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私の履歴書           大田公威 

【 序 】 

あと数ヶ月で傘寿、というところまで

きた。両親が他界したのは共に 88 歳、こ

こまで来ると楽観的な大ジジイもさすが

に思うことがある。Ending Note なども

作り始めた。 

で、真っ先に書くべきは両親のことだ

ろうかと愚考するが、たび重なる引っ越

しに加えて、母は思い切りのいい人だっ

たので記録はほとんど処分されており、

数冊のアルバムの他は、昔を偲ぶ縁がな

い。今こうして生涯を概観するようなも

のを書いてみようかと思うのは、二人の

子供と三人の孫たちに、父（or 祖父）がどんな人生を送ったのか、ということを残して

やれたら…、と思うからである。世間はどこも同じだろうとも思うが、おんな親と子供

たちとの関係は、父親とのそれとは比較にならないほど重い。すなわち、母親の場合は、

あえて記録する必要などない、というのが私の持論である。 

バカなダラダラ書きはここまで、多少の注釈を記してから。本文に移る。 

※頻出する“バカ”は敬語、“大ジジイ”は筆者の謙譲語、“ご老女さま”は family を

支配しておられる偉い人、頻出する“ウッセー、ルセー、バーロ”などは、尊敬す

る椎名誠センセー作品（ワシらは怪しい探検隊）からの無断引用。 

以上、誤解なきようお願いします。 

 

【 四住期 】 

マヌの法典には“四住期”という概念が示されている。これは人生を概ね 20 年ごとに

分け、各時期になすべきことを示したものである。ほどなく傘寿を迎える大ジジイにと

っても、人生を総括するうえで有用な手法である。大ジジイの場合を、これに従って 

記述してみる。 

最初に四住期の概要を示す。 

学生期： 8～25 歳： 生きるための術を学ぶ。 

家住期： 25～50 歳： 結婚して家庭を築き、一家を支える。 

林住期： 50～75 歳： 定年後、人生の収穫期・黄金期。 

遊行期： 75 歳～ ： 居住地を捨て乞食へ。この世に対する

執念を絶ち死地や悟りを求める。 

以下に、大ジジイの四住期について、多少のことを示す。 

神仏への祈りを欠かさない敬虔な大ジジイ 
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【学生期（８～25 歳）】 

小学校から大学院まで多くの師に恵まれたが、本質的には“文科系人間”だろう大ジ

ジイが“理科系”の道を歩むことになったのは、この時期に理科系の先生方の薫陶を受

けたことが大きい。反省すべきことがあるとすれば、学問の本質は雑学の集大成ではな

い、ということだろうか。 

小学校４～６年生時代の担任は垣坂先生、先生が当直で学校にお泊りになる夜は、よ

く押しかけて当直室に泊めていただいたものである。 

中高時代は広島市の外れの修道学園。最初はおとなしくバス通学だったが、そのうち

自転車通学に切り替えた。バスに乗っている時間が長すぎたからである。それでも片道

40分、始業時間に間に合ったことは殆どない。中高時代、一日も学校を欠席したことは

なかったが、卒業のとき皆勤賞はもらえなかった。残念！ 遅刻が多すぎた。 思い出す

皆勤賞。三井化学を辞するとき、人事の方から「お前は、一度も年休を取らなかった年

が何年もあるな…」、と感心されたことがある。 

 

【家住期（25～50 歳）】 

院を卒業して東洋高圧社に入社したのは 24歳のとき。社員寮に入れてもらい、大船駅

に近い研究所までを歩いて通勤した。26歳で結婚して、今も東海道線から見える高台に

あるアパートに入れてもらった。 

今も台所の柱にあって時を告げている柱時計は、研究室の上司だった黒川さんから、

結婚の祝いにいただいたものである。時計が時を告げる音を聞くたびに往時のことを思

い出す。 

二人の子供に恵まれた。特筆すべきは、子供たちをアメリカの大学に送ったこと。 

娘はスペイン語が堪能で、今はシンガポールで暮らしている。娘はアメリカ東部の学

校でスペイン語を学んだ。ちょうど湾岸戦争のときと重なり、学校の研修でスペインに

行くことはできなかったが、代わりにメキシコで語学を研修した。無論スペイン語はペ

ラペラ、帰国後はその特技を生かして活躍していたが、今はシンガポールに住んでいる。

その娘（私たちの孫娘）は、現在はロンドンの大学（UCL：University College of London）

で学んでいる。 

息子は大学院まで進み MBA（経営学修士号）をとってきた。アメリカや日本の会社を

渡り歩いているが、その生きざまは殆どアメリカ人。今は日本の商社に勤務している。 

余計なこと書くと、姪の一人はフィラデルフィアのカーチィス音楽院で弦（violin）を

学び、別の姪はフランス語がペラペラ、さらに Dr.資格をもつ姪はセントルイスで暮らし

ている。 

さらに余計なことを書くと、タイに籠っていたとき、ご老女さまとワル子供たちが 
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グルになって言ったことがある。「お父さんは、チェンマイから一人で日本へ帰ることが

できるだろうか」。こういうのを「ウッセー！」とか「ルセー！」とか言うんですよネェ。 

で、満を持してご老女さまのご登場である。学校では仏語を専攻したと聞くが、“ジュ

テーム”以外のセリフを聞いたことはない。ところが所のジョージさん、ネパール時代

にはガードマン、ドライバー、お手伝いさんなどをアゴでこき使い、語学でお世話に 

なったネパール先生とはネパ語で対等に遣り合う。さらに恐ろしかったのは、トリブバ

ン大学の美術のマナンダール教授を日本に招聘し講演会、しかもその通訳をやるという

荒業…、大ジジイの出る幕はなかったトです。 

子供たちをアメリカの学校に送ったので、そこにも何度か一人で行っている。中でも

恐ろしかったのは、一人でオヘア空港に行きシンガポールとボストンから呼び寄せた子

供たちと合流…、ヤーほんとうに恐ろしかったです。 

（すいません。このあたり、チョット林住期の出来事ロジーが混ざっています）。 

…「で、お前の方はドーなっとるんじゃ？」 

「分かりました、大ジジイのことをお話ししましょうか」。 

 

※本当は、ここに 30 年もお世話になった三井化学のことを書くべきなのだろうが、

私は自己紹介で職歴や役職のことを延々と綴るなどは「自己紹介ではない」という

考えをもっているので、敢えて省略した。 

 

【林住期（50～75 歳）】《前期》 

仕事が一段落して子供たちも目鼻がついたら海外に出よう、というのが若い時からの

計画であった。追記すると、「海外で遊んでみようか」、というようなウジャケタもので

はない。海外に拠点を作り夫婦で長期滞在、という計画である。 

それを実行に移すために、50 代なかばでの定年退職、JICA シニアボランティアへと

いう賭けに出た。それについては内外から色々なご意見や忠告をいただいたが、天の加

護もあって合格することができた。あとで聞いたところではかなりの競争率だった由、 

間違いというものはあるんですねェ。 

話しが前後するが、三井化学に退職願を出したのが 2004.2.16 の誕生日ちかく。 

「ダメだ、事務処理が間に合わん、もう２週間ほど待て…」。語学研修などの慌ただしい

日々が過ぎ、退職 1.5 ヶ月後にはご老女さまと二人、ネパールのカトマンドゥ空港に 

降り立ったのである。 

「なぜカトマンズと書かないのか？」 

「最近の国民放送が、キエフをキーウとか言っているのと同じことです」。 

「言葉はドーなんじゃ、言葉のほうは？」 

「大ジジイは日本人です、広辞苑も持っております」。 

小うるさい質問は措いて、先に行きましょうか。 
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なぜネパールを選んだか？ 父はすでに他界しており、残していく母も高齢である。有

事の際は赴任先からその日のうちに帰国が可能なこと、ヒマール（雪山）があること、

釈迦誕生の地が近いことなど 100 を超える理由がある。最初は、南太平洋の小島などと

も考えていたのであるが、ある人から言われた。 

「そんなところに行ってドーするんだ？ 海岸にマットを敷いて、朝から晩まで海を見て

いるんだゾー」。その一言で目が覚めた、ヤッパ文化だ！ 

ネパールは、インド文化圏・中国文化圏と境を接しており、多彩な文化があるはず。

たしかに、川口慧海や S.ヘディンの大旅行記には、以前から大ジジイの興味を引き付け

るものがあった。そして見果てぬヒマールの峰々、エベレスト、アンナプルナなどの世

界の屋根…。その他 100の理由は省略。ここまで来れば「ネパールしかないジャン」、と

いうことである。 

ネパールでは、と言うよりこんな高齢になって、初めて世間というものが分かったこ

とがネパールで学んだ最大の成果であった。が、それがどういうものなのは敢えて書か

ない、色いろなご意見があるだろうから…。 

「それだけかァ？」 

「カトマンドゥでは王立医薬品研究所というところに放り込まれ、研究室を 

一つ作ってきました」。 

カトマンドゥでは、ラリトプール-ハイト（※ラリト町＋高台ほどの意味か…）にある

モハンさんの借家に、前任者から引き継いだガードマン、車付きドライバー、ディディ

（お手伝いさん）などと一緒に暮らした。ネパールは貧しい国で、あまり職もない。 

できるだけ現地の人を雇ってやってくれ、という JICA の方針に従ったのである。 

私たちは５人で食卓を囲み、ゴロゴロしながら TV を見ながら暮らしたが、私たちと

同じような状況でネパールに滞在していた多くの日本人たちは違っていた。彼らは自ら

を殿様の座に置き、現地の人たちを賤民と位置付けて暮らしていた。青年海外協力隊に

所属するガキどもは、私たちが現地の人たちと同じ食卓を囲むのを見て、「勿体ない！ あ

んなのに食べさせるものがあれば捨てたほうがいい…」。上記した「世間というものが分

かった」、というのは例えば、こういうことである。 

カトマンドゥでは、北に雪を戴いた霊峰ドルジェラクパランタン-ヒマール（ランタン

山系）を仰ぎ見て暮らした。私は全くダメだったが、ご老女さまは近所の子供たちとよ

く遊んでやったので彼らも懐き、ずいぶん楽しかったようである。 

私は現地の小学校で理科の教師を命じられた。現地で暮らす日本人の子供たちが日本

語を忘れないように」、との趣旨で開設されている日本人の小学生を対象とした学校であ

る。飾り物ではあるが、一応校長先生というものも置かれている。ネパールに赴任した

ときは、ドクターが校長先生を務めておられた。ところが、その先生が帰国か何か、校

長を続けておられない事情が惹起した。 

で、学校の管理組織から呼び出され「理科教師だけでなく“ついでに校長”もやれ」、

と命じられた。「とんでもない！」「ダメ！ 校長もやれ」「ご老女さまに訊いてみますゥ」。 
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「ご老女さま、校長なんてダメですよネェ」「やってみたら…」というようなことがあり、

“ついでに校長”を拝命したということである。理科の教師など、こう言ってはナンだ

が、実験と称して子供たちと一緒にスライムを作ったり PH 試験紙で遊んだりしていた

のである。 

ところが“ついでに校長”を拝命したとなると、そうはいかない。何かの時には、前

に出て喋らなくてはならない…。そんなことが大ジジイにできるかァ？ でも、そうやっ

て二年ちかくを過ごしたんですネー。しかし“ついでに校長”をやらされたこともあっ

て、補習授業校の子供たちもよく遊びに来てくれ、それなりに充実というより、生涯で

一番充実した日々でした…。ときの在ネパール大使柳瀬友彦氏（1997-99）ともお会いし

て、並んで写真を撮らせていただくという光栄にも浴した。 

が、ご老女さまには到底及ばない。なにしろ叙勲のために来ネパされた橋本龍太郎氏

との晩餐会で、二人で写真に収まるという離れ業を演じてもおられます。 

 で、一番ズキンとくる質問。 

「ずいぶん活躍したヨーじゃが、何語で話したんじゃ、何語で？」 

「大ジジイは日本人です…」。 

何しろ、ご老女さまと一緒にネパ語を教えていただいたネパール先生からは、「Mr.大田

はモーいい。お前はネパ語ではなく英語でやればいい」、と言って追い出されたという辛

い思い出もある。が、ナラヤンの運転する車に、先生とご老女さまと私が乗ってビラト

ナガルという町に一泊して、ネパールの東端のイラム（先生の故郷。インドのダージリ

ンにほど近い、お茶の名産地）まで行った忘れられない思い出もある。 

このダラダラ書きの【林住期】《前期》もソロソロおしまい。 

フェリ ベトン ラ（ネパ語＝またね）。 

 

【 林住期（50～75 歳） 】《ネパール～タイの中間期》 

この時期は、直ちに就職先を探さなければならない、というところから start した。ふ

つうの人なら可成り落ち込む状況かもしれないが、わたしは三井を辞するとき、こんな

ことも起きるだろうと考えていたので、それほどのショックも受けなかった。と、言い

つつも職探しを始めた。 

就職先を探す日々、世間の人と同じように net を検索し職安に通い、情報誌なども見

た。三井化学を去り、外の世界の空気を吸った数年で人生観が完全に変わった。これは

私にとっては非常に有難いことで大感謝である。 

しかし後から考えると、ネパールでの二年半は、来るべき海外暮らしの予行演習のよ

うなものだった。三井化学にしがみつていたら到底できなかっただろう、多くの勉強を

した。『世間というものが分かった』ということである。 

ネパールから帰国してから母を見送ったが、両親はともに 88 歳で旅立った。まもなく
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傘寿を迎える私が、「残された時間はあと十年」、と言うのは両親のことを思うからであ

る。 

職探しの話しに戻る。最初に拾ってもらったのが SNK 社、東京に本社を置くバイオ関

連企業である。仕事のことは措く。社長室のすぐ隣に席をもらって色々のことを学んだ。 

その第一はワンマン経営ということ。それからバカでもチョンでも博士号をもってい

ないと人として認められない、ということ。二年の契約期間が終わると同時に職を辞し、

懐かしい職探しの日々に戻った。 

そうしたある日、突然電話が鳴った、MBK 社からであった。「…お前、いま遊んでい

るだろう。ちょっと大手町に出てこい、パスポートを持って…」。ヤー、旧財閥系グルー

プ間に張られた情報網には驚かされた。付記すれば私の職探しリストには、そんな大企

業は入っていないし、対象として考えたこともない。とにかく身なりを整えて MBK に出

頭した。 

で、担当者から一方的に言われたことは二言三言。「健康に問題はないな。これがパス

ポートだな、ウン。すぐにミシガンに行ってくれ」「わたし英語はイマイチで…」「そん

なことは訊いとラン！」、でチョン。ウンもスンもなくミシガン行きの切符を渡された。 

ここで、また毛色の変わったことを。とにかく、この時の二社には感謝している。非

常に多くのことを学ばせていただいた。と同時に、自分の生き方に自信がつき、強い調

子で自己主張をするようにもなった。『男子、三日会わざれば刮目して見よ』、とはよく

聞く諫言だが、それを理解していないのが多い。たぶん扱いやすかった学生時代や会社

時代の私のイメージを変えようとしないのが多い。それで、最近は今まで漫然と続けて

きた友人関係を見直し、整理するようになった。何を言っても、レポートやブログにど

んなに書いてみても、絶対に態度を変えない連中を連絡先や友人リストから削除するこ

とに決めた。あと数ヶ月で傘寿を迎えるとなれば、残された時間は自ずと限られる。そ

んな貴重な時間をバカの相手をして過ごすわけにはいかない、ということである。現在

アドレス帳にあるのは十数名。これを積極的に増やす気はない。原則は、「去る者は追わ

ず、来る者は拒まず」である。 

 

【林住期（50～75 歳）】《後期》 

話しを戻す。その後に続くタイで過ごした 18 年が本当の意味での林住期である。 

両親は見送った、子供たちも目鼻がついた。となって、いよいよ本格的な海外暮らし

を考え始めた。JICA のボランティアだとか諸国巡りの短期旅行というようなウジャケた

ものではない。 

三井時代の終わりころから考え、思いを巡らせていた海外暮らしを実行すべき時が来

た、ということである。あれこれ調べているうちに浮上したのが、日本人のバカが多く

住むというタイの古都チェンマイ。 
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女狂いのバカでも暮らせるというならヒョイと行ってもいいのだが、長丁場になるこ

とが分かっていたので、年間で一番暑いとされるタイの四月の一ヶ月をチェンマイで 

体験してみた。その結果、これなら OK という感触を得たのでタイ行きを決行したのが

2004 年。以後 18 年間をチェンマイで逼塞することになった。その全期間を過ごしたの

が、町はずれのバスターミナルにほど近い Silver Sand House （＝銀砂館）という貧民

窟。安宿ということで、日本のバカジジイのほぼ全てのタイプが揃っていた。すなわち、

離婚ジジイ、サギ・ユスリ・タカリ屋などに加え、定番の女狂いやただ飯食い屋など。

バカどもに共通しているのは、語学が全くできないこと。要するに日本人を騙して生活

するより手段がない、という連中である。気の滅入る話は措いて…。 

話しが前後するが、ネパールでの勤務を終えたとき、これからさき本当に自由になっ

たとき、何をして過ごそうかと真剣に考えた。結果、追及するテーマを次記二つほどに

絞った。 

 

 （１）仏教 

ネパール時代は溢れるばかりのヒンドゥ寺院に囲まれて暮らした。道の曲がり角

には必ず祠があり、線香が絶えない。大小の仏塔の数々、なびく祈祷旗、祈りの声、

川辺に設けられた火葬場…、そんなものを見るにつけ、いつの日にか仏教について調

べたいと思うようになった。因みにヒンドゥ教は、その期限が分からないほどに古い

（前 10～15 世紀とする説も）。根本経典などはなく大叙事詩ラ－マーヤナやマハーバ

ーラタ（※ラーマ王子の物語、偉大なバーラタ族の物語）などに準拠。因みに釈迦誕

生は BC.543 年、仏教はヒンドゥ教から派生したとされる。そして宗教というテーマ

は最晩年に差しかかった大ジジイには馴染みやすい、というようなこともある。 

ここでチョット無駄書き…。チェンマイのワル住職の方へ移動する。但し、ここで

ワル住職というのは、日本の金権坊主などとは全く違う。はじめにそのあたりを軽く

説明しておく。 

先ずは寺の朝、タイの坊主は早朝４～５時ころには起きる、むろん住職だけではな

い。小坊主なども、みな同じ。起きると水垢離、お参り、それから裸足での托鉢へと

続く。寺に戻ってくるのは９時ころで朝食はそれから。原則として、坊主は二食であ

る。住職の場合は喜捨も多いので、荷車を引いた寺男が付いていくこともある。だか

ら早く参拝すると、「住職はまだ帰っておられない、暫く待ってろ」などと言われるこ

ともある。そんなときは坊主の通用口から本堂に潜り込み、壁画を見たりして時間を

潰す。 

対して日本の坊主はどうか。「托鉢ナシの肉食妻帯…、何だそりゃァ？」。ベンツに

乗って檀家巡りをするのは年に二三度。そんなのは托鉢じゃなく集金ドライブである。

釈迦が駕籠に乗って托鉢されたか？ 釈迦が戒名とかをつけては、戒名授与の代償と

して 100 万円を脅しとられたか？ 坊主は結婚して“肉の快楽”を求めよ、と教えられ
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たか？ 因みに“肉食妻帯坊主”をnetで検索すると、溢れる情報が出てくるので面白い。

倭国の金権坊主の閑話はここまで。タイの坊主と仏教の話しへ戻る。 

大ジジイクラスになるとチェンマイ貧民窟周辺の何軒かの寺の住職とは親しかっ

た。一番近かったのは貧民宿から歩いて十数分、バスターミナルの隣のクーカム寺。

寺名は“仏塔＋金”を意味する。要するに金色に塗られた古い仏塔がある、というだけ

の田舎寺である。この寺とは、チェンマイに居座ってからの付き合いなので 20 年ち

かく通った寺ということである。タイの坊主は、日本の肉食妻帯坊主とは違って結婚

しないので、バカの息子が寺を継ぐ、ということはない。住職は試験を受けて段階を

登って行き、到達するものである。つまり、住職クラスになると大ジジイなどとは英

語で話すことができるのである。話を戻すと、クーカム寺の住職は大ジジイと同じく

らいの歳の大ジジイで、話しかけても難しい顔をして碌に返事もしない。それで住職

の攻略は諦めて、サーラー・アネプラソン（種々の目的に使用する東屋、ほどの意味

の大部屋）に居座っている副住（＝副住職）を攻略した、ということである。これが

大正解で、チェンマイで一番親しくなった坊主である。 

大ジジイには大昔から続けている散歩という日課があり、毎日 1.5 万歩［※（身長

-100）cm×歩数≒12 ㎞］ほどを歩いている。その昔にいい加減な Dr. から、これ言っ

とキャー、ジジイの７～８割は該当すると言われている三種の脅し“血糖・コレステロ

ール・血圧”でやられたことがあり、以来、血糖値の変動には注意を払っているのであ

る。すなわち、可能な限り毎食後の散歩を欠かさない。 

何所を歩くか…、毎日のことである。このワル副住のところにも週に二三度は顔を

出すようになったということである。で、この副住はなぜワルか…。大部屋で燻って

いるばかりで、ビンタバーツ（托鉢）に行かない。「なぜビンタバーツに行かんのじ

ゃ、エエッ？」「あれは若いヤツに任せておるんじゃ」。そうは言っても、ときにはバ

ーツを持って町をウロツイテもいたので、日本のベンツで集金坊主よりは 100 倍もマ

シである。 

どうしたワケか、大ジジイはこのワル副住と親しくなった。週に一二度、お参りに

行ったとき庫裏に立ち寄ると、色いろな引き出物をくれたりする。種の入ったバナナ

などの果物やお菓子のようなものだけでなく、仏像なども貰ったのである。 

タイに別れを告げるとき、高さが 20 ㎝までのものは持ち帰ったが、それより大き

いものはアパートの事務所や友人たちに提供してきた。 

庫裏に上がり込んで話したこともしばしばだった。共に怪しい英語様の言語なの

で、分からないことも多い。「英語で話せ！」「タイ語で話せ！」、半分喧嘩である。ご

老女さまが一緒だと、大ジジイよりはずっと話が通じる。「奥さんはタイ語がうまい！」

「やまかしー、クソ坊主！ おまえがチャンと英語を喋りゃエエんじゃ」。そんなバカ

をやっていたのである。 
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ところが、ある日突然ワル副住が言った。「こんど、ワシは住職になってブロック･

クロック・ノイ寺（※水牛の水浴び池）に行くぞー、遠いのでモー会えんな」「チョイ

待て、そこは何所じゃ？ 大ジジイは暇を持て余しとるんじゃ、どこでも行ってやる

ケン場所を説明せい（※広島弁）」。 

聞けば、ノイ寺はシアク･サンデク交差点（裁判所の交差点）から、スーパーハイ

ウエーを次のシアク・ノンパクラン交差点（クラン木の生えている池の交差点）まで

南下、小学校ちかくにある寺である。その寺の数百 m ほど南には、壁画で有名なブア

ククロク-ルアン寺があるが、ノイ（小）とルアン（大）という寺名を見ると、副住が

住職となって着任するノイ寺は、昔はルアン寺の塔頭（※脇寺）だったのだろう。 

 

(2) 執筆 

小学校のころから日記などをはじめ、書くことはそれほど苦にならなかった。ほと

んど全ての時代、日記をつけていたが今に残っているものはない、という惨状。さら

に臆面もなく付記すれば和歌を詠んでみたい…。歌を詠み NET で発表している人も

多い。そんなものを見ると、自分にもできるのではないかと愚考したりするのである。 

ところが 20 年ほども前に、一日を数行で書く“十年日記”というものに巡りあってか

ら状況が変わった。要するに大型メモ帳のようなものであるが、これはイイ。それま

では日記帳の他に、そこら辺にある紙切れに手当たり次第にメモを書いていたのだが、

そんなものが何かの役に立つはずもなく、空白の日記帳とメモの山が溜まっていただ

けだった。身内や知人の誕生日のようなものまで書き残すことができるようになった

のである。 

 

(3) 健康維持 これはサブ･テーマであるが…。 

外国で暮らすということは、自分の健康は自分で責任をもつということである。海

外暮らしを目標に設定した時から、このことには留意してきた。が、ですよ。ネパー

ルに行ってすぐ、開頭手術を受けた（※硬膜下出血）。～『危ないのでは…』、という

噂が流れたのでしょう、日本から見舞いに来て下さった方も。タイでは、寺通いを日

課にしていたので寺犬にもやられた、５回ほど。寺犬というのは野良犬のこと。都度、

病院に駆込んだ、ということ。 

要するに、大ジジイは rabies もエイズコロナも共に５回のワクチン接種を受けて

いる、ということ。「モー怖いものはないゾー、矢でも鉄砲でも持ってこい！」。話を

戻しますか…。 

そんなとき総合病院に行けば、ちゃんと通訳がいるのでマーどうということはない。

ところが歯科となると、ソーはいかない。歯科に関しては、日本でも外国でも大ジジ

イは総合病院の歯科に行ったことはない。個人病院に行くので、通訳などという洒落

た者はいない。ヤー、苦労しました。ところが、貧民窟に逼塞している訳のわからん
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日本ジジイどもは平然としている。訊けば、「日本語だよ、日本語！」。彼奴等の場合

は、医者の方が苦労している、ということです。 

が、やっぱり≪plaque≫とか≪scaling≫などの基本単語は知っておく方がいいです

よね。 

外国にいると、全て日本のようにはいかない。気を付けて健康食品のようなものも摂

取していた。各種のビタミン剤や肝油、正露丸、エビオスなどのようなものまで…。

さらにはムヒ（無痒）や各種の解熱鎮痛剤などまで、多くのものを揃えていた。 

それらに加えて毎日一万数千歩の散歩。とくに気を付けて摂取していたのが植物繊

維や発酵食品。とくに酒類が発酵食品であることは、改めて書くまでもなかろう。 

睡眠時間にも注意していた。二三ヶ月先に傘寿を迎えるとなれば夜間のトイレ回数

も多くなり、夜間二三度はトイレに立つ。したがって夜間の睡眠時間は６時間ほど、

不足分は昼寝・うたた寝･ネコ寝などで補っているということである。 

 

ここでもう一度、散歩について確認。 

なぜ歩く人は健康なのか？ 

Walking の 9 つの効果［～https://news.yahoo.co.jp/～］ 

効果の一つ：アンチエイジングになる／→骨から若返りホルモンが出る 

歩行、自転車、水泳はすべて有酸素運動。体脂肪は燃えやすいが、歩行には

他にない利点も。なんと着地時に骨に刺激が入ることで、アンチエイジングに

役立つホルモンが出るのだ。重力が加わりにくい自転車等では、同等の効果は

期待できない。歩くと骨から出る善玉ホルモンが、オステオカルシン。オステ

オカルシンは、脂肪細胞に働きかけてアディポネクチンという万能ホルモンの

分泌を促す。アディポネクチンには酸化を抑える抗酸化作用があり、血糖値を

下げて糖化も抑えるので、血管を保護してエイジングを抑える。 

～1 日 8000 歩を目標に歩き始めよう／研究の中心は、東京都健康長寿医療

センター研究所の青柳幸利先生。この研究では、参加者 500 人には小型の身体

活動計を着けてもらい、1 日の歩数、運動強度が中程度（安静時の 3 倍の活動

量）以上の活動時間を記録した。その結果、1 日 8000 歩、そのうち 20 分は中

強度の歩行（速歩）を行うと、ほとんど全ての生活習慣病を予防し、健康長寿

の実現に役立つと分かった。 

 

【遊行期（75 歳～）】 

最初に感謝を込めて三人の恩人のことを書き、遊行期の記述に移る。 

勿論ご恩を受けた方は星の数ほどおられるが、毎日お祈りするのは鬼籍に入られた、

次記お三方のみ、ということである。とても“さん付け”でお呼びできるような方々ではな

いが、枉げてご容赦いただく。  
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三人の恩人 

① 三好さん：東洋高圧社に入り、研究所の“紙力増強剤 grp.”に配属されたときの上

司だった。公私に亙ってお世話になり、お宅に押しかけてご迷惑をかけた思い出

も多い。 

②山上さん：当時、人事部長だった山上さんには、身分を考えることもなく仲人を

お願いした。お亡くなりになる少し前に、ご自身がお描きになった油絵をいただ

いた。その絵は、機関長として親父が乗艦していた“かつら”の絵、カトマンドゥ

の有名な仏塔の絵、などと一緒に、玄関を飾っている。 

③土生さん：技術開発部長だった土生さんとは、仕事の上でご一緒だったことはな

い。私が本社の企画部に在籍したとき、技術開発部とは隣り合わせだったことか

ら、土生さんや大澤さんに連れられて、よく“夜の席”に連れて行っていただいた

思い出がある。 

 

閑話休題、遊行期に移る。 

遊行期に入ったのは 2018 年、現在進行中のことなので miscellaneous items として、

思いつくままに綴る。バカバカしいものになることは間違いないので、予めお断りして

おく。 

① 全ての動作が鈍くなった：Frailty（虚弱）に由来する「フレイル」 

  ⇒ 筋力の衰えを点検できるフレイルチェック？［https://kaigo.homes.co.jp/~］ 

    詳しく c’k したが、大ジジイはフレイルではない！ 

② 一日３~４回の散歩 

③ 一日 11~14 回のトイレ通い ⇒ ２時

間おきのトイレはやはり多いかァ

…。 

④ 少なくとも週に一度の 16 時間絶食 

⇒ これを推奨するレポートは多い。 

⑤ タイ時代の最初に床屋に騙されて過

剰の金をとられた ⇒ 以後、床屋に

行くのは止めた。 

⑥ 60 歳になったとき免許証を返納 ⇒ 大正解だった。外国に行っていなかったら、

屹度いまも運転していたに違いない。 

⑦ タイに見切りをつけて帰国したとき、所有するパンツを c’k したら 41 枚あった  

⇒ うち一枚は幸運を呼ぶ“赤パンツ”。 

⑧ 79 歳の一年間、ヒゲを伸ばすことに挑戦中 ⇒ ２月 16 日の誕生日に向けての

event であったが…１年間 trial に。剃刀を買う金がない、というような切実な理

由もある。                   

https://kaigo.homes.co.jp/~
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⑨ BGM はクラシック ⇒ youtube、茶屋満衛門、OTTAVA など。 

⑩ 睡眠時間は catnap などを合わせて８~10 時間／日。 

⑪ 「よいしょ」の掛け声が多くなった。 

⑫ バスなどに乗ると、「あのジジイ幾つだろうか？」と思うことが多い ⇒ ご老女さ

まに確認すると「お父さんよりずっと若い！」。 

要は『バカは若く見える』、ということラシー。 

⑬ 奇妙な事件が多い ⇒ ハムラビ法典の「目には目を歯には歯を」こそが唯一の解決

策と大ジジイは思うが現刑法は圧倒的に加害者に寛容。 

これで「法治国家」だとォ？ 

⑭ 王室 いずれこの世には 5 人の王しか残らなくなる ※微妙なテーマなので、引用

だけで。 

上エジプト最後の王となったファルーク 1 世（Farouk Ⅰ）は、ナセルのクーデタ

によって王位を追われる 4 年前（1948）に、次のような言葉を残している  

⇒ （最後まで生き残る王は誰か？と聞かれて） 

「世界中が騒乱の中にある。いずれこの世には 5 人の王しか残らなくなるだろう。

イングランドの王、スペードの王、クラブの王、ハートの王、そしてダイヤの王で

ある」。 

⑮ ネットサーフィンしていると有益な情報に出くわすことがある。例えば… 

小室圭さん、NY 司法試験の難易度で net 物議 

「運転免許並みな試験」「冷静な基準として宅建レベル」 

［https://oncall.fastdoctor.jp/cpm2~］一部 

小室さんは司法試験に合格したことで弁護士として採用が決まれば、初年度の年収

は約 2000 万円以上とされている。これは日本国内だと超一流クラスの弁護士に値

する金額だという。しかし、こうしたおめでたい話に異を唱える有識者もいる。小

室さんの NY 司法試験合格をバッサリと切り捨てたのが元国連職員でフォロワー12

万人を持つインフルエンサーの「めいろま」こと谷本真由美さん。 

谷本さんは 21 日に自身のツイッターを更新。小室さんの司法試験合格の記事を引

用しつつ「受かっても 3 回も受ける奴は、普通は就職先ないんよね…運転免許並み

な試験だから。ワテの知り合いアメリカ国籍アメリカ育ちだが実際なくて法人営業

やってたし。ネイティブですら仕事ねえんだよ。英語が非ネイティブで、日本で法

務部や法曹実務経験ないと仕事ないんだがな…コネがあれば別だけど。」と投稿。同

司法試験の難易度は高くないことを指摘し、さらに続けてその後の投稿で「小室圭

君の例に関してこの例なんだけども、海外の微妙な日系インターに通学してて、日

本語がもろ外国人丸出しの微妙さで、大学の専攻が法律と関係ない文系、実務経験

は銀行や法律事務所の見習いのみって外国人弁護士に、あんたの遺産相続や、会社

の金を持ち逃げした奴の訴訟とか頼みますかって話」とバッサリ切り捨てた。 

谷本さんは、ユーザーからの「この合格に難癖付けてる人は感情論でしか無い気が

するんですよね」という問いかけに対して「感情論じゃないんだよね。ワイはアメ

リカでバイデンさんが卒業したしょぼいロースクールの授業も取っていんだけけど

（専攻は違う）あのしょぼい学校の英語ガタガタな韓国人留学生さえ 1 発合格する

様な試験なわけ。小室圭君が受けた試験は」、と発言の根拠を明かした。 
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「日々の暮らしぶりは分かったが、 

遊行期の『この世に対する執念』や『悟り』はドーなっとるんじゃ、エエッ？」 

「不思議なことを書く、と思う方がおられるかも知れんが、大ジジイの人生は、正

直なところ普通の方々よりは恵まれたものだったのではないか…、と大ジジイは

思っているのである。そんなことを少し書いて終わりにしようか」。 

 

① 生に対する執念と妄想の果てに生まれる執念は違う、というのが大ジジイの考えで

ある。 

“この世に対する執念”について書けば、これは卒業した。偉い人の支配下にある

小さな Family には大きな問題はない。よき伴侶に恵まれ、子供も三人の孫も元気、

これ以上、望むものはない。金銭？ 高く望めば果てはない。世の中の一般的なレベ

ルにあるのではないか。と、いうことなら、“この世に対する執念や妄念”は正直な

ところない。「バンザーイ、大ジジイの人生!!!」。 

②“悟り”ですネー。これは大ジジイの最も得意とする分野で、その辺の拝金坊主や雑

学バカなどとは比較はデケン、と大ジジイは信じておる。漱石の『猫』は次のように

閉じられる。 

『吾輩は死ぬ。死んでこの太平を得る。太平は死ななければ得られぬ。

南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏。ありがたいありがたい。』 

ここに究極の悟りがある。要するに、こういうことである。ごく普通の死は、その瞬

間までもがきの中にある。それが最後の瞬間にフット消える。パノラマ現象のような

ものが現れるにせよ、それはすぐに消え、静寂が訪れる。それが、死というものであ

る、と大ジジイは信じておる。ナムアミダブツ、南無阿弥陀仏…。』 

 

END 


