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第二の人生

時計草

村上洋一 著

はじめに
私は早期退職をしました。退職しなくても良かったのですが、会社の「早期退職制度」が、
60 才の定年まで勤めるか、退職して「第二の人生」に踏み出すか、の決断のきっかけにな
りました。60 才の定年は自ら決断しなくてもその状態になるのですが、早期退職は二者択
一の決断が必要です。決断に当たっては色々なことを検討しました。また、決断後は退職
後の生活に向けて色々なことを準備しました。退職後は、これらの検討結果や準備に沿っ
て夢中で生活してきました。
ここにきて、退職後の生活リズムも確立してきたので、これまでの経験をまとめてみること
にしました。今後退職する同世代の方の、お役に立てば幸いです。
表紙、文中の写真は、趣味のガーデニングで育てた花々です。
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● 早期退職を決断した理由
会社員は通常 60 才になると定年退職をし、仕事
を辞めます。第二就職ということで更に働き続ける
ことはありますが、いつかは仕事を辞めます。ずっ
と働き続けて人生を終える方もいますが、それは
少数の方で多くの方は仕事の無い生活することに
なります。
私は早期退職をして現在も無職で生活していま
すが、退職を決断した理由を以下に記述します。
サフィニア
（1）いずれ退職する
会社員は通常 60 才で退職します。退職するのだから 60 才でなく、59 才、58 才・・・で退職
してもあまり差は無いということです。60 才前で辞めるときの差は、60 才までの数年間給
与・賞与という収入がなくなることと、仕事（達成感）というやるべき事がなくなることです。も
し、この差で特に問題が無ければ、退職年令が 60 才にこだわることは無いと思いました。
（2）退職後の生活資金に見通しがある
私の場合、借金は無く子供は独立しているので、日々の生活費があれば生活できます。
生活費と言っても日々の食費だけでなく、家屋や車の維持費、研修費・娯楽費も含みます。
退職時の預貯金、退職金、将来の年金で生活の見通しが立ちました。私の会社は、何年か
に一度の割合で「早期退職制度」を実施します。この制度では、通常 2～3 年分の年収が退
職割増金として支給されます。私の場合、ちょうどこのタイミングに合致しました。
（3）仕事の達成感
私は設計者でした。仕組みを考えそれを図面に
し、製品にする仕事です。40 才まではハードウェア
（製品）の設計で、今でも私の設計したものが世の
中で使われています。41 才からはコンピュータシス
テムのシステムコンサルタントをしました。「コンピ
ュータを導入すると、業務が改善され業績が良くな
りますよ。」ということをお客様に説明し、コンピュー
タシステムを購入して頂く仕事です。
コンピュータシステムの技術革新は激しく、知識・
ジニア
技術では若者には到底追いつかない現状があり
ます。したがって、年を取ると技術者より管理者の仕事の割合が増えます。自分の部署で
の損益管理、部下の管理などの仕事です。技術者を自負する自分としては、達成感のあま
り無い仕事です。この傾向は私だけでなく、世の中、年を取れば皆その方向にあります。こ
の達成感の問題も、退職決断の一因です。
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● 退職前に考えなければいけない事
退職前後の変化を表 1 に示します。表より退職前に何を考えなければならないかが分り
ます。生活しながら考えるということで、退職後に考えるという手もありますが、退職というも
のは人生で最大と言ってもいいほどの生活の変化なので、退職後の人生を充実させるに
は、早めに考え準備をした方が良いと思います。
表 1 退職前後の変化
項目

退職前

退職後

生活資金
給与・賞与

退職金

生活行動

年金

預貯金

第二就職
仕事

趣味
趣味

ボランティア
仕事
友達

仕事友達

趣味友達

近所
付き合い

生活資金面ですが、まず給与・賞与という安定した収入がなくなります。支出は退職前後
で変わらないので給与・賞与がなくなっても生活できるかの検討が必要です。退職金、年金
などの収入、預貯金、ローンの返済、月々の支出、などのお金の流れ（キャッシュフロー）を
シミュレート（仮に計算すること）します。収入、支出、残高を表（バランスシート）にし、資金
面で問題の無いことを確認します。
生活行動面ですが、退職前は好むと好まざるとに係らず、時間がつぶれました。退職後
は仕事というやるべき事がなくなるので、暇な時間ができます。暇を有効活用できれば何ら
問題はありませんが、暇と言っても月～金の朝から晩までの膨大な時間です。第二就職を
すればとりあえずこの問題は解決しますが、いず
れこの問題に直面します。この膨大な時間をつぶ
すことを考えなければなりません。
時間は何もしなくてもつぶれるので、何もしなくて
も生きていけますが、何もしないことになかなか耐
えられるものではありません。頭を使うこと、体を動
かすることを行うべきです。また、それに大きな達
成感が伴えば最高です。
退職前に考えなければならないことは、生活して
いくためのお金と、生きているということが実感でき
る行動です。
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ヘリクリサム

● キャッシュフローとバランスシート
まず生活資金面での検討を行います。収入から
支出を引き残高がいくらになるかの確認を行う作
業です。
収入が給与・賞与から、退職金、年金、預貯金な
どに変わります。収入項目を全て洗い出し、その金
額と入金時期をシミュレートします。次に支出項目
を全て洗い出し、その金額と支出時期をシミュレー
トします。収入、支出、残高を表にします。表での
収入、支出がキャッシュフローで、その表をバラン
ペチュニア
スシートといいます。月々のバランスシートと年度
ごとのバランスシートを作成し、月々、年度で黒字であることを確認します。これが赤字の
場合は、第二就職などの対策が必要です。また、仮に想定した死亡年度で残高が黒字で
あることは勿論のこと、どの程度の遺産が残せるかを見極めます。
給与・賞与という定期的な収入から、退職金、年金、預貯金などの非定期的な収入になる
ので、その運用をも考えたバランスシートであることが必要です。現金余りや、現金不足の
無いように計画します。
（1）収入
表 2 に退職後の収入を示します。
表 2 収入一覧
区分

項 目

預貯金
退職金

年金

保険

内 容
銀行預金、郵便貯金です。

退職一時金

退職時にもらう一時金です。

企業年金

退職金を会社に預け、年金として受け取るものです。受取開
始の年齢と、受取期間（年）を指定します。預けたお金は会社
が運用できるので、年金には利子（現在年約 1.5％）が付きま
す。

確定拠出
年金

退職金ですが運用を個人が行なうものです。運用商品を自分
で決めてそれに投資します。投資なので元本割れもありま
す。60 才から受給可能で、一時金か年金受給かを指定しま
す。

厚生年金
共済年金

在職時に納めた金額に対応した年金が、60 才から終身で受
給できます。納める金額は給与・賞与金額で決まります。

国民年金

25 年以上納めていれば受給資格があります。65 才から終身
の受給です。65 才前、及び 65 才以後からの受給も可能です
が、その場合は受給金額が受給年齢に応じて変わります。

失業保険
（雇用保険）

所定の手続きを行い、失業保険金を受け取ります。
（7 ページ参照）
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投資

株

株式の配当が収入になります。また、株を売却することにより
現金収入になります。

投資信託

配当が収入になります。配当は再投資という契約もありま
す。解約することにより現金収入になります。

（2）支出
表 3 に恒常的に発生する支出を示します。
表 3 支出一覧
区分
税金

支出名称
所得税

所得にかかる税金です。年金にも所得として税金がかか
ります。

住民税

市民税・県民税からなります。所得にかかります。

固定資産税

家屋、土地に対する税金です。

自動車税

エンジンの排出量によって金額が決まります。

保険
生活費

その他

内 容

国民健康保険、医療保険、ガン保険、生命保険、自動車
保険、火災保険、スポーツ保険、など（9 ページ参照）
食費

日々の食費

光熱費

電気、ガス、上下水道、灯油（冬期）

通信費

固定電話、携帯電話、インターネット

医療費

治療費、人間ドッグ費

車関係費

車検費、ガソリン代

その他生活費

ＮＨＫ視聴料、新聞代、町内会費

研修費

習い事に使います。

娯楽費・交際費

旅行や友人との交際などに使います。

表 4 に、とっさの出費、思わぬ出費、忘れがちな出費を示します。これらも仮の金額を算
出し、バランスシートに織り込むことが重要です。
表 4 とっさの出費、思わぬ出費、忘れがちな出費
種 類

内 容

家屋関係

家屋のリフォーム、屋根や壁の再塗装、ガス湯沸かし器の修理/交換、
エアコンの修理/交換、など

家電品関係

ＴＶ、冷蔵庫、洗濯機など、大型家電品の修理/交換、など

車関係

車の乗り換え、自損事故時の修理、など

冠婚葬祭

子供の結婚に伴う出費、親族の葬儀に伴う出費、郷里が遠い場合は
交通費、など
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（3）バランスシート
表 5、6 にバランスシートを示します。これは結果
として作るのではなく、想定して作ります。はじめに
月々の収支を想定し数値を記入します。月々とし
て 4 月から翌年 3 月までを年間とし 1 年分をまとめ
ます。月々に数値を埋めるのは、自動車重量税な
どの毎月生じない収入や支出があるためです。
1 年分の収支が出たら、年度ごとの収支を出しま
す。表の一番上の横軸を年度とし、2008 年度、
2009 年度・・・と表を作成します。横軸の最後は取
インパチェンス
り敢えず男女の平均寿命＋（5～10）とします。現在
の平均寿命は男性 79 才、女性 85 才なので、5～10 の 10 を採用して夫 89 才、妻 95 才に
なる年度までの表を作ります。
作成した最終年度で残高が黒字であれば、問題なく生活できるということで、赤字の場合
は黒字になるように支出を減らす必要があります。支出を減らしても赤字の場合は収入を
増やす必要があります。例えば第二就職をしたり、
アルバイトをして収入を増やします。最終残高が大
きな黒字となる場合は、大きな遺産を残すことにな
ります。大きな遺産を残しても意味が無い場合は、
年度ごとの支出を増やす、月々の支出を増やすこ
とになります。月々の支出を増やすことは、習い事
を行なう、国内・海外旅行を行なうなどです。年度
の支出を増やすことは、家の増改築を行なう、車を
買い替えるなどです。
ネリネ
表 5 年間のバランスシート
項 目
収 入

4月

5月

預貯金
年金
・・・
収入計

支 出

税金
保険金
生活費
・・・
支出計

残 高
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6月

・・・

3月

計

夫 89 才、妻 95 才になる年度
表 6 年度のバランスシート
項 目
収 入

・・・

支 出

・・・

2008 年度 2009 年度 2010 年度

・・・

20XX 年度

残 高

XXXX
黒字のこと

● 失業保険（雇用保険）
雇用保険の被保険者であった者が失業した場合
に、再就職するまでの一定期間に支給されるもの
です。失業給付を受ける期間を図 1 に示します。※
印部分は所定給付日数であっても支給されないの
で、これを避けるためには、離職後速やかに離職
票を提出する手続きをとる必要があります。
給付に当たっては、再就職する意思があることが
前提になるので、職探しをしなければなりません。
具体的には、月 1 回公共職業安定所（ハローワー
ク）に出かけ、求人情報検索を行います。

サボテン

受給期間（1 年間）
給付制限（3 ヶ月）
待機（7 日）

所定給付日数（約 5 ヶ月）

※

離職日

離職票提出日（支給に係る起算日）

受給期間満了日

実際に支給される期間
この期間については支給されない
図 1 受給期間

失業給付の額（基本手当日額）は離職前の賃金額（賃金日額）に給付率を乗じて算定さ
れますが、上限額が設けられています。
●給付率：45～80％（60 才以上 65 才未満の方）
●基本手当日額の上限額：6,781 円 （60 才以上 65 才未満の方）
所定給付日数は被保険者であった期間が 20 年以上で、定年による離職の場合は 150 日
間です。上限額 6,781 円で 150 日の給付では合計 1,017,150 円になります。
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● 国民年金
1 階部分と 2 階部分から構成されます。１階部分
は国民年金（基礎年金とも呼ぶ）で、2 階部分は厚
生年金（会社員の場合）や共済年金（公務員の場
合）です。会社員や公務員は 1 階部分と 2 階部分
の年金を受給できます。2 階部分の厚生年金や共
済年金は 60 才から受給できます。
1 階部分の国民年金は、25 年以上保険金を納付
すれば受給資格があり、65 才になった翌月から受
給できます。60 才以降であれば、繰り上げ受給が
日々草
可能ですが、受給金額が減額されます。65 才以降
70 才まで繰り下げて受給することも可能で、この場合受給金額は増額されます。受給金額
は納付済み月数で決まります。
● 財テク
退職金は一時金や企業年金で受け取ります。一時金は特に使う予定（住宅取得費の一
括返済、など）がなければ、銀行預金になります。普通預金、定期預金ですが、現在の定期
預金の金利は非常に低いので、財テクで増やすことも良いかと思います。
表 7 財テク一覧
名 称

内 容

株

株券購入により会社への資本参加となります。その結果、業績に連動
した配当を得ることができます。また、株券の売買によって損得が発生
します。売買の運用は本人が行うことになりますので、市場やその会
社の業績などの分析や、株価高低に伴うタイムリーな運用が必要で
す。

国債

国が財政上の必要から国家の信用を以って設定する金銭上の債務で
す。通常、○年国債、利子○％という条件で売りに出されます。

投資信託

投資家が資産運用会社を経由して信託銀行に資金を預け、資産運用
会社がその資金を株式や債券、金融派生商品などの金融資産、ある
いは不動産などに投資するよう指図し、運用成果を投資家に分配する
金融商品です。運用で損失が出た場合には投資家が負担します。
色々な商品メニューがあります。

海外預金

現在米国の定期預金金利は数％なので、海外預金で財テクが図れま
す。しかし、為替変動のリスクがあります。1 ドル 110 円のときに 110,000
円預けて 1,000 ドルです。それが利息 4％の金利で 2 年後には 1,082 ド
ルです。円に換金時 1 ドル 100 円では、108,200 で、目減りします。

生命保険型
投信

保険型の投資信託で、元本が保証されます。
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私は財テクには詳しくないので、興味のある方は専門誌を見るなり、銀行の財テク担当者
に相談するのが良いと思います。
● 保険
退職後の収入の無いときの大きな出費は大変な痛手です。万が一に備え保険に入ること
をお勧めします。
表 8 保険一覧
種 類

内 容

国民健康保険

3 割負担で医療が受けられます。介護保険も同時加入になります。
保険料は前年度の「課税される所得金額」で決まります。退職 1 年目
は、在職時の所得金額で保険料が決まるので、所得が無い割には
かなり高額になります。これを避けるために、組合健康保険の「任意
継続保険制度」を利用する方法もあります。

医療保険

私の保険は、基本契約（初期入院、入院、手術、死亡）と、特約（通
院、成人病入院）から成ります。掛け捨て保険です。

ガン保険

私の保険は、ガン診断、入院、在宅療養、通院、死亡で、給付金が
下ります。掛け捨て保険です。

生命保険

死亡時に保険金が下ります。保険金が高い場合は掛け金も高くなり
ますので、必要な保険金を考え掛け金を決めます。

自動車保険

自賠責保険は強制で、車購入時、車検時に保険料を支払います。任
意の自動車保険は、保険の内容によって保険料が決まります。自損
時に保険金が下りる車両保険を掛けると、保険料は一気に高くなり
ます。

火災保険

家屋火災時に保険金が下ります。私の場合、新築時に 15 年まとめ
て保険料を支払っています。地震による火災は保険の対象になりま
せんので、これに対応するのであれば地震保険に加入する必要が
あります。

スポーツ保険

スポーツでの怪我に対して保険金が下ります。スポーツに出かけて
から帰るまでが保険の対象です。

● 確定申告
在職時は職場で年末調整（確定申告と同じ）を行ないましたが、退職後は税務署や市役
所に出向いて確定申告をしなければなりません。「なりません」というと義務のように感じま
すが、申告をしないと戻るお金も戻ってこないということです。日本の場合、全てが申請制
で、自ら申し出ないと何も貰えません。退職後の収入は年金になりますが、税金もバッチリ
取られます。源泉徴収なので税金が天引きされた後年金が支払われます。税金は収入か
ら必要経費や控除金などを差し引いた所得に掛かるので、確定申告をすることにより大体
の場合税金が戻ります。戻る税金は数千円から数万円程度です。
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確定申告では、毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日ま
での 1 年間に生じた全ての所得の金額とそれに対
する所得税の額を計算し、申告期限までに確定申
告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税
で納めた税金などとの過不足を清算します。
図 2 のように申告納税額を計算します。申告納税
額は税務署に納めますが、金額がマイナスの場合
は、税金が戻ります（還付）。
パンジー
収入金額
収入から差し
引かれる金額

所得金額
所得から差し
引かれる金額

課税される所得金額
×税率
所得税額
申告納税額

税金から差し
引かれる金額

図 2 所得税の仕組み
表 9 差し引かれる金額
差し引かれる

金額の例

収入から差し引かれる

収入の種類ごとに必要経費等の金額を計算式で算出しま
す。

所得から差し引かれる

社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除、扶養控
除、医療費控除

税金から差し引かれる

配当控除、住宅借入金特別控除、源泉徴収税額

なお、「課税される所得金額」は住民税の計算、国民健康保険の保険料の計算にも使用
されます。
● ギャップ
退職前と後では表 10 のように大きく異なります。その結果色々な弊害が出てきます。これ
を防止するには、きちんとした計画と実行が重要です。
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表 10 退職前後のギャップ
退職前

退職後

弊害及び対策

決まった時間に
起床、食事

適当な時間に
起床、食事

生活のリズムが壊れ、肉体的、精神的に弊
害がでることもあります。

仕事に対して
報酬（給与）を得る

何もしなくて良い

達成感が無くなり、生活の張りを失うこともあ
ります。

好むと好まざる
とにかかわらず
時間をつぶせる

時間をもてあます

趣味を持つのが一番です。異なった種類
の、複数の趣味を持つのが良いと思いま
す。（13 ページ参照）

仕事仲間という
話し相手がいる

近所や地域に
友人がいない

会社の友人との付き合いはせいぜい半年で
す。近所の方、地域コ ミュニティーでの仲
間、趣味を通じた友人作りが大切です。

指示だけで事が
運ぶ

自ら行動しないと
何も進まない

何事も自分でできるようにしなければなりま
せん。家では炊事、洗濯、掃除を積極的に
行なうようにします。

周りの人より
知識・技術が上

周りの人が
人生の先輩、
知識・技術が上

今何を知っていて、何ができるかが重要で
す。謙虚に努力し、皆に早く追いつくようにし
ます。

妻との会話は週末 妻との会話が
増える

会話の話題が少ないことを実感するでしょ
う。趣味をするなりして、話題を増やすことが
大切です。また、妻の愚痴を聞くことが多くな
るので、聞き役になることも大切です。

● 個人のギャップ
退職を機に生活は一変します。電車に乗らない、
仕事はしない、会社仲間は居ない、飲み屋で一杯
はない、などです。徐々に生活が変わればあまり
問題は無いと思いますが、一気に変わるので対応
を考える必要があります。
生活の変わり方を図 3 に示します。これは分りや
すく仮に示しているだけなので、必ずしもこのよう
になるとは限りません。在職時の状態から将来の
理想的な老後に移行するのですが、退職時に一
ムスカリ
気に大きな変化が生じます。その変化を受け入れ
徐々に理想的な老後に向かいますが、図 3 に示します①から④の経過をとります。④は理
想的な老後にたどり着けない場合です。①がベストですが、自然にそうなるのではなく、退
職前の準備と退職後の努力で決まります。
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退職

在職時
①

②

③
60 才

理想的な老後

④
70 才

80 才

図 3 ギャップ曲線
● 夫婦のギャップ
図 4 に夫婦のギャップ曲線を示します。線の高低でなく、その間隔に着目してください。退
職前の間隔は①で退職後②に広がり、その後間隔が狭まり③の状態になります。この図は
あくまでもシミュレーションです。
①

妻
③
②
夫

退職
60 才

70 才

80 才

図 4 夫婦のギャップ曲線
表 11 に、図 4 の①から③の局面での夫婦の会話を示します。（これは経験ではなく、本で
読んだり、人から聞いた内容を少しオーバー気味に書いています。）
表 11 夫婦の会話
局面
①

夫の発言
●退職したら一緒に

妻の発言
●そうだね。

旅行に行こうね。
②

●今度○○に行こう。

●そこはもう行ったよ。
●その日は××の習い事があるから行けないよ。
●これ昼のお弁当、今日は□□さんと日帰りのバス

③

―

旅行よ。
●△△まで送っていってね。▽▽時に終わるから
迎えに来てね。（アッシー君）

―

●たまには何処かに行ったら？（掃除の邪魔だから）

●お母さんのお蔭で

●お父さんのお蔭で人生楽しいね。

人生楽しいね。
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局面②の状況は最悪です。そうならないためには、夫は妻に頼ることなく、自立した生活
をすべきということです。
● 趣味
在職時は仕事というやるべき事がありました。そ
れが、退職をきっかけに何もやるべき事がなくなり
ます。毎日暇をもてあそぶことになりますので、何
をやるかを考える必要があります。暇でいいと思い
がちですが、人間は賢い動物なので何もすること
が無いのは、いたたまれない状況です。ちょうど会
社で言う窓際族のようなものです。
またやる事があっても、それが意味のあるもので
なければ人間は満足しません。昼寝をしたり、テレ
ナスタチューム（キンレンカ）
ビを見たり、新聞を読んだりして時間はつぶれます
が、これらはあまり意味のあるものでなく、達成感がありません。
趣味は達成感が伴う時間つぶしの最適なものです。趣味にも色々あり、最初に何をする
かを考える必要があります。図 5 のように、横軸に「自宅」と「外出」を、縦軸に「体を使う」と
「体の一部、頭を使う」をとり、趣味を整理します。
体を使う

屋内型
スポーツジム
バトミントン
卓球
社交ダンス
Ａ

体の一部、頭を使う

Ｃ
園芸（ガーデニング）
絵画、読書
音楽鑑賞
パソコン（インターネット）
料理

屋外型
テニス、ゴルフ
ターゲットバードゴルフ
ゲートボール、グランドゴルフ
ランニング、散歩
登山、ハイキング

Ｂ
Ｄ
国内・海外旅行
カラオケ 音楽鑑賞（コンサート）
華道、茶道、囲碁、将棋
陶芸、英会話、写真撮影
釣り

自宅

外出
図 5 趣味の種類
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外出時は身だしなみに気をつけなければならず、
外出の趣味を持つことは生活にメリハリが付きま
す。また、友人も多くできます。外出にも屋内型の
趣味を持てば、天候に左右されないで趣味を楽し
めます。家での趣味は天候に左右されず、また一
人で夜間にも行なえるというメリットがあります。年
を取ると体力も落ちてきますので、体力を使わない
趣味も重要です。頭を使う趣味は老化防止に大い
に役立ちます。色々な趣味を持つことは大切です
ガザニア
が、図の領域の B、C、D の一つの領域に偏らず、
全ての領域で趣味を持つと良いと思います。赤字は現在の私の趣味です。
● 趣味の面白さ
最初から趣味は楽しく面白いかというとそうではなく、当初はあまり楽しくも面白くもないも
のです。初めから楽しく面白いものは、飽きも早いものです。40 才からバトミントンを始めま
した。最初は羽根つきのようなもので、あまり楽しくはありませんでした。5 年経つとコツとい
うか、技が分ってきて楽しめるようになりました。練習より試合が面白くなりました。また、3
年半前に社交ダンスを始めましたが、技術の進歩と共に、最近は楽しめるようになりまし
た。
「石の上にも 3 年」という諺のように、3 から 5 年経つと趣味が楽しめるようになります。60
才の定年後に趣味を楽しもうという方は、5 年前の 55 才から趣味を始めると良いでしょう。
● スポーツ
（1）野球、サッカー、テニス、バドミントン、卓球
野球、サッカーは、ゲームを行なうにはそれぞれ
最低でも 9 人×2 チーム＝18 人、11 人×2 チーム
＝22 人という大勢の人数が必要なこと、広い運動
場が必要なこと、また退職後は走力が無いことな
どから、退職後のスポーツとしては不適と思いま
す。
テニス、バドミントン、卓球は、ゲームを行なうに
は数人いれば良いので奨められるスポーツです。
チューリップ
バドミントンは動きが激しいので、テニスの方が長
く続けられると思います。卓球は、動きは激しいのですが動く範囲が少ないので、一番奨め
られるスポーツと思います。また、屋内スポーツで天候に左右されないという利点がありま
す。公共施設で卓球をしているお年寄りを多く見かけます。
（2）ゴルフ
在職時からゴルフを行なっていて、なおかつゴルフ場の会員の方は、退職後のスポーツと
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しては最適でしょう。退職後から始めるには、なかなか上達しないしお金も掛かりますので、
あまりお奨めはできません。
（3）ターゲットバードゴルフ
ゴルフのウェッジクラブで、バトミントンのシャトル
のような形をしたプラスチックボールを打ち、傘を
逆さにしたようなホールにボールを入れる競技で
す。ゴルフの経験者には同じクラブを振るというこ
とで、楽しいスポーツですが物足りなさがあります。
私も一時行いましたが、物足りなさから現在は止
めています。初めてやる方にとっては、次に述べる
ゲートボールやグランドゴルフより、はるかに面白
いと思います。

ビオラ

（4）ゲートボール、グランドゴルフ
道具は両者ともほぼ同一で、木の球を杵の形をしたスティックで打つものです。ゲートボ
ールは 5 人対 5 人で競技し、ボールを 3 つのゲートを通過させ、最後は中央の棒に当てて
終わり点数を競うものです。団体競技で色々な作戦があり、メンバーは監督の指示で競技
するので、チームプレーの苦手な方には不向きです。
グランドゴルフは、遠方のリング内に何打でボールを入れられるかを競う競技で、個人競
技です。力一杯ボールを打てるので、爽快感が持てます。
（5）社交ダンス
適度の運動量で、定年後は奨められるスポーツです。スポーツではないと思われますが、
真剣に踊ると汗びっしょりで、まさにダンススポーツです。
私は退職後にひょんなきっかけから始めましたが、現在一番夢中になっている趣味です。
体は使うし、頭は使うし、音楽を聴いて楽しくなるし、最高の趣味です。ダンスに対する私の
取り組みを、本書のような出版物にまとめています。
● スポーツジム
取り敢えず時間をつぶすには、スポーツジムは
最適です。運動をするので、健康増進に大いに役
立ちます。いつでも好きな時間に行って、好きなこ
とが行えます。一人で行えますし、来ている方は同
じような環境の方なので、友達にもなれます。
スポーツジムの基本施設は、マシンルーム、スタ
ジオ、プールです。他には、施設によって異なりゴ
ルフ、テニス、スカッシュなどがあります。マシンル
ームでは、ストレッチ、筋肉トレーニング、有酸素運
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クリスマスローズ

動（バイク、ランニング）を行ないます。スタジオでは、ジャズダンスなどの各種のダンスやヨ
ガを行います。プールでは各自が遠泳を行なったり、インストラクター指導による水中体操
などを行ないます。トレーニングの後は、風呂とサウナで汗を流しさっぱりとします。
海老名市のスポーツジムを表 12 に示します。私はルネサンスの平日会員（火曜日～土曜
日の昼間、月会費￥6,825）で、既に 3 年半通っています。
表 12 海老名市のスポーツジム
名称 ホームページ URL

設 備

スポーツクラブ ルネサンス 海老名
http://www.s-re.jp/

マシンルーム、スタジオ、プール、ゴルフ、
スカッシュ

コナミスポーツクラブ 海老名西
http://www.konamisportsclub.jp/

マシンルーム、スタジオ、プール、ゴルフ

コナミスポーツクラブ 海老名東
http://www.konamisportsclub.jp/

マシンルーム、スタジオ、プール、テニス

● 園芸（ガーデニング）
一軒家で庭があれば、園芸（ガーデニング）に取
り組むのも良いと思います。草花、植木、菜園など
色々な楽しみ方があります。初めてならば、最初は
草花を育てるのが良いと思います。春から夏はペ
チュニア、日々草などを、秋から春はパンジー、ビ
オラなどを植え開花を楽しみます。水遣りや肥料
やりなど、手入れをすれば草花はそれに応え、立
派な花を付けます。
一つの品種にこだわり、本格的に取り組んでいる
自宅のウッドデッキとパーゴラ
方もいます。クリスマスローズやハーブ、洋ラン、山
野草だけを育てている方がいます。
庭が広ければ家庭菜園を楽しめます。野菜は直ぐに取りにいけるので、薬味関係のもの
（細ねぎ、しそ、バジル、パセリ、など）が重宝します。
本格的に行なうのであれば、貸し農園を利用しま
す。玉ねぎ、ジャガイモ、なす、きゅうり、ピーマン、
トマト、インゲン、枝豆などが収穫できます。定期的
な肥料やりと毎日の水遣りが欠かせないので、や
るに当たってはそれなりの覚悟が必要です。
私は平成 8 年からガーデニングの趣味を始め、
13.5 坪の庭と 6 坪の畑で楽しんでいます。ガーデニ
ングの取り組みを、本書のような出版物にまとめて
います。
家庭菜園での収穫
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● 陶芸
作ったものは使えるということで、楽しみのある趣
味です。私も 2 ヶ月間の入門コースを体験し、写真
のような作品を作りました。これらは現在も使用し
ています。
面白く、奥の深い趣味ですが、体を動かしたい私
にとっては、じっと座って作業をすることに物足らず、
入門コースの後は継続しませんでした。

入門コースの作品
● 料理
妻が一日外出し、夫が留守番をする機会が多くなります。そのような時でも食事を取らな
ければなりません。妻が作った弁当、外食、出前などで食事を済ませるか、自ら料理をする
ことになります。妻の帰宅が遅くなる場合は、夫は昼食、夕食を自ら取ることになります。一
見大変なように思えるこのことも、夫が料理ができれば何ら問題はありません。退職を機に、
料理に挑戦するのも良いと思います。地域コミュニティーでは「男の料理教室」などが開催
されており、積極的に参加すると良いでしょう。スーパーで新鮮な魚を買い刺身にして、ビ
ール片手にこれを食べられるようになれば最高です。
● ボランティア活動
経験が無いのでなんとも言えませんが、報酬を期待しないところ、感謝されるところに喜
びや、やり甲斐があるようです。また、ボランティア仲間との交流が楽しいようです。
● 情報機器
携帯電話、パソコン、デジタルカメラ、携帯用音楽
プレーヤーなどの情報機器は、無くても十分生活
はできますが、これらを使いこなすことができると
生活の楽しみの幅が広がります。
（1）携帯電話
退職後の友人とのコミュニケーションは、色々な
意味で大変重要です。一緒に活動したり、会話をし
たりするのはとても楽しいことです。その際の連絡
ツールとして携帯電話はとても有効です。会合の
オキザリス
打ち合わせ、待ち合せの連絡、暇つぶしの会話な
どに使います。
携帯電話は無くても生活できる、十分楽しいとおっしゃる方はいますが、車の運転ができ
なくても生活できる、と同じです。運転できれば行動範囲が広がり、交際範囲も広がります。
一旦車を持つと、車の無い生活は考えられません。携帯電話も同様で、一旦持つと携帯電
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話の無い生活は考えられません。私の場合、携帯
電話を家に忘れて外出するととても落ち着かず、
忘れたことに直ぐに気がついた場合は取りに戻り
ます。
携帯電話の活用の一つに、電子メールがありま
す。電子メールは、相手の時間を邪魔しないで用
件を伝えられるというメリットがあります。例えば、
相手がお風呂に入っていても用件は伝えられます。
ただし、急用や直ぐに返事が欲しい場合は、電子メ
クレマティス
ールは不適です。電子メールは文章を作る、指を
動かすという観点で脳をとても使います。脳の活性化には効果大です。私は、携帯電話を
通話 10％、電子メール 90％の割合で使っています。
（2）パソコン
パソコンはとても便利なツールです。表 13 に私の利用内容を示します。
表 13 パソコンの利用内容
No.

ソフト

利用内容

1

Word

各種の文書を作成します。

2

Excel

計算を含む表を作成します。

3

Outlook Express

電子メールです。携帯では送れないような文書（Word、
Excel など）、写真などを送ります。
私のアドレス：y.murakami.3609@f7.dion.ne.jp

4

IE
（Internet Explorer）

ホームページを閲覧し、各種の情報を取得します。

5

筆まめ

住所録の作成・管理と、年賀状の作成を行ないます。

6

ホームページ・
ビルダー

個人のホームページを作成します。
「My GARDEN」と題するホームページを開設していて、趣
味のガーデニング、ダンス、旅行などを紹介しています。
URL：http://www.f7.dion.ne.jp/~murakami

7

CD コピーソフト

音楽 CD のコピーや、オリジナルの音楽 CD を作成します。

8

Sound it！

ダンス音楽の長さを短くしたり、テンポを変えたりします。

私は毎日パソコンを使っています。毎夜電子メールをチェックし、IE で最新のニュースを閲
覧します。分らないことがあれば辞書代わりに直ぐに検索します。昔は図書館で調べたこと
や、広辞苑、百科事典などで調べたことが簡単に調べられます。その他、趣味の執筆活動
に使ったり、ダンス用の音楽をコピーしたり編集したりするのに使います。
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（3）デジタルカメラ（デジカメ）
梅や桜、紅葉の季節に観光地を旅行すると、立
派なカメラと三脚を持参したお年寄りを多く見かけ
ます。旅行と写真撮影を趣味にしている方で、昔よ
りその数が増えたように思います。一因にデジタル
カメラの普及があります。フィルムを使わないので
費用が節約できる、撮った写真がその場で確認で
きるなどのメリットがあります。フィルムを使わない
ので何枚も写真を撮り、要らないものは捨て要るも
のだけを残します。また、残したものの中から良い
マラコイデス
ものだけを印刷します。印刷も、フィルムのときはカ
メラ店に現像・焼付けを依頼したのですが、デジタルカメラでは、自宅で簡易印刷機を使い
印刷できます。パソコンとプリンタを使えば、大きなサイズにも印刷できます。パソコンでは、
必要な部分だけ残すこと（トリミング）や、全体を明るくするような加工もできます。撮った写
真を友人同士で批評しあう、パソコンのホームページに載せ色々な方に見て頂く、などで楽
しめます。私は撮った写真をホームページに載せています。
（4）ゲーム機
ゲームは子供向けと思いがちですが、大人向けのゲームも多く発売されています。ゲー
ムは本体と呼ばれる機器と、ゲーム（ソフトウェア）が格納されたカードから構成されます。
カードを本体に挿入し、色々なゲームを楽しみます。
私が持っているものはニンテンドーDS で、ゲームは「脳を鍛える大人の DS トレーニング」、
「もっと脳を鍛える大人の DS トレーニング」、「大人の常識力トレーニング DS」、「数独 2 デラ
ックス」です。「脳を鍛える大人の DS トレーニング」は頭と手を使うので、本当に脳のトレー
ニングに最適です。また、トレーニング結果が数値（脳年齢）として出るので、トレーニング
の励みにもなります。
● 健康管理
在職中は仕事という制約があるので、帰宅時間は遅くても朝は早くおき、食事は 3 食取り、
ある意味規則正しい生活を行います。また、週末は、ストレス解消と体力増進を兼ねて、ス
ポーツを行ったりします。しかし退職後は制約がなくなるので、好き勝手な行動になり、不規
則な生活になりがちです。その結果、健康面で支障をきたすことも起こりえます。
3 食規則正しく食べ、適度な運動を行い、健康維持に注意を払います。年 1 回は人間ドッ
クをお勧めします。結果により今後の生活の指針が得られますし、問題の無いという結果
は安心感を得ることができ、これからの生活の励みにもなります。人間ドックの費用は 4～5
万円と高額ですが、私が住んでいる海老名市には、半額補助の制度があるのでこれを利
用しています。
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● 退職前の準備
退職してからどうしようかを考えるのでは遅すぎます。バランスシートで赤字になれば第
二就職が必要です。給与が半分になるが現在と同じ仕事を続ける（このような恵まれた会
社はほとんど無い）か、第二の人生だからやり甲斐に徹した仕事をするか、アルバイトをす
るかなど選択肢は色々あります。やり甲斐のある仕事は技術が必要で、その技術は在職
中から身に付ける準備が必要です。
趣味を生き甲斐にするのも良いでしょう。しかし、生き甲斐になるような趣味はかなり高度
なもので、直ぐにはできるようになりません。これも在職中から準備をすることが大切です。
何事も、ものになるのには時間がかかります。退職に向けての準備は、55 才ぐらいから行
うのが良いと思います。
● 退職後の努力
退職直後は新入社員と同様です。第二の人生に
就職する新入社員と考えたほうが良いです。ここで
は先輩諸氏に対し謙虚であるべきだし、また役職
という上下関係が無いので一人の人間同士として
対等に付き合うことが必要です。
「おーい、お茶！」、「これ、コピーして！」が通用
しない生活で、何事も自ら行なわなければなりませ
ん。カルチャーショックに陥ることもあると思います。
我慢して、謙虚になる必要があります。在職時に
ベゴニア
何をやったかは全く無意味です。過去の栄光にす
がって生活するのではなく、ゼロからのスタートで何事に対しても、真剣に取り組み日々努
力することが大切です。
また、年功序列は全く通用しません。今何を知っているか、何ができるかが重要で、努力
をおろそかにすると直ぐに後輩に抜かれてしまいます。数年経ち、第二の人生の先輩だか
らといって先輩面で後輩に対応すると、そのうち相手にされなくなります。
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