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◆特集 シニアの“今でしょ”
つな

食べる・楽しむ・絆がる・思い＆想う

SSCC ジャーナル学科

修了制作グループ
11 期生
4 班 プロフィール
いっちゃんこと平田一郎
釣れれば「夢よもう一度」 釣れなけりゃ「今度こそ！」は、釣りバカの宿命で
す。釣るつもりの魚と、サッカーの鹿嶋アントラーズに、逆に私が釣られて鹿嶋
に来た直後に妻と死別し、７年が過ぎました。そして一昨年の暮れに狭山の娘夫
婦の家に越してきました。私は「生まれも育ちも東京の目黒区です」茨城でやっ
ていたボランティア活動と、趣味の木彫りなどを続けたいと思っていますが、今
年もう８３歳なのです。すこし足を鍛えておかないと、天国への階段を登れそう
にありません。ブログ「四苦八苦」http://sscchirata.exblog.jp/

まっちゃんこと中島松雄
１９３１年、福岡県久留米市生まれ、８２歳３ヶ月。
旧制中学２年の時、学徒動員にて鉄工所へ派遣され、機関銃の弾丸制作中に
敗戦。２４歳にて上京、電気通信関連の仕事に就き、生涯の職業となった。
趣味は、スポーツ観戦、西鉄時代よりライオンズのフアン歴６０年。音楽は
何でも好き、クラシック〜ジャズ〜タンゴ〜カラオケ～ダンス音楽。最近は
週１回のゴルフ、その他家庭菜園
ブログ「生涯青春」http://mnakajima.exblog.jp/

シゲさんこと高橋茂夫
年齢７3 歳 スポーツ、アルコール大好き人間です。
現在 シニアソフトボールチームの監督として仲間と活躍中。
夢、
（遅いかな）昔チョットの間行っていた「ハワイアンバンド」
（スチールギタ
ー担当）を編成し、演奏してみたい。
ブログ シニア ソフトボールチーム「狭山ジョイフル」
http://joyful0412.exblog.jp/

写ろんさんこと磯部典子
横浜市生まれ。長女誕生から 40 年、狭山に住んでいます。
生来怠け者なので、60 歳で仕事を辞めてから、９時には智光山テニスコートに
立つようにしています。断捨離も志ましたが、遊び優先ではかどりません。ブロ
グは旅の写真の整理と自己表現のツールとして楽しんでいます。
ブログ「じゅーす あげいん」http://deuceagain.exblog.jp/
「my 旅写ろん」http://blog.goo.ne.jp/liveinsayama

晴耕走雨読さんこと神庭善郎
一昨年３６年の教員生活に終止符。待望の晴耕走雨読生活に入りました。つまり
家庭菜園、ランニング、読書など楽しんでゆっくりダラーと過ごしたいと思って
いたら、そんなことは許されない。主夫として掃除・洗濯・おさんどん・母の介
護に雑用係等々忙しい日々を過ごしております。
ブログ「晴耕走雨読」http://ssccws1207.exblog.jp/
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ブログ「晴耕走雨読」 http://ssccws1207.exblog.jp/

私たちのくらす狭山市

話題のスポット
智光山
テニスコート
有料狭山大橋

圏央道

上奥富
運動公園
川越狭山自転車道

SSCC

入間川
東京狭山線
稲荷山公園

赤坂の森
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海の町から
狭山に越して来て１年になりました。茨城県
の海辺の町で、毎日海を見ながら暮らしていた
から海が懐かしく、潮騒、潮の香、水平線から
昇る朝日など、なかなか忘れられません。
ここは「海無し県」の「埼玉」です。
大震災以来数十回もの大小地震を繰り返して
いる太平洋岸の土地に比べると、狭山ではほと
んど揺れを感じたことがありません。そんな意
味でも、「狭山よいとこ！」と、思わなければ
ならないでしょう。

奥多摩の山々と秩父連山

イモと兵隊
私は海軍の練習生時代に、イモ交じりの飯を
食べさせられた経験があります。食べ物には不
自由しない筈の軍隊でさえ、「代用食」が出さ
れていたのが、当時の日本の食糧事情でした。
ご存知の通り、入間川の流域は狭山茶の名産
地です。茶畑を代用食のイモ畑にするよう軍部
や政府からの強制もあり、止むを得ずサツマイ
モに転作した農家もあったと聞いています。そ
して川越芋、つまり太白（たいはく）が、食糧
に苦しむ東京の人たちのターゲットになりま
した。
かくいう私も買い出し部隊のリーダーみたい
なことをやっていた体験もあって、そんな時代
の思考、モラル、そしてその結果への反省など、
後世に伝える義務がありましょう。しかし、そ
れを語る人の数は年とともに減り、次第にその
声は小さくなっていくのです。

富士見通り
狭山市内に「富士見通り」があります。その
名のとおり富士山が見えるだろうと思って歩
いてみました。でも、密集した家並と行き交う
車ばかりで、どっちに山があるのかも分かりま
せん。あきらめかけ、重い足を引きずるように
してスーパーの屋上に上ってみました。
ありました！見えました！秩父連山が青い
山並みを見せ、白い雪をかぶった富士山も望め
る素敵なロケーションです。
狭山には街を支えている有力企業も多く、そ
の上たくさんの名所旧跡もあります。この町を
しっかり見ておくべきだと思いました。
また、この地方には私にとって特別な思い入
れもあるのです。

サツマイモ

ある秋の日「いもほり会」に参加しました。
よく晴れた一日でした。元気な子供たちは掘
ったばかりのサツマイモで、キャッチボール
をはじめました。かっこよく育った丸いイモ
もあるので、泥だらけになって球技？に熱中
しています。

世界遺産富士山 イオン屋上より
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「食べ物を大切に！」

飢餓と危険

黙々とイモを掘っていた若いお母さんから
声がかかりました。
「おいもは食べ物、大切に
しないとバチがあたるよ！」
私も祖母や母から、耳にタコが出来るくら
い聞かされていた言葉です。サツマイモは戦
中戦後を通じて、それは貴重な「主食」だっ
たのです。

事故続出

長い戦争で疲労しきっていた鉄道に大きな
負担がかかるのは当然のことです。機関車も駅
も線路もボロボロでした。必然的に身近で事故
が起きました。昭和20年8月24日、八高線多
摩川鉄道橋の上で、蒸気機関車が牽く列車が正
面衝突。客車が川に落ち、推定200人近い死
傷者を出しました。
それから2年もたたないのに、高麗川駅近く
で連結器が外れ、逆走した客車4両が土手で脱
線転覆して、屋根まで乗っていたサツマイモ買
い出し部隊の人たちから、697人の死傷者を
出しました。

終戦後の買い出し部隊

（毎日新聞社）
多摩川に落ちた車軸（拝島）↑

終戦後の日本には、ひどい食糧難が待ちう
けていました。腹を減らした東京の人たちは、
埼玉･千葉･茨城などの生産地ヘサツマイモを
もとめて出動します。そしてここ埼玉の川越
や秩父の先にも足を延ばしました。
当時、東京在住の私が通っていたのは、東
上線や電化されていない国鉄総武線、常磐線、
八高線沿線の農家が主でした。
頭を下げて農家を回っても、なかなか売っ
てもらえません。そこで買い出し部隊では、
物々交換という作戦に出ます。辛くも戦災を
免れた着物などの衣類を、次々に脱いでつぎ
込みました。俗にいうタケノコ生活です。
ねばって粘って、やっと買い集めたサツマ
イモ13貫(約50キロ)を背負って、駅までの長
い道を歩きます。着いた待合室はイモが入っ
た荷物でいっぱい。来る列車はすべて満員、
客車の屋根も人とリュックで超満員。
日が暮れてから必死に乗ったのは無蓋貨
車。ＳＬが牽く列車は当然のことだけど、ト
ンネルの中も煙を吐いて走ります。屋根に乗
っている人や貨車に乗った人、窓ガラスの破
れた車内の人も、木綿の手拭いをマスクにし
て頑張りました。
東京に着くころは、男も女も埃と煤を浴び
た真黒な顔に、目ばかり光らせてリュックを
背負い改札を出ます。励まし合い助け合った
帰途の無事を祝って、泥だらけの黒い手で握
手をして別れるのが、買い出し部隊の挨拶で
した。

事故慰霊碑（高麗川駅近く）→
H.26年２月、70年ぶりに現場
を訪ねた。
今は回向する人もなく……

客車の屋根に乗るなどということは、今で
はとても考えられないことです。でも買い出
しに行かなければ、飢餓から逃れることはで
きず、歩きまくったこの地方に、私は深い関
わりを感じます。

伝えなければ……
現在、日本の食糧自給率は40パーセントを
大きく割り込んでいます。テレビの「飽食競
争番組」なんか見ていると悲しくなるのは、
私だけでしょうか。辛くって苦い思い出です
が、食べ物を大切にしなければならないこと
を知ってほしい、というシニアとしての思い
を、ここ狭山で書いています。
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後を追うように港を出た私の乗った乗合船
は、予想どおりの貧果に泣いた。大きなクー
ラーに入っている一貫目の氷が、船が揺れる

平田 一郎

たびにゴトンゴトンと右往左往し、悲しそう
な目をした鯵８匹が、押しつぶされそうにな
ってもがいている。
私は家に帰ると魚の調理にかかる。わたを
抜き、ゼンゴをとって三枚におろす。この海
の魚は、小ぶりだけど味がいい。しかも食材
は「つり鯵」である。

海の浄化が叫ばれてから久しい。その間、水質
などが、かなり改善されたとはいえ、海の底にト
ンネルを掘って海流を乱したり、工業開発、高速
道路の延長、住宅、商業施設の乱立、大型漁船の
乱獲によって、代々漁を生業としてきたひとたち
の生計を圧迫しているという。
「昔は、小鯵なんか水面が盛り上がって見える

「おいしい。これじゃスーパーの魚なんか食

くれえ群れてたから、櫓でねってってタモ（網）

べられないね。
」カミさんが、釣師と板前を

ですくっちまうのよ～。小舟が、さっと集まって

つとめた私へのゴマスリをまじえて賛辞を

くるけんど、獲る量も知れたもんよ。積み過ぎて、

惜しまない。日頃あまり魚を口にしないセガ

船が沈んじまったら元も子もねえもんよ～」今年

レまでが「こいつはうめ～」と、ぱくついて

８５才だという、潮焼けして真っ黒な顔の老漁夫

いる。

が、出船前の網の手入れをしながら、魚の減少を

今朝聞いた老漁夫の嘆きを、ふと思い出し

嘆いていた。

て、私の箸がしばし止まる。 このままでは

「なんとかしねえと、海が死んじまう！」午前５

本当に「海が死んじまう」のだろうか。思い

時、船外機のエンジンをかけて、じいちゃんは沖

をめぐらせて皿に目を戻したら、鯵のタタキ

へ向かった。

はきれいに平らげられて、頭と骨だけが残っ
ている。
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カメラと私
あの朝私は、いつもより３時間も早起きして家を出て、銀座に向かいました。街角にはすでに
行列ができていて、たくさんの人が寒さに震えながら順番を待っています。本日限定２００台！
開店は９時。カメラを買う人たちの行列です。復員服にゲートルの若者や、下駄ばきの女性も見
受けられます。戦後いち早く技術復興の名乗りを上げた R 社の「リコーフレックス」が、大ブ
レークを起こしました。
進駐軍の労務者までして、やっとためた６,８００円を握りしめ、行列して手にしたカメラは
当然のことだけど、当時では難しい写真の技術を要求します。
カメラには、焦点をつける、露出を決めるといったテクニックが最小限必要です。鉄板製のこ
のカメラには、歯車に囲まれた二つのレンズがついています。上のレンズはピント調節用、下は
撮影用、俗にいう前玉回転二眼レフです。ギアを回して上下のレンズを同時に回転させ、焦点を
決定させる仕組みでした。
フイルムは１２０。いわゆるブローニーフイルムで、カメラの小さな赤い裏窓を覗いて、撮影
番号を確認します。大切な露出はネガの出来を左右します。だからフイルムの箱の中にカードが
入っていて、季節やその日の天候、その時刻に合わせた露出表で案内しますが、これがなかなか
難しい。この露出表をカメラケースに貼り付けて利用していたマニアもいたんだから、笑みもこ
ぼれる素朴な時代でした。
ピントに対する AF、露出に対する AE、近代のカメラ工学は撮影上の難問を次々にクリアし
てきました。そして今、デジタル化によって予想もできなかった世界が広がっています。カッコ
よくない二眼レフを求めて行列に並んだ私には、小指の爪ほどの小さなチップに数百枚ものデジ
タル写真データが写し込まれているなんて、銀塩フイルムの世界で生きてき暗室マンの想像の域
を、とっくに超えてしまいました。
暗くて酢酸臭い暗室で、長い時間作業していた頃の思い出がからんだ、懐かしいメモリーです。
平田 一郎
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さやま de 思う
かんがえる

東京狭山線考
中島 松雄

地域沿線の住民・利用者等にとって
待望久しい東京狭山線の中で、一般
県道所沢堀兼狭山線（延長 10,530
ｍ）が平成２５年３月２４日開通し
た。これによって、周辺道路の渋滞
緩和や危険除去など安心安全の声は
大きい。

この路線については筆者との深い関わりがあった。筆者は平成 6 年に所沢から狭山市堀兼に引っ越して
来た。堀兼・秋草学園の奥・赤坂の森を背にした場所で、周りには家もまばらで、車がないと買い物にも不
便な場所ではあったが、
「近い将来東京狭山線が出来るので生活しやすくなる」という紹介者（不動産会社）
の言葉を信じて、緑の多いこの土地が気に入り、越して来たという経緯があった。それだけに東京狭山線の
工事の進捗状況には人一倍の関心と期待感があった。

★東京狭山線の概要
東京狭山線は、①一般県道所沢堀兼狭山線（延
長 10,530ｍ）②主要地方道練馬所沢線（延長
2,030m）
、③一般県道堀兼根岸線（延長 4,200
ｍ）
、の 3 つの路線からなる総延長 16,760ｍの
都市計画道路であり、②練馬所沢線の一部のみ未
完成である。
★所沢堀兼狭山線
起点：一般国道 463 号松郷交差点（所沢市）
終点：一般国道 16 号上奥富中交差点（狭山市）
事業期間：昭和 58 年度～平成 25 年 3 月
この都市計画道路東京狭山線の計画時期は、狭
山市内の区間は昭和 35 年、所沢市内の区間は昭
和 44 年に都市計画が決定され、順次整備が進め
られてきたと聞く。
（埼玉県土整備部道路課
より取材）
起点より、中富を経て神米金新道起点―県道６
号線（シチズン工場・新開）－赤坂の森（堀兼・
上赤坂公園）－狭山台―狭山トンネル（西武新宿
線及び国道１６号線）を潜り抜け、狭山環状有料
道路－県道３９７号線、更には圏央道狭山日高 IC
へのアクセス、国道２９９号（飯能狭山バイバス）
へと繋がり、幹線道路としての利便性は向上した。

赤坂の森を切り開き工事が始まった（H22 年）
[ここに出典を記載します。]
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20 年の工事中断と再開

生態系の保護の工夫

ところがこの計画路線の中で赤坂の森という
平地林にオオタカなど希少動植物の生息するこ
とが判明し、環境保護団体による建設の中止を
求める反対運動が始まり、その間事業は中断し
たままとなった。
中断区間は堀兼神社北交差点から新開交差点
（県道 6 号線と交差）までの 1.9ｋｍの区間で
小動物の通路

ある。

野鳥を守る装置

県側と環境団体・地権者との交渉が漸く合意

開通した赤坂の森部分の路線は、希少動物等

に至り、事業を再開し完成・開通するまでの期

の自然環境に配慮した道路構造や環境対策が施

間は、なんと平成 4 年～平成 24 年までの２０

されている。中央分離帯にはケヤキ等の植樹が

年間もの長期間を要したのである。

生い茂り「緑のトンネル」状になっている。

道の駅ができる

有料橋の早期無料化を！

ちょっと寄り道が出来る
「道の駅」が沿線にできると
の噂を聞き、JA 直売推進課
に問い合わせたところ、平成
26 年 10 月に開設する事が

迂回している車は多い。残債務が多額にあると

確認できた。建設予定地には

聞いているが、周辺道路の混雑緩和・安全の為に

案内の立札があった。

政治財政面の知恵で解決策を講じて欲しい。

赤坂の森
赤坂の森は「堀兼・上赤坂ふる
さと緑の景観地」の名称があ
る。この中には堀兼・赤坂公園
があり、自然の美しさを生かし
て、ランニングトラックやサッ
カーグラウンドが整備され、周
辺は絶好の散歩道で多くの人
に愛用されている。
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さやま de シニアライフ
シニアにおすすめ

スローウォーキング

今シニア世代の中で、ウォーキングが大人気で大

高橋 茂夫

五感への癒し

勢の人が歩いています。その中のゆっくり歩くスロ

心身にイライラ、モヤモヤ等ストレスが溜まっている

ーウォーキングを紹介します。

時は、郊外に出かけ、環境に癒し、楽しさを求め、感
覚（五感）をリラックスさせます。

私のスローウォーキング



私は７３歳 スポーツ大好き人間です。現在プレー

視覚からの癒し
山野、花鳥魚及び人々の団らんを観て、

は、ソフトボール（監督、投手）とゴルフを楽しんでい
ます。またスポーツ団体の企画、運営も行っていま
す。疲れとストレスが溜まりやすい私ですが、スロー
ウォーキングにより、健康の維持に努めています。





歩き方

智光山公園 池

聴覚からの癒し

風、水の音、子供家族の声

マイペースでゆっくり、ゆったり、肩の力を抜きな

池

がら歩きます。


距離

智光山公園 池

前日の疲れが身体に残っている時は、疲れを取


るストレッチをしながら、１時間ゆっくり歩きます。


嗅覚からの癒し

木の香り、草花緑の匂い

場所
その日の体調に合わせて決めています。





効果

触覚からの癒し
森林浴、マイナスイオン

歩くことで頭を活性化させ、創造性を豊かにしま

智光山公園 菖蒲

す。
五感を癒し（楽しませる）ます。
智光山公園

郊外コース
市内にもウオーキングコースがたくさんあります。狭山 50 景をめぐるコース他。

智光山公園
視覚、嗅覚、触覚、からの癒しコース
四季の花々（桜、菖蒲、バラ、紫陽
花等）鳥、魚、等が楽しませてくれま
す。又林の中に自分のコースを作り、
森林及びマイナスイオンを存分に浴
びて歩きます。
１周約５０分程度です。

森林
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稲荷山コース①
視覚、からの癒し
桜観、アスリートの頑張りを横目でみながら
歩きだす。木道を下り、パワースポットの匂い
がする愛宕神社を拝観します。１周約３０分

稲荷山コース②
ツツジ

見晴台

視覚からの癒し

カタクリ

花の時期、稲荷山公園から見晴台を目指し、
ツツジ、かたくりの花を観でます。
往復約１時間

稲荷山公園

見晴台
見晴台からの景観

公園駐車場

上奥富総合運動コース
視覚、聴覚からの癒し
せせらぎ公園小川での水遊び、ザリガ
ニ捕りに戯れる親子の姿を楽しみに、又

上 奥富運動公

グランドでプレーする歓声、球音を見聞
きしながら歩きます。１周約３０分
せせらぎ公園

河川敷コース
視覚、聴覚からの癒し
広々した河原の空気一杯吸いながら歩きま
す。風、水の音を聞きながら昭代橋、新富士見
橋、本富士見橋の下を抜けます。片道約２０分
※冬の時期人気のコース
サイクリングロードが土手沿いにあり、距離は
自分の体調に合わせ思いのままです。
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さやま de シニアライフ
シニアにおすすめ

テニス＆スキー

磯部 典子

智光山テニスコート

狭山市には屋外のテニスコートが５か所あるそうだが、
わたしのお気に入りはここ。国体の軟式テニス会場にな
っただけあって、オムニの快適なコートだ。智光山公園
の中にあり環境もすばらしい。初夏はここは軽井沢？と
思うほど気持ちがいい。

テニスおばさん ことはじめ
私が今楽しんでいるスポーツは、テニス、登山、
スキーです。
どれも２０歳前後に数回やっただけで続かなかっ
た。理由は？

時間、道具、仲間…

あまり深く考えないようにしましょう。
☆ひざ痛が治った。
子育てが終わって、中年になって、ひざやら腰
やらが痛くなった時に、マイペースで動ける、智

光山の壁打ちテニスを始めた。するとテニスコー
トにいる人たちに、人数が足りないから入ってな
んて、誘われるようになったのが、私のシニアテ
ニスのスタートでした。そうこうしているうちに、
ひざ痛も腰痛も忘れていました。
６０歳でパートも定年になって、毎朝テニスコ
ートに通う日々が始まりました。誘われるままに
３つぐらいのグループに所属していたが、なにせ
５０歳過ぎて始めたものだから、仲間にレッスン
を受けるよう勧められて、現在はレッスンを含め
て、ほとんど毎日智光山に通っています。

独断と偏見による
シニアテニスの効能.

テニスとスキーの共通点
●重心の移動がポイントです

●仲間ができる
●カラフルなウェアで、気が若くなる
●得点のカウントで頭を使う
●ストレスの発散ができる？！

.毎日のテニスが冬場のスキーに生かされます
●簡単でないところが面白い
●年齢に応じた楽しみ方ができる
●道具が進歩したので、若い頃より上手く感じる？
なったと
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スキーおばさん ことはじめ
スキーも８年前、５０歳半ば過ぎて、孫家族と出かけてからである。学生以来ということで、夫はスキ
ー教室から始めた。孫と滑りたさで夫が動くようになってから、シーズンに 2,3 回行けるようになった。
スキーブームも去って広々としたゲレンデはシニアにはうってつけ。定年後は３泊ぐらいで温泉や食事
を楽しみながら滑っている。温泉と地元料理が楽しめる日本のスキー場、外国人にも楽しんでもらいた
いが、日本人がもっと味わってほしい JAPAN だ。
志賀高原
横手山山頂 日本一標高の
高いパン屋さん

苗場スキー場頂上

清里サンメドウスキー場
八ヶ岳赤岳の雄姿

田代スキー場
上越の山々

丸沼高原スキー場
日光白根山
足湯に入ろうと思ったら

独断と偏見による
シニアスキーを楽しむポイント

蔵王の樹氷

蔵王の夕食

志賀高原のシンボル
笠ケ岳

軽井沢スノーパーク
浅間山

景色が最高のごちそう！
どこのスキー場でもたいてい頂上に行くと、と

●平日に行こう
●温泉のあるところを選ぶ
●格好よく滑ろうと思わない
●スノーシューなどの雪遊びもやってみる
●前傾姿勢なので、腰が曲がってもできる

っておきの景色が用意されている。設計者も考
えたものだと思うが、冬山は無理だとあきらめ
ている私には、間近に見る雪山の雄大な景色は
最高のプレゼントだ。日本に生れて良かったと
思う瞬間である。
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すばらしきランニングライフ

神庭 善郎

軽い気持ちで走り出しましょう
ランニング、と聞くと「えーっ、疲れる」「大変そう」としりごみされ
る方もいらっしゃると思いますが、
「これほど手軽で体によい運動はない」
です。軽装になって、自宅前の道路から走ってみませんか。軽く汗ばむの
は、いい感じに体が健康に向かっているという証拠です。

どこを走る！？
自宅前から走り出すとしても、やはり気持ちよく走れる自分にぴった
りの場所、マイコースがあったらモチベーションもあがります。
近くにそんな、マイコースをさがしましょう。

狭山でお勧めのランニングコース
①川越狭山サイクリングロード
夕陽のサイクリングロード

入間川沿いに整備された全長 22.8 ㎞の気持ちのよいコースです。休
日には多くのランナー、ウォーカーでにぎわいます。上流に向かって走
ると晴れた日には、雄大で美しい富士山、御岳・大岳などが望めます。
②稲荷山公園
12 月には「クロスカントリーin 狭山」という大会が開かれます。
アスファルトのロードもありますが、何と言っても起伏に富んだ芝の
上を走るのは気持ちいいし、足関節に優しいのです。
※これはほんの一例。狭山には楽しいランニングコースがたくさんあ

稲荷山公園お花見ラン

ります。是非、すばらしいマイコースを発掘してください。

何を着る

何を履く！？

手軽といっても、ランニングに向く服装とそうでない服装があります。
走り始めてそんなことが気になってきたら、スポーツ店に行ってみまし
ょう。はなやかなランニングウエアがたくさんならんでいます。
ランニングは基本的に汗をかくスポーツです。ですから素材としては、
汗を吸って重くなる綿よりもポリエステル 100％がお勧めです。最近で
はユニ○□とかイ○ンでも手軽に手に入りますし、川越・所沢にはトキワ
スポーツやＢ＆Ｄという専門店があります。カッコいいウエアに身をつつ
むと「よし走るぞ」という気持ちになりますよ。
何を着る…よりも重要なのは何を履くかです。靴はランナーの命、少し
長い距離を走れるようになったら、是非自分の足にあった靴を買いに行き
ましょう。つま先にゆとりがあり、走っていて中で足が動いてしまわない
微妙なフィッティングがベストです。

雨の日はどうする？ 智光山総合体育館コース
基本的には、休んでいただきたいのですが、どうしても走りたいという方にはお勧めの場所があ
ります。智光山総合体育館、アリーナのスタンド沿いに 200ｍのコースが完備されています。
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私のランニングライフ
神庭善郎

私がランニングを始めたのはやむにやまれぬ事情からです。
５０歳を前にした人間ドックの結果が、高血圧・高脂血症・
肝機能障害・尿酸過多・加齢黄斑変成の疑い、そして極めつけ
は糖尿病境界型でした。
ドックが終わって案の定、残されて生活指導を受けるはめに。
「最も警戒すべきは糖尿病」
「卵はダメ、肉はダメ…たんぱく質をとるなら魚から…」
「適度な運動が必要」等々、厳しい医師の言葉。
「黄斑変成の原因もこれ、視力を失いたくなかったら運動し
なさい」となれば、もう他に選択肢はありません。
仕方なしに、次の日からヨタヨタと走り始めました。
走り始めると生活は一変したのです。
教員時代は持ち帰り仕事も多く、大きな荷物を抱えて通勤し

写真は昨年の富士登山競走会場で
市民ランナーの星 谷川真理さんと

ていましたが、ランニングで通うようになると荷物はデイパッ

クひとつ。最小限にしなくてはなりません。その結果、仕事のスタイルまでも変わりました。
今日の仕事は今日で終わり！

ダラダラと続けない！

集中して取り組むと無理だと思うことも

できてしまうから不思議です。ドッと汗を出すことでストレスが解消でき、気分もスッキリします。
これは、ストレスの多い仕事を乗り切る大きな力になりました。
続けることで生活も体型もスリムになり、当初の目標だった血糖値も嘘のように改善しました。
更にレースに参加するようになると、自己ベスト更新するなどランニング自体の楽しみが広がりま
した。こうして、ランニングは私の人生に欠くことができないものになったのです。

憧れのランナー

知る人ぞ知る笹井の今坂柳二さん 8３歳。昨年の東京マラソンではテレビの
取材を受け、見事完走。この記録はこの年の年代 100 傑の全国 3 位でした。
今坂さんは、サロマ湖、秋田内陸などの１００キロマラソン、萩往還 250 ㎞
など凄まじいウルトラマラソンを数々走破されています。若いころから鍛えに
鍛えたのではと思いきや、ランニングを始めたのが 50 代後半とのことです。
今坂さんのすごさはそれだけではありません。３反のサトイモと自給野菜を
作る農家、俳句の会を主宰、民話執筆、郷土史研究と多くの顔を持っています。

意気盛んな、今坂さん

「あんなふうに元気に走りたい」今坂さんは多くのランナーの憧れなのです。

仲間と走ろう！
ランニングは 1 人でやるものと思っている方、仲間と走るとけっこう楽しいものです。
狭山には、色々な走る仲間の集いがあります。いくつか紹介します。
①狭山楽走会 （代表 大前厳さん 連絡先２９５８－１９３２）
第２第４日曜日の練習会には、シニアランナーから３時間を切る本格的ランナーまでが参加。
６:３０昭代橋下の公園に集合し、川越方面に片道８キロのコースを走り出します。
②入曽ランニングクラブ 略称ＩＲＣ（監督 安蔵邦彦さん）
週末の午前中、稲荷山公園を楽しく走る姿があればそれはＩＲＣかもしれません。どちらかとい
うと現役世代の若い方が多いクラブということです。
※３人寄ればランニングクラブ、友だちと「走友会」を作ってしまう手もありますよ！
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生涯スポーツ ソフトボール

高橋 茂夫

生涯スポーツ（英語: lifelong sport）とは、その生涯を通じて、健康の保持・増進やレ
クリエーションを目的に「だれもが、いつでも、どこでも気軽に参加できる」スポーツを
いう。
7３歳、スポーツ大好きな私は、若い時からソフトテニス、野球、バレーボール、テニス、ソフト
ボール、ゴルフ等数々のプレーを実施してきました。今は、５０年続いているソフトボールを中心
に、チームメイトとプレーを楽しんでいます。
ソフトボール歴５０年
なぜこんなに長く、ソフトボールができているのだろうか
１ 絆

投手の私を楽しい仲間が、サポートしてくれる。

２ 健康

プレーをしたいため、人一倍健康に心がけている。

２ 闘争心

頑張っている年配選手の年齢まで、プレーする。

３ 目標

大会に出場する（チーム内及び選手の年齢に合った大会）
大会名 壮年（４０歳以上）、実年（５０歳以上）、シニヤ（６０歳以上）
ハイシニヤ（６５歳以上）スーパーシニア（７０歳以上）、
※不思議に私の年齢が上がると、それに合った大会が、新設されていった。

球
音
は
永
遠
の
若
さ
の
媚
薬

合言葉

１日でも長くプレー

チームそして選手は、心身の健康を図りながら
次ぎの７５歳、８０歳の大会目指します。

－１6－

さやま de シニアライフ 番外編

キーワードはアンチエイジング

神庭 善郎

人は、いつまでも健康に過ごしたいと願う。しかし、年を重ねるごとに体に色々な不具合を
抱えていくのは避けられない。例えば、糖尿病。様々な合併症を引き起こし緩慢な死に至る。
糖尿病が原因の障害では、網膜の毛細血管がダメージを受けると、症状が進めば失明する。
同様に体のいろいろな部分の血管が侵される。末端の血管障害により手足切断、腎臓にダメー
ジがおよべば透析治療が必要な体になってしまう。
そうならないための、アンチエイジング生活とは…
①低カロリー低コレステロールに食事の内容を徹底に変えること。
②適度の運動を持続的に行うこと。

アンチエイジング生活とは
ここで紹介した「スローウォーキング」
「テニス・スキー」
「ランニング」
「ソフトボール」どれも
老化を防ぎ、生活習慣病を予防する有効な手段。それらの運動を続ける生活こそ、アンチエイジング！

・運動によるカロリー消費

すべての生活習慣病の原因…スポーツでそれを防ぐ。

・運動で体が変わる 運動をすることによって、その運動をしやすい体に変化する。例え
ば、持久的な運動をすると心肺機能が向上する。それは肺胞の毛細血管が増え、ガス
交換の効率が上がることでより多くの酸素を運ぶことが出来る体になるからだ。
筋肉にも同じことが言える。ランニングを例にすると、長距離を走って体を痛めつ
けることにより、筋肉痛や関節にダメージを受ける。ダメージは運動が過酷なほど大
きい。それが回復すると、体は次回の同程度の運動負荷に耐えるために体の筋肉を増
強するのである。ダメージが大きければ大きいほどそれに強い体に回復するというこ
とになる。これを「超回復」という。

続けるために

スポーツが体にいいことは誰でもわかっているが、難しいのは続けること。
そこで、続けるための秘訣４か条は下記。

① 生活時間帯に位置づける。習慣化する秘訣はこれ。「朝起きて○○したら必ず」というようにやる時
間を決めて実行。テニスやソフトなど相手のあるスポーツでも、素振りなどのトレーニングは可能。
基礎体力作りとしての筋トレやストレッチングでも OK。
②記録する。毎日のトレーニングを記録すると「やらなくては」と思うようになってくる。
③大会やレースに出る。節目として大会やレースにエントリーする。目標を持ってトレーニングするこ
とができる。その結果から進歩が確認でき次への意欲が生まれる。
④仲間を作る。テニスやソフトなどのチームスポーツではあたり前だが、ランニングやウォーキングで
も、励ましあってのトレーニングとか情報交換とかがやる気につながる。

ミニ知識

覚えておきたいカロリー計算式（ウォーキング･ランニングに換算すると）
１km を歩くと体重の半分のカロリーを消費する。ランニングではその倍のカロリーを消
費する。例えば、体重７０kg の人が４㎞歩くとすると…
ウォーキング

７０kg×４㎞÷２＝１４０kcal （アンパン小１個 130kcal）

ランニング

７０kg×４km＝２８０kcal
（月間ランナーズ２月号
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（ざるそば１枚 300kcal）

別冊ランニング便利帳より）

2014.03.01 アルフォンス・デーケン先生の講演から

ユーモアは長寿社会の妙薬
狭山市市民交流センターでおこなわれた、ＳＳＣＣを運営しているＮＰＯ
法人 狭山市の高齢社会を考える会主催「高齢社会を考える集い」の基調講
演は上智大学名誉教授Ａ．デーケン先生のお話。先生は「死の哲学」の権威。
「死」はまだまだタブーであった日本で 1970 年代から、
「死への準備教育」
の普及に尽力。1991 年、日本に初めて「死生学」という概念を定着させた
という理由で菊池寛賞を受賞。世界各国でその業績が評価されている。
「死」というと誰もが避けて通りたい話題だが、
「死」について考えること
は、自分の限られている時間を認識し「今という時間を大切に、精一杯生き
る」ことにつながる。その深遠なるテーマを、今講演でも日本語を駆使して
会場をユーモアと笑いで包みながら、私たちに分かりやすく伝えてくださっ
た。
９０分の講演には「よりよく生きるヒント」が盛りだくさんだったが、そ
の全てを正確にここに紹介するのはとても困難なので、先生の著作、講演の
ＣＤは図書館にあるので、ぜひそちらを参考にしていただきたい。

最後まで生きがいのある人生のためのヒント
Ａ．発想の転換～内面への道
若い時は実績が必要だが、シニアになったら、何を「持つか」よりも、いかに
「あるか」を考える。
「今、あること」は贈り物と感謝する
（present=存在＝贈り物）
Ｂ．思い煩いからの解放
「晴れてもアーメン、雨でもハレルヤ」
（朝ドラの歌みたい？）
どうにもならないことを考えるより前向きな発想をする
Ｃ．潜在能力を開発（普通の人は持っている能力の５％ぐらいしか使っていない）
■自分自身の課題に挑戦
■ボランティア活動をしている人の方が長生きする
■エンディングノートの空白のページを毎日書いていた患者がホスピスを退院
Ｄ．ユーモアに満ちた人間関係を築く
■ユーモアは相手を思いやる気持ちが原点＝人を傷つけない
■ユーモアは「にもかかわらず」笑うこと
■笑いは免疫力を高め、健康に良い
■笑顔は welcome の世界の言語
■自己風刺のユーモアの大切さ＝自分の失敗を笑い飛ばせると楽になる
■ジョークは言葉の技術＝人を傷つけることがある

準備は OK?
『第三の人生』
（定年後の人生）への６つの課題
① 手放すこころ～執着を断つ
② ゆるしと和解～こころのケアの大切さ
③ 感謝の表明
④ さよならを告げる
⑤ 遺言状の作成
⑥ 自分なりの葬儀方法を考え、周囲に伝えておく．
（講演メモから抜粋

磯部典子）
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1932年ドイツ生まれ
第二次世界大戦中、反ナ
チドイツ人家庭に育つ
ナチエリート校を辞退
1952年イエズス会入会
1959年来日
栄光学園
上智大学に在学
1965年司祭を叙階
1973年Ph.D.取得
以後30年にわたり、上智
大学で教鞭をとる
現在、上智大学名誉教授
人生は旅、１２ヶ国で学ん
だ国際人、最後は日本人を
自認
日本に来た理由は、12歳
の時、長崎26聖人殉教者
の伝記の中の12歳の、ル
ドヴィコ・茨木少年の言動
に感動。高校生の時に読ん
だフランシスコ・ザビエル
の日記を読んで、ますます
日本に興味を持った。
400年以上前の出来事が
人生を決定づける不思議。
カイロス＝決定的な時間
を確信

あとがきによせて
ゆりあげ

2 月の半ば過ぎ、東日本大震災の被災地、名取市の閖上地区

閖上地区を訪ねて
中島

松雄

を訪れた。3 年前の 3 月１１日、津波で破壊された町の瓦礫は
総て片づけられ、建物の土台が残るだけで街並みは消え、見渡
す限り何もない広々とした風景はショックであった。被災地の
復興なくして日本の再生なしと云われる。此の風景を見る限り
気の遠くなる思いであった。被災者の方々は人生の激変から立
ち直り、故郷の復活は至上命題である。更に放射能被害で避難
されている方々も多い。故郷へ帰れない人、帰らない人も多数
居られる。
SSCC 等で学べる私たちの幸運を思う。幸いにも生かされて
居る事の有難さにも気が付く。しかしながら、災害は予測出来

慰霊碑と観音像
大津波の高さに観音像が設
置されている

ないが、災害が起きない保証はどこにも無い。日頃から可能な
限りの準備、対策が必要であろう。

ジャーナル学科の一年を終えて

平田

一郎

春は名のみの風の寒さや♪……「早春賦」を耳にする頃から、多くの学生たちが別れの季節を迎えます。
ＳＳＣＣも例外ではありません。喜びと哀しみが、ごっちゃになった春がまたやってきました。入ったば
かりみたいな気分でいるのに、一年なんてすぐたってしまいます。
新聞社の見学に行ったこと、体育祭で夢中になってオレンジ団扇を振って応援したこと、文化祭の展示
品つくりに悪戦苦闘したことが昨日のことみたいに思われる、矢のように速く過ぎた日々でした。
上場会社の役員や、教職にあった先生、ジャーナリストや技師、主婦も加えて多士済済、それぞれの体
験談など聞くとビックリの連続です。でも、この学科で学んだこと、知り得たことを生かして、地域ジャ
ーナリストの卵として、少しでも社会貢献が出来るよう努力しようと、やる気満々の学友たちです。
最後になりましたが、講師をはじめとするスタッフのみなさんに「お世話になりました。すごい勉強を
有難うございました！」と、お礼申し上げて冊子を閉じます。

編集後記
この終了制作グループ 4 班のメンバーは、ジャーナル学科生 20 人の中からくじ引きで決まりました。
どんな終了冊子にしようか相談しましたが、1 年間の学習の成果として、それぞれの思いを表現する場に
したいと考えました。毎週月曜日の午後、げんきプラザに通い、その他の曜日も趣味やボランティア活動
に大忙しの毎日をおくっている元気なシニアのお手本のような人たちです。この冊子が、読んでくださっ
た方々の共感をいただき、元気になっていただけたら目的達成と考えています。
冊子完成までご指導、お手伝いいただいた先生、スタッフの皆様に感謝申し上げます。
（磯部典子）
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稲荷山公園

さやま de くらす

発

行

発

特集 シニアの“今でしょ”

日：平成２６年３月２０日
行：狭山シニア・コミュニティ・カレッジ（ＳＳＣＣ）
ジャーナル学科１１期生４班

編

集：平田一郎・中島松雄・高橋茂夫・磯部典子・神庭善郎

指 導 講

師：澤野久美子

ＳＳＣＣ事務局：〒350-1380 埼玉県狭山市入間川 1-23-5
狭山市教育委員会生涯学習部社会教育課内
電話 04（2953）1111（内線 5673）

