け跳びなどの特殊な跳び方を競います。二人が縄を持つ縄
跳びでは、跳ぶ人は回転する縄のタイミングを見計らって中に跳びこみ、決められた回数
跳ぶと、またタイミングを見計らって縄の外に出ます。縄が足などに絡まると失敗で、縄を
回す人と交代します。
（4） ゴム跳び
二人が 2、3m 離れて長いゴム持ち、他の人がこのゴムを跨ぐ（跳ぶ）遊びです。主に女の
子の遊びですが、私もよく遊びました。跳ぶときにゴムに触れても構いません。最終的に跳
んでゴムの向う側に行くことができれば跳んだことになります。ゴムが跳べると、ゴムの位
置をだんだんと高くします。跳べなかったときは、ゴムを持っている人と交代します。男跳び、
女跳び、押さえ跳び、側転跳びなどの跳び方があります。ゴム 2 本のゴム跳びもあります。
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（5） 馬乗り
壁を背にして一人（A さん）が立ちます。二人目は A さんの股に頭を突っ込み、A さんの両
足を持ちます。三人目は二人目の股に頭を突っ込み、二人目の足を持ちます。以上のよう
にして馬を作りますが、馬に乗る人数と馬の人数がほぼ同数になるようにします。馬ができ
たら次々と馬に飛び乗り、馬を崩すようにします。馬が崩れたらやり直しです。全員が馬に
乗ったら A さんが 10 数え、数え終わったら、馬に乗った人は馬から下ります。A さんと下り
た人がじゃんけんをし、A さんが勝った人数分だけ、馬になった人が次に馬に乗る権利を得
ます。じゃんけんに負けた人は馬になります。
とても激しい遊びで、馬に乗る人は助走をつけて斜めから飛び乗り、馬を崩そうとします。
また馬は、上に乗った人を振り落とそうと暴れます。振り落とされた人は、馬が崩れず 10 数
え終わった場合は、無条件で次の馬になります。
（6） 缶ぽっくり
空き缶に穴を開け、それに紐や針金を通し
て輪を作ります。空き缶に乗って輪の上部を
持ち、空き缶で歩く遊びです。缶ぽっくりは竹
でも作れます。
＜余談・・・桃缶ぽっくり＞
テレビで、缶ぽっくりに関する面白い漫画を
放映していました。空き缶といえども、種類が
重要という内容です。
みかんの缶詰で作った缶ぽっくりに乗って
竹で作った缶ぽっくり
いる子供が、桃缶で作った缶ぽっくりに乗って
いる子供をうらやましく思います。その子供はお母さんに、桃缶を買ってくれるように頼みま
したが、昔は、桃缶はよっぽどの機会が無いと買わないもので、買ってもらえませんでした。
ある日お父さんがパチンコで勝って景品として桃缶をもらって帰り、子供が大変喜んだとい
う話です。
（7） 竹馬
文字通り竹でできています。（現在市販の
多くのものは、表面をプラスチックで覆った金
属パイプでできています。）最初は父親に作っ
てもらっていましたが、作り方が分るとその後
は自分で作りました。足を乗せる部分は、竹
または木材で作っていました。竹馬の作り方
で注意するのは、手で握る部分の竹の長さで
す。竹馬に乗ったときに竹の先端があごぐら
竹馬と缶ぽっくり（ミニチュア工作）
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いの位置にあるのが一番危険で、転んだときに竹の先端であごを打ちます。したがって、竹
の先端が頭の位置より高くなるように竹馬を作ります。
最初は低い竹馬で遊び、だんだんと高い竹馬で遊びます。どれだけ高い竹馬に乗れる
かが、上手さの評価ポイントです。また、演技ができるかも上手さの評価ポイントです。演技
としては両方の竹を交差させて叩く、片足でケンケンをしながら竹馬に乗る、更には乗って
いない一方の竹馬を肩に担ぐなどです。
（8） 凧揚げ
大分の頃は「奴凧」でした。奴さんの形をした凧を買
ってきて、凧に新聞紙で作った 2～3m のしっぽを付け
揚げます。しっぽが無いと、凧は空中でクルクル回転
して上手く揚がりません。
凧は自分でも作っていました。奴凧は作り方が難し
く作れなかったので、菱凧を作りました。凧には 3 ヶ所
で糸を結びつけ、3 本の糸を一本にして凧糸と結びま
す。この 3 本の糸と凧の表面の角度が、凧が上手く上
がるかを左右するので、糸のつけ方に技術が必要で
す。
製作キットで作った角凧
＜余談・・・白根の大凧合戦＞
新潟県の白根市では、毎年 5 月に「大凧合
戦」を行っています。新潟（中条町）在住のと
きは数回見に行きました。川の両端から 2.2m
×2.8m の巻凧を揚げ、空中で糸を絡ませま
す。糸の絡んだ凧は川面に落下し、両端の
人々は糸が切れるまで引き合います。糸とい
っても指の太さほどの麻綱です。5m×7m の
大凧もあり、このとき揚げる糸は直径 2.5cm
の麻綱です。

白根の大凧合戦
（凧は 5m×7m の大凧）
＜余談・・・新潟の祭り＞
私はお祭りが大好きです。新潟には以下のような多くのお祭りがあり、必ず行くようにし
ていました。
村上大祭（村上市）、喧嘩台輪（新発田市）、盆踊り（新潟市、他）、花火大会（長岡市、新潟
市）、大凧合戦（白根市）、おいらん道中（白根市）、雪祭り（十日町）
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（9） メンコ（ぱっちん）､コッチン
1～2mm の厚紙で、円形や長方形の形をし
ています。表には武者や漫画のヒーローなど、
色々な絵が印刷されています。
地表にある他人のメンコの直ぐ脇に、自分
のメンコを投げつけ風を送ります。その風で
他人のメンコが裏返れば、それをもらうことが
できます。着ているジャンパーのチャックを外
し、メンコを投げつける際にジャンパーの裾で
風を送るようにしていました。相手のメンコの
左側に自分の足を沿え、メンコの右側に自分
メンコ（ミニチュア工作）
のメンコを投げつけると、風が集中して相手
のメンコが裏返りやすくなります。
メンコに似たものに「コッチン」があります。やはり厚紙ですが、大きさは皆同じで 100 円
玉程度です。相手のコッチンの角に自分のコッチンの角をぶっつけ、相手のコッチンを裏返
します。
＜余談・・・府内戦紙＞
大分ではメンコのことを「ぱっちん」と呼びます。1985 年から、
「府内戦紙（ふないぱっちん）」と呼ぶお祭りが開催されるよう
になりました。ねぶたを小さくしたような山車が街中を練り歩き
ます。

府内戦紙

（10） ビー玉（ビーロン）
友達に「ビーロンしようよ！」と言って遊んでいました。色々な遊び方があります。
（a） 上がりを競う
直径 5cm 程度の穴を地面に 2、3m 離して開け、その穴にビー玉を入れながら最後の穴
にビー玉を入れ、上がりを競うものです。数人で遊びますが、順番でビー玉を転がします。
転がすのは一回ですが、他人のビー玉に当てた場合や、穴に入れた場合はもう一度競技
できます。他人のビー玉に当てた場合は、他人のビー玉に自分のビー玉を添えて、二つを
同時に弾きます。他人のビー玉は遠くに飛ばし、自分のビー玉は次の競技に都合の良い
位置に来るようにコントロールします。
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（b） 転がす距離をコントロールする
3～5m 離して 2 本の線を引き、一方の線から他方の線にビー玉を転がします。他方の線
に一番近いビー玉の持ち主が、線を越えてしまったビー玉をもらうことができます。またビー
玉に当てて線の外に押し出せば、押し出した人がそのビー玉をもらえます。大勝できるゲー
ムで、上手な人はビー玉を多く集めることができます。
（c） 上から相手のビー玉に当てる
地表にある相手のビー玉の上に立ち、自分のビー玉を自分の目の直ぐ下に持ち、相手
のビー玉めがけて落下させます。相手のビー玉に当たれば、それをもらえます。
（11） 釘刺し
10cm 前後の長さの釘を地面に投げ、釘を
地面に突き刺して遊ぶものです。釘が地面に
刺されば連続して投げることができます。釘
の刺さった位置を線で結び、この連続で蜘蛛
の巣のような絵を描きます（写真参照）。失敗
すると次の人が投げますが、他の人が描いた
蜘蛛の巣の線を横切ることなく、蜘蛛の巣か
ら抜け出るように釘を刺していきます。上手く
抜け出ることができると、今度は他の人を囲
むように蜘蛛の巣を作っていきます。

釘刺し（ミニチュア工作）

（12） 独楽回し
独楽には色々な種類がありますが、私が
楽しんだのは鬼独楽です。最初に全員で一
斉に独楽を投げて独楽を回します。独楽が止
まった順番で、次からの独楽を投げる順番が
決まります。時間の一番短かった人が独楽を
投げ、次に時間の短かった人が投げ、一つが
止まると次の人が投げ、常に 2 つの独楽が回
っているようにします。投げるとき、相手の独
楽に投げつけても構いません。投げつけるこ
とで、相手の回転を止めるようにします。相手
の独楽の上に自分の駒を当て、独楽の芯で

独楽とビー玉（ミニチュア工作）

相手の独楽に傷をつけることは 1 つの快感でした。独楽を長く回すことと、相手に大きな傷
をつけることを目的に、芯はヤスリで磨いていました。
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＜余談・・・オーダーメイドの独楽＞
オーダーメイドの独楽も使いました。家の近くの木工屋さんで、希望する形、大きさの鬼
独楽を作ってもらいました。芯は鉄砲の弾でした。（どうやって入手したかは、今は覚えてい
ません。）
（13） 将棋、五目並べ
「はさみ将棋」というのを最初に始めました。「歩」のみ使って、縦と横方向のみに自由に
動かし、自分の駒で相手の駒をはさみ、それを取り上げます。はさみ将棋に対して、通常の
将棋を「本将棋」と呼んでいました。駒の種類によって動かし方が違うので、高学年にならな
いとできませんでした。
碁石を使うものに「囲碁」がありますが、奥が深く難しいので、「五目並べ」を楽しんでいま
した。自分の石を縦、横、斜めのいずれかで、5 個一列に並べれば勝ちになります。
＜余談・・・風呂上りの一局＞
各家に内風呂の無いとき、子供だけでしたが借り風呂、貸し風呂の習慣がありました。他
家の風呂を借りたり、他人に内風呂を貸したりするものです。そのとき、風呂上りに将棋や
五目並べをしましたが、一つの楽しみでした。
（14） プラモデル
物作りの大好きな私はプラモデル作りが大好きでした。親と街に出かけたときは、必ずプ
ラモデルを買ってもらいました。誕生日やクリスマスのプレゼントは必ずプラモデルでした。
種類としては、戦闘機、軍艦、空母、戦車などの戦争物の他に、自動車、オートバイなどが
ありました。私が一番多く作ったのは戦車で、作った後は地面で動かして楽しみました。当
時は無線操作のラジコン戦車は無く、戦車と操作器がリード線でつながったリモコン戦車で
した。操作器の操作で、戦車が前進、後退、右旋回、左旋回をします。
（15） 釣り
実家は大分市ですが、祖父母が国東半島の黒土に住ん
でいたので、小学校の夏休みは必ず黒土に行っていました。
そこには従兄弟が 3 人居て、弟を含め 5 人で朝から晩まで
遊んでいました。お宮の境内で、かくれんぼ、缶けりなどをし
ました。一番楽しかったのは魚釣りで、海から遠い山奥での
釣りは、釣果は夕食のおかずという実益を兼ねたものでした。
浮き釣りではハヤが釣れました。細長い竿の先の釣り針にミ
ミズを付け、竿を岩の下の穴に差込んで釣る方法では、ウ
ナギやドンコが釣れました。竿釣りの他に面白い漁法がいく
つかあり、それらを紹介します。

長男のニジマス釣り
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（a） ヒブリ（火振り）
灯りとして「カーバイド灯」を使い、夜に川を歩きながら寝ている魚をすくう方法です。川幅
は 5～10m、深い所を避け、膝ぐらいまでの浅いところを歩きながら魚をすくいます。カーバ
イド灯を使う前は松明を使いました。ヒブリという名は、松明を使ったところから付いたと思
います。
（b） 玄翁（げんのう）かち
金槌のような形状で、それを大きくしたものに「玄翁」というのがあります。用途は、岩に
振り下ろして岩を割るものです。この玄翁を持って川に行き、適当な大きさの岩を数回叩き
ます。そうすると岩の下の魚が衝撃を受けて、プカプカと浮いてきます。それを網ですくいま
す。
（c） 堰き止め
川を堰き止め水を無くし、行き場を失った魚を取る方法です。川を堰き止めますが、上流
からは常に水が流れてくるので、迂回路ができるような堰き止めを行ないます。したがって、
川のどこでもできるものではなく、適切な場所を見つけそこで行ないます。
（d） 池干し
田の灌漑用としての池があり、夏の終わりに池を干す場合がありました。そのようなとき
には村人全員が池に入り、膝ぐらいまで泥に浸かりながら魚を手づかみします。取れる魚
は、コイ、フナ、ウナギなどです。池干しは、村人の大きな娯楽でもありました。
大分市ではよく父と魚釣りに行きました。早朝父が運転するバイクの後ろに乗り、大分港
の船着場に行きました。そこでは小アジが釣れました。餌はエビの剥き餌ですが、餌の約
30cm 上方に撒き餌を付けます。撒き餌はジャガイモをすったもので、さなぎ粉と味噌を混ぜ、
匂いを付けます。撒き餌は前夜に作り、この準備も楽しい時間でした。
大分市の大野川河口には工場用地としての埋立地があり、ここにはボラ釣りに行きまし
た。爆弾釣りと呼ばれる釣り方で、さなぎ粉を混ぜた糠で団子を作り、この中に 10 本程度の
針を忍ばせます。これを遠くに投げ込み、あたりを待ちます。ボラはコイのような口をしてい
て、吸い込むようにして餌を食べます。団子を吸い込むときに針が口に引っかかり、ボラが
釣れます。
投網による鮎取りにもよく行きました。比較的浅い川を下流から上流に歩き、適当な位置
で網を投げます。中央に網を投げる人が居て、両側の人が鮎を追い立てます。私も網を投
げていました。浅い川なので取れる鮎は小さく、ぶつ切りにして生で食べました。
西ドイツに 1 年間駐在していた関係で、新潟には同僚より 1 年遅れて赴任しました。その
とき、同僚は既に投げ竿を持っていて、釣りを楽しんでいました。私も直ぐに竿を買い釣りを
楽しみました。社宅は海に近かったので、自転車で浜に行きキスを釣りました。浜に近いと
ころにはフグがいるので、餌をできるだけ遠くに投げるという遠投の技術が必要でした。胎
内川も近くなので、河口でハゼを釣りました。キスもハゼも天ぷらにすると最高です。近くの
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岩舟港には早朝車で行き、港の堤防からサビキ（疑似餌で釣る方法）でアジやサバを釣り
ました。
海老名に来てからは、相模川の溜まりで長男とフナを釣りました。これは魚の引きと、釣
り上げるときの重みを楽しむもので、釣った魚は直ぐに逃がしました。
4． 中学・高校時代
（1） 野球
小学、中学、高校時代に遊びました。小さ
い頃はグローブを使わず、軟式テニスのボー
ルで、その後グローブを使ってソフトボールで、
次に軟式ボールで、最後は硬式ボールで遊
びました。硬式ボールは打ったとき「カーン」と
いう音がして、気分がスカッとします。
使うボールの変化に伴い、球場もだんだん
と広くなります。三角ベースというのをよくやり
ました。通常は一塁、二塁、三塁、ホームの 4
ベースですが、一塁、二塁、ホームの 3 ベー
巨人 vs 楽天（東京ドーム）
スで野球をやるものです。3 つのベースを三
角形の頂点の位置に置きます。三角ベースでは、内野にピッチャーを含め 3 人、外野に 2
人、キャッチャーを相手チームに頼めば、最低 5 人でチームが組め、5 人対 5 人で試合がで
きます。
＜余談・・・硬式ボール、バット＞
中学、高校の時に、社会人が練習する球場でよく遊びました。外野の草むらに硬式ボー
ルが落ちていたり、ベンチ付近にひびの入った硬式バットが捨てられていたりしました。バッ
トは針金で修理して、友達と硬式ボールを使った野球を楽しみました。当時硬式ボールや
バットは高価で、買ってもらえませんでした。
（2） ボーリング
ボーリングは高校時代に始めました。ゲー
ム代が高かったので、早朝ボーリングを楽し
んでいました。5 時頃起きて、6 時開始の早朝
ボーリングに自転車で向かいます。大学時代
にも早朝ボーリングによく行きました。
会社に入ってからは、課会のイベントでボ
ーリングを行ないました。ボーリングを行い、
その後宴会場に移動し、成績発表と表彰を行
いながら宴会を行なうというのが定番でした。
子供が小中学生の時は、家族でもボーリン
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長男のボーリング

グを楽しみました。
（3） 卓球
中学生の頃、卓球場があちこちにありました。卓球台の時間貸しで、道具一式も貸してく
れます。床は土や、コンクリートで土足のまま楽しみます。学校の帰りや、休日などに友達
と楽しみました。
会社に入り独身寮に入りましたが、食堂の一角に卓球台を置いていて、夕食後や休日に
卓球を楽しみました。私が入社した頃は、街中に楽しむものがあまり無かったので、独身寮
に娯楽の設備が色々ありました。卓球台や、娯楽室での麻雀台、囲碁、将棋の用具などで
す。
5． 大学時代
（1） パチンコ
パチンコは大学時代に始めました。勝ったときの快感が忘れられずよく行きました。トータ
ルとしては必ず負けていました。
家からの仕送りは全て下宿代に使い、奨学金を昼食と娯楽（パチンコなど）に使いました。
パチンコに使いすぎて昼食代がなくなると困るので、奨学金をもらったら直ぐに必要な食券
と、休日の昼食用としてのインスタントラーメン（一箱 30 食）を買いました。
数字や絵柄が揃うとコインが出てくるスロットマシンは、一度もやったことがありません。
（2） タバコ
タバコは大学一年から吸い始めました。一本目は下宿の先輩から頂き、ちょっと吸ってク
ラクラし、部屋でひっくり返ってしまいました。その後は吸いませんでしたが、部活のワンダ
ーフォーゲルで山に行ったとき、休憩時間に先輩が美味しそうにタバコを吸っているのを見
て欲しくなり、一本頂き吸いました。そのときはとても疲れていたのでクラクラせず、とてもい
い気分でタバコが吸えました。それ以降 36 才までの 18 年間、タバコを吸い続けました。途
中子供が生まれたなどのキッカケで、何度か禁煙に挑戦しましたが上手くいきませんでし
た。
36 才の時に一念発起で禁煙し、以降ずっとタバコは吸っていません。私の禁煙の方法を
紹介します。
＜余談・・・禁煙の方法＞
禁煙の理由は以下のもので、理由をいっぱい作ると禁煙も達成できるように思います。
①36 才で禁煙をしなければ、喫煙の期間がタバコを吸わない期間より長くなる
②タバコの費用が年 12 万円で、タバコを吸わなければ、吸う人よりボーナスが 12 万円
多い勘定になる
③タバコがちょうど値上げの時期
過去の禁煙では例外を設けました。宴会では吸っても良いとか、帰省中は吸っても良い
とかです。しかしこれらの例外は、いつの間にか例外で無くなり禁煙がストップしました。36
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才からの禁煙では、例外は一切設けませんでした。以降これまで、一本たりとも吸ってはい
ません。
タバコを止めた後はタバコの煙がより嫌いになり、タバコの煙が蔓延するパチンコ、麻雀
をきっぱり止めました。ゴルフはタバコに関係が無く止めたのですが、これらで以前より月
10 万円の節約になっています。（禁煙で 1 万円、パチンコで 2 万円、麻雀で 2 万円、ゴルフ
で 5 万円、ゴルフにはプレイ費、交通費、昼食代、練習代を含みます。）
（3） 麻雀
麻雀は大学時代に覚えました。講義が終わった夕方や休講時に、雀荘で麻雀をしました。
休日前は友達の下宿で、徹夜麻雀もよくやりました。
会社に入ってからは、同期と寮で麻雀をしたり、会社の帰りに上司や、同僚と麻雀をしま
した。結婚してからは、社宅でも麻雀をしました。
麻雀は 4 人のゲームで、今はメンバーが揃わないので全くしていません。
（4） 部活
中学一年の一学期だけ卓球部に入りました。高校は進学校であることもあり、部活はや
りませんでした。大学はどういうキッカケか忘れましたが、ワンダーフォーゲル部に入りまし
た。春、秋の合宿は九州の山で、夏の合宿は本州の山で行いました。福岡から夜行列車で
山梨に向かい、八ヶ岳や南アルプスを縦走しました。40kg の荷物を背負い、１～2 週間かけ
て縦断します。朝 5 時頃起きて朝食を取り、6 時頃から昼まで、30 分歩いては 5 分休みとい
うハードな行動でした。昼で終わるのは、午後には必ず雨が降るので、その前にテントを張
る必要があるからです。
部活は 4 年間きっちりと続け、この経験は結婚後のキャンプに生かされました。長女が 2、
3 才から小学 6 年までの約 10 年間、キャンプを楽しみました。
（5） 喫茶店
大学時代の休みに帰省したときに、中学、高校時代の友達と毎日喫茶店に行っていまし
た。喫茶店のママさんと顔なじみになり、一杯のコーヒーで何時間もねばっていました。
会社に入ってからは、会社の帰りに喫茶店に入ることが慣例のようなものでした。一人で
入っても、必ず同期の人や先輩が居て、何を話したかは忘れましたが色々話をしました。喫
茶店には必ず、少年サンデー、少年マガジン、少年ジャンプなどの週刊誌が置いているの
で、一人のときは漫画を読んで（見て）いました。
6． 社会人
（1） ビリヤード
入社当初は良くやりました。入社 1、2 年目は残業が無く毎日が定時なので、時間をもて
あまします。退社後は、パチンコ、ビリヤード、喫茶店などで時間をつぶしました。
ビリヤードは大人のおしゃれな遊びに思え、四つ玉、ポケット（台に設けた 6 ヵ所の穴にボ
ールを入れる競技）を楽しみました。ビリヤードも今はやっていません。
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（2） 競馬
会社の独身寮が千葉県の船橋市にあり、
そこから歩いて約 10 分のところに西船競馬
場がありました。近かったことからよく行き馬
券を買いましたが、小額の掛け金だったので
勝ち負けは小額でした。大学の友達と府中競
馬場に行ったこともあります。新潟（中条町）
に居たときは数回新潟競馬場に行きました。
今は競馬は全くやりません。
パドック（中山競馬場）
＜余談・・・予想屋＞
競馬開催日には、西船橋の駅前に予想屋が出ます。地面に過去の的中状況を並べ、予
想が当たることをアピールします。当日のレースの当たり予想を書いたものを封筒に入れ、
これを売ります。あるとき予想を買い、馬券を買ったのですがハズレでした。文句を言おうと
し翌日駅前に行ったら、私が買った番号と異なる番号を、予想が当たったとして地面に並べ
ていました。予想屋は柔道着を着ていて周りにも怖そうな人が居たので、何も言わずスゴス
ゴと寮に戻りました。
（3） スキー
九州育ちの私には、スキーは学生時代ま
では無縁のものでした。入社一年目の冬に、
先輩達の仲間に入りたくて始めました。ウェア
ーとスキー用具を揃える金銭的な余裕は無
かったので、最初はウェアーのみ購入し、用
具はレンタルを使用しました。
会社や独身寮からスキーバスを仕立てて、
スキー場に行きました。金曜日の仕事終了後
バスで出発、土曜日の朝 3、4 時頃宿に到着、
仮眠をとった後朝からスキーを始めます。日
初めてのスキー
曜日は朝からスキーを始め、午後 3、4 時頃ス
キー場を出発、夜の 9、10 時頃独身寮に戻り、月曜日からいつも通り出社というスケジュー
ルでした。他に娯楽が無い時代なので、先輩や同僚と仲良くしようとし、スキーはよく行きま
した。
新潟に赴任してからは、スキーは止めていました。長女が保育園に入り、保育園の冬の
カリキュラムとしてスキーを始めました。これにつられる形で、私も再度スキーを始めました。
このときから妻もスキーを始め、スキーは妻の方がのめり込みました。長男が保育園に入
る前は、妻は長男と二人で近くのスキー場に行き、長男を帯紐で背負ってスキーを楽しん
でいました。長男が保育園児になったときは家族 4 人でスキーに行き、4 人乗りのリフトに全
員が乗り、上から 4 人が一斉に滑り下りました。一番早いのは直滑降しかできない長男で、
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二番目に長女、三番目が妻、最後がおずおずと滑り下りる私でした。ウェアーと用具 4 人分
は全て購入しました。
海老名に来てからは、長男と富士山の人工スキー場に 1 回行ったのを最後にスキーは
止めました。
（4） スケート
最初にやったのは新潟（中条町）在住のと
きです。会社の労働組合主催のイベントで、メ
ーデーの日に団結を図るという目的で行なわ
れました。メーデーの式典の後に、家族ぐる
みでスケートを楽しみました。スケートの楽し
さを覚えると、家族で行くようになりました。ス
キーに比べると、ほぼ普段の格好で行けるの
で手軽でした。
屋外スケート場（大分県城島高原）
（5） キャンプ
大学時代の部活がワンダーフォーゲル部
だったので、子供が生まれてからはよくキャン
プに行きました。最初は 4 人用のドームテント
でしたが、そのうち 6 人用の家型テントを購入、
その他コールマン製のツーバーナー、ランタ
ンなどを揃え、本格的にキャンプを楽しみまし
た。
会社の同僚に、子供たちが同年齢の 4 家
族がいて、よく一緒にキャンプに出かけました。
3、4 泊のキャンプは当たり前でした。

家型テントとドーム型テント

（6） ドライブ
初めて車を購入したのは、新潟（中条町）に
居た 26 才の時でした。週末は必ずドライブに
出かけ、長期の連休があると、一泊や二泊の
旅行に出かけました。西は金沢、名古屋、南
は東京、東は仙台、北は青森と、かなり遠くま
でドライブ旅行をしました。
海老名に移り住んでからも、郷里の大分ま
で帰省したり、北海道旅行をしたり、色々な所
に車で出かけました。
運転は大好きで、長時間運転すること、他
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現在のマイカー（SKYLINE 250GT）

人を乗せることなどは何ら苦になりません。今の車は 5 台目で、1200cc のサニー、1500cc
のバラード、1800cc のビガー、3000cc のセドリック、そして今が 2500cc の SKYLINE です。「3
ナンバー」に憧れ、セドリックを買ったときはとても嬉しかったです。
（7） ゴルフ
35 才の時に、会社の先輩との付き合いから始めました。社宅の近くに「日本海カントリー
クラブ」というゴルフ場があり、そこの屋外練習場で練習しました。屋外練習場なので遠くま
で飛ばせ、練習といえども気分は爽快になりました。ただ球の回収は大変な作業で、手伝う
と一箱分無料で打たせてくれました。
新潟で 5 年間、海老名で 5 年間ゴルフをしましたが、月 1 回程度の付き合いゴルフでは
上手くならず、お金もかかることより 45 才で止めました。
（8） 国内旅行
仕事の関係で、ほぼ全国各地に出張しまし
た。そのとき、時間を見つけては近隣の観光
をよく行ないました。出張が休日とつながる場
合は休日をつなげて出張し、休日に観光をし
ました。札幌市内観光、名古屋城、岡山城・
後楽園・倉敷、錦帯橋、高知城・桂浜、高松
城・栗林公園、沖縄一日観光などは出張の際
の観光です。
退職してからは、愛知万博、紅葉の京都、
高山・白川郷、旭山動物園、ハウステンボス・
長崎、神戸ルミナリエ・姫路城、馬籠・妻籠、
奈良東大寺・京都、福岡、熊本に行きました。

東福寺通天橋

＜余談・・・お城見物＞
城を見るのが好きで、これまでに次の城を
見ました。
五稜郭、会津若松城、新発田城、金沢城、
松本城、江戸城、小田原城、名古屋城、
大阪城、二条城、姫路城、岡山城、福山城、
高松城、高知城、伊予松山城、小倉城、
熊本城、首里城
姫路城
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（9） 海外旅行
入社 2 年目の 25 才の時に、仕事の関係で西ドイツのデ
ュセルドルフに駐在しました。仕事で各地に行った他、週
末や夏休みを使ってプライベートな旅行をしました。ボン、
ケルン、ハイデルベルク、ハンブルク、ハノーバー（西ドイ
ツ）、ロンドン（イギリス）、パリ（フランス）、ジュネーブ（スイ
ス）、ミラノ、ローマ（イタリア）、アムステルダム（オランダ）、
ストックホルム（スウェーデン）に行きました。
海外出張としては、シンガポール、ニューヨーク、サンフ
ランシスコに行きました。
退職してからは、ソウル（韓国）、台北（台湾）、バンコク
（タイ）、北京、江南 8 都市（中国）に行きました。
暁の寺（ワット・アルン）
（10） バトミントン
新潟から海老名に移り住んだときに、妻と
一緒にバトミントンを始めました。毎土曜日の
午前中が練習日で、真面目に練習しました。
妻は途中で止め、学生時代にやっていた社
交ダンスを始めましたが、私は数年前まで約
15 年間続けました。上手になると練習だけで
はもの足らず、大会にも参加し腕試しをしまし
た。しかし、40 才からでのバトミントンでは若
者には勝てず、いつも負けてばかりでした。
サークル仲間とは暑気払い、忘年会、新年
会、合宿、練習の後のドライブなど、バトミント
ン以外でも色々と楽しみました。

バトミントン

（11） ガーデニング
1996 年の持ち家をキッカケに、本格的にガ
ーデニングに取り組みました。日曜大工の特
技を生かし、ウッドデッキ、パーゴラなどの大
物から作り始め、インターロッキング、花壇、
ガーデングッヅなど、数多くのものを作りまし
た。今は季節に適した草花を植え、開花を楽
しんでいます。
これらの内容は、著書「My GARDEN」で紹
介しています。
My GARDEN
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（12） 日曜大工/ DIY
物作りが大好きで、暇があると何かを作っているような状況です。また、「自分でできるこ
とは自分でやる」がモットーで、DIY （Do it yourself！）にも取り組んでいます。
これまでの作品は数多く、これらは著書「日曜大工/DIY」で紹介しています。

工具箱

階段の手すり

7． 退職後
（1） 社交ダンス
早期退職後に始めたスポーツで、今一番夢
中になっているものです。スポーツと表現して
いますが、やればやるほどハードで、まさにス
ポーツです。
社交ダンスについての取り組みは、以下の
著書で紹介しています。
・「ダンスについて」 ・「Enjoy Dance Party」
・「ダンスのポイント」 ・「ダンスと音楽」
・「お笑いでつづる中高年の社交ダンス」
・「DP の開催」 ・「DP 用音楽」

DP（ダンスパーティー）

（2） TBG（Target Bird Golf）
TBG(ターゲット・バード・ゴルフ)は、プラス
チックでできたバドミントンのシャトルに似た球
を、ゴルフのショートアイアン（ピッチング・ウェ
ッジ又はサンド・ウェッジ）で打ち、傘を逆さま
にしたような形のホールに入れる競技です。
ゴルフのクラブが思い切り振れるので、なか
なか面白い競技です。
退職して直ぐに始めましたが、現在は止め
ています。
ティーショット
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（3） 文筆活動
2008 年の正月休みに「ダンスについて」を
執筆してから、物書きにはまりました。これま
でに 32 冊執筆しました。
退職前はシステムコンサルタントをしていま
した。お客様の業務を分析し、問題点、課題
を見つけ出し、解決策を提案する仕事です。
提案は、業務改善を行い最終的にはコンピュ
ータシステムを導入する（当社より購入して頂
く）というものです。提案は提案書で行い、時
に数十ページの提案書を書きました。この仕
文筆活動
事で、観察力、分析力、発想力、解決力、提
案力、文章力などが身に付き、これらが文筆活動に生かされていると思います。
（4） コンサート鑑賞
コンサート鑑賞の魅
力は何と言っても「生の
音」ということです。また
CD 音楽とは違い、演奏
者の振る舞いも楽しめま
す。
我が家から車で 1 時
間以内に多くの文化会
館（海老名市文化会館、
BIG18 JAZZ ORCHESTRA
厚木市文化会館、座間
ハーモニーホール、茅ケ崎市民文化会館、秦野市文化会館、茅ケ崎市民文化会館）があり、
ここで年 5～10 回コンサートを鑑賞しています。ジャズのコンサートと吹奏楽、和太鼓演奏
は必ず聴くようにしています。
（5） 花巡り
昔は花と言えば、チューリップ、ダリア、グ
ラジオラスぐらいしか知りませんでした。My
GARDEN を作ってからは、ペチュニア、日々
草、ポーチュラカ、インパチェンスなどを知り
ました。
今は珍しい花を見ることも趣味で、それら
を見て回っています。また珍しくはなくとも、植
えられている規模が大きいと見ごたえがあり、
見に出かけています。
やまあじさい
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●珍しい花：カタクリ、やまあじさい、など
●規模の大きい花：相模川の芝桜、山のホテルのつつじ、町田市下小山田町の大賀ハス、
座間のひまわり、日向路の彼岸花、千石原のススキ、など
（6） 公園散策
神奈川県には 25 の県立公園の他、多くの
素晴らしい公園があります。また、神奈川県
以外にも近場に素晴らしい公園があります。
公園は、自然の散策路を生かした公園、四
季折々の草花が楽しめる公園、子供の遊具
設備を充実させた公園など、それぞれに特徴
があります。
私は主に、四季折々の草花が楽しめる公
園に出かけています。その代表的な公園は、
「三溪園」、「小田原城址公園」、「強羅公園」、
薬師池公園（東京都町田市）
「薬師池公園」などです。薬師池公園は梅鑑
賞に始まり、桜、椿、ぼたん、藤、菖蒲、あじさい、紅葉などが楽しめます。
（7） mini 観光
「クラブツーリズム」や「阪急旅行社」などが日帰り観光ツアーを行っていますが、マイカ
ーでも朝 9～10 時出発、夕方戻りでドライブをすれば mini 観光が行えます。静岡県（白糸の
滝、など）、山梨県（河口湖、など）、東京都、千葉県（鋸山、など）などの観光地は、日帰り
観光で見て帰れます。

柴又帝釈天（東京都葛飾区）

忍野八景（山梨県忍野村）

（8） ミニチュア工作
南足柄資料館や座間谷戸山公園でミニチュアの水車小屋を見たのがきっかけで、ミニチ
ュアの水車小屋を作りました。これを作り上げると作ることの楽しさにひかれ、次から次へと
作りました。2010 年は「水車小屋」、「なかよし広場」、「アルムの山小屋」を、2011 年は「くま
の学校」、「茶室 村上庵」、「生家模型」を、2012 年は「磯野家」、「ツリーハウス」、「マイホ
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ーム」を作りました。作ったものは、「国分コミセン文化作品展」、「海老名市民文化祭」、「海
老名市役所」などに展示し、皆に見て頂きました。今は二階の一室に展示棚を作り、全てを
展示しています。

ミニチュア工作展示 ①

ミニチュア工作展示 ②
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