
４．つぶやき

 高丘１丁目・６丁目 

 春井 直子 

  ？ はやいもので、高丘テニスクラブも４０周年を迎える事になります。 

 若さあるクラブから落ち着きを増したクラブになりました。 

 まだまだ対外試合にも熱が入っています。精神年齢は５才は若くなったのでは ないでしょうか？ 

 コートに入る時間より、おしゃべりが弾む日もありますが 仲よくゲームを楽しんでいます。  

 技術を磨くと共に精神も穏やかに仲間を思いやれる笑いのあるクラブで有り続けたいものです。 

 常に「和」と「向上」を心がけています。 

 

高丘テニスクラブ４０周年か！ 

高丘７丁目 

岡本 重美 

 それに近い年数をテニスしてきたけれど上手くならなかったなぁ～ 

でも、運動不足解消にはなった。 

最近では、テニス後の年寄り同士のダべリングも楽しみになっている。 

今後も出来る限り続けようっと。 

高丘７丁目 

河村 好子 

 地球の年齢は推定１６億年位とか。その中では人間生活の歴史は、僅かに５千年 日本民族は 

たったの３千年に足らず地球の年齢からすると、まばたきの一瞬・・・・？ 

ここ数年 災害が多い昨今ですが高丘の澄み渡った青空の下でテニスが出来る日々に深い 

感謝を覚えております。 

これからも四半世紀 存続を信じ そして願っています。 



夏のテニス合宿の記憶 

大久保町 山手台.緑が丘地区 

梶山 一幸 

創立40周年記念に対し寄稿します。 

  初めて役員になり、合宿担当だった時のこと。。。 

チャーターバスで行き、テニスをし、合宿宴会をして精算をして帰る時に 

お金が余っており、それを大判振る舞いして楽しく無事帰着しました。 

   だが後で計算すると、宿からの請求書が当初の金額より安かった為にお金が 

余ったと判明しました。 

    こんな場合貴方だったら如何なる対応処置をしますか？ 

又、当クラブとしてはどういう結末になったと思いますか？  。。。   

  今は無き懐かしいテニス合宿の"one scene"がセピア色で思い出されます。 

４０年目のつぶやき 

大久保（大窪） 

山口敏勝 

 私は今 ７３才 

高丘テニスクラブに４０年 お世話になっています。 

今もテニスが出来ています。この幸せを クラブと共に祝いたい。 

健康であるからテニスが出来るのではなく、テニスが健康を育んでくれたと思っています。 

試合に出る。昔は３セットマッチもあり長いときは数時間集中します。日頃のストレスが入り込む 

余地はありません。試合に負けた時ショックはありますが「だからテニスを止める」ではなく「明日 

から もっと練習しよう」と前向きになれます。なにが原因で負けたか？課題が出来ます。考えます。 

課題は一朝にして解決しません。だから練習が続きます。練習するには仲間が要ります。幸いに 

高丘テニスクラブには、素晴らしい仲間が沢山いました。競い合い、励まし合い、そして語り合う、 

酒も旨い。 そんな４０年でありました。 ありがとう！ 



×印がラッキーな日！ 

大久保町その他地区 

中山明彦 

 コート使用予定表は、平成22年度までは中学校が作成し 

コミセンへ持ち込み、当部の有志がコミセンへ取りに行き 

テニスコートに掲示していた。これを中学校からメールで 

当部（総務）に直接送信してもらい会報に載せることにした。 

その際、会報には、生徒用ではなく会員の立場からわかり 

やすい記号に変換してはどうか役員会で議論した。 

例えば、×→■（全日使用可）、○→●（15時まで使用可） 

◎→▲（13時まで使用可）。その結果、①慣れている記号 

がよい、②変換ミスの責任は？ の指摘があり、今まで通りの 

記号で落着し、今も継続している。 

４０周年記念おめでとうございます 

明石東部地区 

鳥越康博 

 高丘テニスクラブに入部して４半世紀になろうとしています。 

振り返ってみると、本当に沢山の方々との出会いがあり、 

素晴らしい人生を過ごしていると思いました。そして、 

テニスやってて良かったなぁと改めて感じます。 

高丘テニスクラブ バンザイ！！！ 

高丘５丁目 

秋末力 

 テニスクラブに入部したのは、同じマンションに住んでいた藤尾さんからの誘いが契機でした。テ

ニスは全く未経験だったので、時々、日曜日にコートで少し教わっても全くダメで退部も考えました。 

 

しかし、役員になって合宿などで会員の方々と親しくしてもらったり、仕事帰りの飲み会に参加した

りして楽しくワイワイ言っているうちに、いつの間にか約３０年が経過していました。相変わらず、テ

ニスの腕は上がらないのですが、６５歳の完全退職後は、早朝組に仲間入りさせてもらって練習す

るうちに、下手くそなりに面白くなってきました。毎日、運動し、楽しく話ができるこのクラブは私に

とって教養（今日も用事がある）と教育（今日行くところがある）の場としてかけがいのないものになっ

ています。これからもよろしくお願いします。 

 

亡くなった丸山さんや姫野さん達、お世話になった先輩の方々には改めて感謝します。 



高丘テニスクラブと我がテニス人生 

高丘（５丁目） 

大津英明 

  創立４０周年おめでとうございます。 

  クラブ員の一人として心より嬉しく思っております。 

  健康維持の人から大会で優勝を目指す人まで所属する地域に溶け込んだテニスクラブとして、

今後も末長く存続出来ますよう切に願っております。 

  このクラブに入部して早や３７年となりますが、バックハンドストロークがままならない状態から試

合がやっとサマになり、やがては試合に勝てる段階を経て大会で優勝すると云う経験もさせてもら

いました。 

  またかけがえのない多くのテニス仲間に出会うことが出来ました。 

  高丘テニスクラブに感謝！感謝！ 

  数年前には仕事を辞め、休日のみのサラリーマンテニスから正にテニス漬けの日々へと変わり、

また昨年からはベテランＪＯＰの大会にも参加して、ますますテニスの厳しさや奥深さを痛感してい

る今日この頃です。 

  人生の半分以上をこのクラブでテニスをしていることになりますが、これからも身体が動く限りテ

ニスを続けて行きたいと思っております。 

あれから40年 

高丘3・4丁目 

入野光博 

 ハエが留まりそうなサーブを良くするつもりのスイング練習 数日後 肘 肩 首痛 筋肉膜炎症

でステロイド注射をすることに。 

雪のちらつく中でシングル戦に参加していた入会時の熱意はすでに失せ “酒道場中根”の焼魚

の香りに誘われ 早々とラケットを納め 時事談議にと。 

アァ～ あれから40年 意欲はあっても球には伝わらないが 愉快な仲間に会う楽しみと健康維持

は テニスのお蔭と感謝するこの頃。 

 本クラブの末永い発展を期待します。 

  ＊ひと汗後の愉しみはテニス仲間と飲む一杯 

 家族曰く 

  ＊テニスに行く日は朝から元気・元気！ 



落とし穴 

高丘７丁目 

富田和幸 

 昨日、市川海老蔵の妻小林麻央さんが乳ガンだとの会見を見た。その会見で、「いつか、あ

の時は大変だったけど家族にとってはとっても良い経験になれたねと言える会話が出来るよう

にそれを夢見ている」とのコメントがあった。その言葉は私にとっても同様な気持ちでした。私

の娘も１年８ヶ月前に３０才半ばで大腸ガンを宣告され、肺と肝臓の一部までに転移していま

した。こんな若さで何故だとの思いは、海老蔵の家族と同じないではないかと思う。娘の治療

は３ヶ月の抗ガン剤投与後、大腸の手術に入れた。抗ガン剤投与中は、娘の神戸のマンショ

ンに旦那の両親と３日交代で妻と日参又は泊まり込みで孫（１才、４才）・旦那・娘の食事、孫

の遊び相手とかなりハードな生活が続いた。娘は抗ガン剤の副作用で倦怠感や手の感覚が

おかしくなり水道の水が冷たすぎて触れないような状態でした。小林麻央さんは１年８ヶ月の

抗ガン剤治療とのことだったので、厳しいなとの思いです。娘は手術後再度抗ガン剤投与を

３ヶ月続けた後、肺と肝臓の転移したガンをどうするかに移った。肺と肝臓のガンは見た目に

は死んでいるように思えるが、主治医は肺と肝臓の手術を提案された。しかし、娘の手術の負

担・家族の負担等を考えて他の病院でのセカンドオピニオンを受けた。その結果、検査を常

に続けることでガン再発の様子を見る事とした。毎回の検査ごとに気がかりだが、今の所良好

な生活が送れている。 

と、娘のことを言っているが自分自身も９年前に大腸ガンで手術した経緯がある。 

９年前の秋に加古川オープンのダブルスＢ級ではあるが碩さんと準優勝となり、テニスもこれ

からと思えたその年末のクリスマス前に手術となってしまった。ここからテニス向上の足を引っ

張ることが続いた。手術後コートに復帰して又良くなってきたかと思える時に、肩の筋が切れ

て腕が上がらなくなり肩の手術となった。そしてコートに再復帰したら、今度は足の静脈に出

来た血栓が飛んで肺動脈内壁にへばり付く肺塞栓となり、息をするのが苦しい状態となって

しまった。この症状を回復するために病院での投薬と肺機能の改善に時間を費やした。よくも

色々と落とし穴があるものだと呆れることばかりだった。 

退職後、コートには今までの事を取り返すつもりで日参しているわけではないが、かなりコート

に滞在している。 

手元に創立２０周年の記念誌を見ながら、この時はみんなそれなりの抱負を抱いていたもの

だと思う。今回は創立４０周年だが、さらに６０周年が挙行されるとしたらどのようなものになる

のかなと思うし、その時もコートにいることが出来れば幸せなことだと思う。 

落とし穴が無く、後２０年テニスが出来ますようにと祈りながら、ケガをしない体力向上を図ろう。 



明石東部地区 

堀下澄夫 

 フルタイム勤務でなくなった今、平日の数日、８時～１０時頃までテニスをしている。その内の１日

アフターミーティングに参加している。そこでいろんな仕事を経験されてきた方々の話を聞かせても

らい、知識を得、楽しんでいる。今から思えば、申し込みから約１年待って、３２歳の時当クラブに入

部した。会員が多かった事もあり、日曜日に約２０分の時間割でテニス練習、それから３６年の間、

人生のいろんなストレスがあったが、当クラブでテニスをする事も、立ち直れた一因だと思い感謝、

又いろんな役を体験させて頂き、パソコンの上達に役だった事も感謝しています。反面テニスの方

はある程度上達したが、テニスへのうちこみ不足もあり、それ以上、上達せず現在に至っています。

これから後何年テニス及びアフターミーティングができるか解りませんが、持病とうまく付き合いなが

ら、長いことできる様、日々過ごしていきたいと思います。 

コーチの安請け負い 

高丘７丁目 

國光 秀昭 

 再入部３年目の201１年度にテニスコーチを請けた。 

前年度末の1月か2月ごろ、「コーチがなかなか決まらない國光さん受けてくれま  

せんか！」とあり、 

二つ返事で「いいですよ」と気前よく受けてしまった。 

年齢からだんだんと練習が減ってきているタイミングでよくもOKしたな、と反省  

したことが思い出される。 

球出しがきつかった。午前、午後と60歳にはこたえました。 

良かったことは次年度からのコーチは、一人からチームに体制を変えるきっかけ  

になったことである。 

車いすテニス/ボールパースンの体験 

高丘7丁目 

國光秀昭 

 2013年、会長の職にあって 上地結衣選手からメールで「ボールパースンのボラン 

ティア」の依頼が来た。 

初めての経験だったこともあり、選手の癖の違いか要求も色々で試合ごとに対応を変 

えないといけない、ことを覚えた。 

これも相手が人間だから当然といえば当然。どの世界も同じ事が言える。 

2016年度は 上地結衣選手とのツーショットし、Facebookにupした。また、覗いてく 

ださい。 

私のボランティアは、続くのか？ 



淡路島で湯布院チームとの親善テニス交流に参加 

高丘7丁目 

國光秀昭 

 2013年夏であったか？ウェルネスパーク五色（コート6面）で楽しいゴルフに 賑やか 

なBBQ。 

なんでも数年前に弊クラブが湯布院を訪ねた時に歓待を受けたとかで、今回湯布院と 

別府の混成チームで 

兵庫県に大きな車数台で訪ねてくれた。 

私は恩恵に授かったわけだが、テニスをやってるといろんな経験ができ、後になると 

楽しい思い出として残る。 

（このときは背筋が寒くなる事件もあったが） 

68での高丘のテニス教室 

高丘7丁目 

國光秀昭 

 06/12、久し振りにテニス教室に参加しました。 

コーチに「フォアストロークに回転がかかってない！」と指摘され初めて気が付きま 

した。 

練習をしなくなったうえに、たまにテニスをやってもダブルスゲームだけなのでサー 

ブとボレーが中心となり 

コンチネンタル・グリップのまま。 

昔のイースタングリプップに戻せるか心配ですが、初心に帰ってフォアストロークは 

イースタングリップで練習しまーす。 

シングルの試合はもう無理かと思いますが、40周年記念行事の役員を担当して「テニ 

スへの意識」が向上すれば感謝です。 



1990, 柳川高校の村田功の友人である福井

烈選手に「若いですね！｝と言われてツー

ショット。実際、まだ42歳で若かった。 
1990, ウィンブルドン大会ジュニアの部で

準優勝した平木りかちゃんとダブルスを

組んで小金沢テニスクラブで準優勝した。

彼女は後に 青学に進み、全仏ミックス

で優勝した。 

1990(当時42歳）、佐倉市民大会で35歳

以上の部で優勝した。 

この年は調子良かったが、千葉選手権

(Dunlop)では対戦した大学生(21歳）に

セットカウント1-2で負けた。 

           41年のテニスに感謝！ 

           高丘7丁目 

           國光秀昭 

高丘テニスクラブ40周年は くしくも私のテニス歴41年とほとんど重なり感慨深い。振り返ると 最初の

5年と直近の8年ほどが高丘にお世話になっている。これまで歩んできた人生を支えた一つは、テニ

スである、と自信をもって言える。東京時代（15年）の海外出張100回の半分はスーツケースにラケット

とシューズを詰めて飛行機に乗っただろう。思い出の写真を引っ張り出してみた。MacKenroeとの写

真がないのは残念。 

1983, New Zealandで人生初めてのLawn Courtを経験。 

Aucklandではまだ白豪主義が残っており、コートに入れ

なかった。 

そこでAuckland tennis Assotiationにクレームした結果、

紹介されたのがこの歴史あるクラブでした。バスを乗り継

ぎ辿り着くとクラブメンバーが温かく出迎えてくれたのが

印象に残っている。 



テニスの思い出 

2丁目 

本間 克彦 

 私が硬式テニスを始めたのは50年前の学生時代だった。 

熱処理実験の待ち時間に研究室の隣りにあったコートで先輩に手解きしてもらった。 

その頃はロッド・レーバとローズウオールの熱戦を学生食堂の衛星TV中継で見て 

ローズウオールの華麗なパッシングショットに感銘を受け、大変憧れましたよ。 

高丘TCには37歳の時に入れて頂いた。その頃は部内大会をはじめ、いろいろの行事に 

まじめに参加した。 

特にシングルス戦は寒い1～3月の早朝にあったが、ヤル気満々で気持ちも若かったね。 

それからは「たかがテニス」と思いながら「高丘マイコート」に通ったが、あっとい 

う間に37年が経った。 

  これまで出向、定年、入院、親との死別、子供の就職、結婚などいろいろな人生の 

関門があったが、テニスとの付き合いのおかげで随分癒されました。 

好きな時にいつでもテニスができる仲間のいる高丘TCは最高のクラブ！ 

これからも「やっぱりテニス」を楽しもう。 

へたくそテニス人生 

高丘２丁目 

村本 誠 

 高丘テニスクラブ40周年、早いものです。私が入部したのは、昭和55年、高丘に引っ越してきて、

すぐです。すでに36年になるが、ご覧の通り、いまだに初心者クラスです。 

皆さん、それぞれいろいろな大会などで、実績を上げているのに、いい年をして、図体ばかりでかく

て、我ながら情けない。なぜだろう。たぶん努力が足らない、厳しさがない、いい加減な性分だから

だろう。それでも、時間があれば、コートに行き、汗を流し、ハウスに寄って、爽やかな気持ちで帰る。

いろいろ問題を抱えながら、定年後はこんな生活だ。仕事でマイアミへ行った時に、その高級別荘

地で退職後の爺さん達がゆったりとテニスをやっていた。おんなじだなあ、と思っている。我ながら、

いい加減な幸せトンボだ。 

（背高童子） 



４０周年を迎えて思う事 

高丘５丁目 

中根 登史夫 

 私、今年７５歳になり、後期高齢者の仲間入りです。 

 高丘テニスクラブ入部が昭和５２年１１月ですので、人生の約半分、成人してからなら、 

 人生の約２/３をこのクラブでお世話になり、過ごさせて頂いた事になります。 

 千円の会費で、よくここまで来れたと感慨無量です。 

 これも毎年の役員及び会員の皆様のご努力のお蔭だと思います。有難うございました。 

 ここで、多くの仲間が出来、その道のスペッシャリスト達にいろいろと大変お世話になり 

 ました。改めて感謝・感謝です。 

 最近は膝の調子が悪くなり、試合から遠ざかりましたが、高丘シニアを中心にして、 

 早朝の練習に励んでいる今日この頃です。 

 今後は健康の為に出来る範囲で、早朝練習で汗を流し、余り無理をせず、楽しい仲間との 

 コミュニケーションも大切にして、頑張りたいと思います。 

 また、テニスコートでお会い出来るのを楽しみにしています。 

 これからの人生を大いに楽しみましょう。 

 コートでお待ちしていますので宜しく・・・・・・・・ 

大久保町大窪地区 

藤本 実枝子 

 私は、３番目の娘が幼稚園の年長組の時に、友達に誘われてスポーツ２１のテニスに入りました。 

その時の宮内・和田・丸山３コーチ陣は、ド素人を相手に飽きもせず熱心に（喋りと、酒と）テニスを 

教えてくれました。 

あれから・・・年、（娘は大学１年生になりました）腕前はさておき、テニスが縁でたくさんの友達が出 

来、今では、なぜか（自称永遠の３８歳なのに）全国シニア会の試合にも呼ばれます。 

これからも太陽いっぱいのコートで、シミ・そばかす対策をしながら頑張りたいと思います！ 



４０周年のつぶやき 

高丘３丁目・４丁目 

羽子田 光彦 

 ４０周年おめでとうございます。 

１９８９年からお世話になり、２７年目となります。 

この間、テニス戦績は？？？、もっぱら部内大会、合宿、納会 

などに参加させていただきました。おかげさまで掛け替えのない三つの 

ものを得ることが出来ました。 

「健康」 「友人」 「ダジャレ」です。 

 

会長を仰せつかった年は、「テニス＆おもろいことないかいな～」と・・・ 

役員会をＢＢＱしながら、また幸楽貸切役員会、極めつけは 

男性料理役員会など・・・・おかげで「遊んでばっかの役員会」と 

言われました。 

 

さて、１０年先、半世紀記念には杖を使わずに「笑顔＋笑われ話」 

で参加できますよういっそう「おやじギャグ」を精進いたします。 

これからも皆様、仲良く楽しくよろしく～ 
 

おめでとう！ そして ありがとう！ 

高丘5丁目 

大津 恵子 

 昭和53年に、生後5か月の息子と共に高丘に移り住んで38年。テニスクラブには翌年 

夫婦揃って入部したので、在籍37年。我が家の歴史は、正に高丘テニスクラブと共に歩ん 

できたように思います。 

55年には娘が生まれ、1年ほどはおとなしくしていましたが、すぐにコートに通い始め 

コートサイドで子供を遊ばせながら賑やかにプレーしていたことが懐かしいです。 

40代に仕事を再開してからは月に2～3回しか練習できなくなりましたが、いつでも気 

楽に行けるコートの存在は、本当に有り難かったです。 

平成25年に退職。以後、夫と共にテニス三昧の日々。近くて安くて、いつでも行ける！ 

少々のイレギュラーなど何のその。 

この恵まれた環境に感謝しつつ、クラブの45周年、50周年をめざし、共に歩んで行きた 

い私なのです。 

40周年おめでとう！そして、ありがとう！ 



 ４０周年を迎えて 

高丘２丁目 

片山 勝 

 今年40周年という記念の節目を迎え様々な出来事が思いおこされます。 

皆さんは「シニア高丘」なるものをご存知でしょうか、高丘テニスクラブを母体として誕生した

「椎の会」（別称Ｃクラスの会）が原点で、平成15年（2003年）に、現在の「シニア高丘」へと名

前を変えました。発足早々の平成2年に軽井沢、翌年には穂高・白馬の合宿その後も数多く

の行事が催され今も続いております。 

それらの中で私自身特に印象に残る思い出の一コマを駆け足で紹介します。 

それは、2011年5月『4泊(船中2泊)5日』の湯布院クラブとの親睦テニスツアーです。 

出発は神戸港よりフェリー「さんふらわあ」で大分港へ、湯の町別府で朝風呂を体験～  地

獄温泉めぐり～鶴見岳山頂からは別府市外と別府湾が一望、西側には由布岳がその遠方に

九重連峰、南には城島高原と、大パノラマを堪能しました。湯布院総合運動公園テニスコート

は、雄大な由布岳を背にしたのどかな田園の中にあり、挨拶もそこそこに昼食のパンをパクつ

きながら熱戦が繰り広げられました。ゲームの方は惨敗でした。 

夜は茶園の中の特設場で大宴会、夜遅くまでワイワイガヤガヤと時間の過ぎるのも忘れるほ

ど楽しい一時を過ごしました。最高のおもてなしに感激。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高丘テニスクラブ創設４０周年”つぶやき” 

高丘３丁目・４丁目 

森田正三 

 私は、２７才頃にテニスを始め、３５才頃に高丘テニスクラブに入会させて頂き、もう高丘３３年位

になります。始めは日曜だけの週一テニスでしたが、10年程で土休となり2年前のリタイアまで土日

テニスでした。無心にボールを追いかければ、一週間のストレスも吹き飛びました。私は１６才頃に

急性肝炎になり半年程入院しても治らず、退院後は、断食療法、漢方薬等にもトライしましたが完

治せず、病気は気にせず、自分で積極運動療法に変更してテニスを楽しんできました。その後、

西洋医学が驚異的に進歩し、発病から３５年程経過した５１才頃の検査で、原因がC型肝炎ウイル

スによる慢性肝炎であることが判明し、最新の治療法であったインターフェロン・リバビリン療法によ

り、わずか２週間程でウイ 

ルスを殲滅できました。先生によれば、慢性肝炎が殆ど悪化していなかったから治療できたそうで

す。私見では、４０年間続けてきた硬式テニスのお陰だった思っています。今般、創設４０周年を迎

えられるのは毎年の役員と会員との協力があるからで、クラブの高齢化も顕著ですが、５０周年、６

０周年を祝えるように皆さん頑張りましょう！ 



 

 

 

 

 翌朝 湯布院・ 金鱗湖周辺散策を楽しんだ後、やまなみハイウエイーを南下、九重連山を

目に入れながら快適なドライブが続く、途中九重『夢』大吊橋を見学。展望の良い牧のノ戸峠

で一休み。今日の宿泊地黒川温泉「森のコテージ」へと、食事前に温泉街散策と外湯めぐり

で汗を流しコテージへ。先ずは本場の馬刺しに舌づつみ、現地調達の食材で男料理の始ま

り、出来ばえは・・・なかなかやるじゃん。 

翌日は阿蘇最大のﾋﾞｭｰﾎﾟｲﾝﾄ「大観望」で、涅槃像(ねはんぞう)として有名な阿蘇五岳、眼下

には阿蘇谷と大牧草地帯、その先には噴煙（水蒸気？）が立ち昇る九重連山が見られ、ス

ケールの大きな阿蘇の自然を体感しました。 

阿蘇山中岳火口散策は立入り禁止で断念、噴煙を上げる中岳を望む草千里では放牧馬が

ゆったりと草を食んでいる風景に癒されました。最後の予定地は唱歌「荒城の月」で知られる

岡城跡でしたが、皆さん少々お疲れの様子でパス。竹田温泉でリフレッシュして大分港へ。

翌朝無事帰還しました。 

この度のツアーは、観光・グルメ・温泉と欲張りすぎてハードな遠征ではありましたが、親睦と

いう面では十二分に勤めを果たしたものと思っております。 

最後に、高丘テニスクラブ同様「シニア高丘」の活動が今後も続くものと念じています。 

   

追伸： 

2013年5月に淡路島「ウエルネスパーク五色」で再会、歓迎試合が実現しました。 

2015年7月に那須高原テニス＆観光ツアー実施され、クラブＯＢとの再会旧交を深めた。 

  

これから１０年後のクラブの姿 
高丘１丁目・６丁目 
斎木 佳伸 
１． 創立５０年ごろ、高齢化に歯止めがかかるか。 
  そう、７０歳代のご高齢の皆様の半数以上は、５０周年の式典には、たぶん欠席届を出される
ことでしょう。 
  なぜだかお分かりですね。そうならないためには、どうすればよいか 
  そう、介護つきの延命を考えるのです。 
 
２． 三世代テニスマッチをしている姿が映っています。 
  じじとばば、とうちゃん、かぁちゃん、そして孫の私たち、テニスコートで白球を追いかけていま
す。 
  なんとも和やかで、平和な世界ではありませんか。ＩＳやテロのニュースを聞かない世界です。 
  高丘からこの平和な姿を世界に発信しましょう。 
 
３． クラブ員の平均年齢が１０歳若返っています。 
  現在、推定６０歳、ここから１０歳若返るのです。これは、日本の人口形態と逆行するようです
が、 
  それだけ高丘は若者に住みやすく、人口を増やすのに最適の住環境を備えているからです。 
  そうです、高丘には魅力のテニスクラブがあるからです。 



高丘２丁目 

中安  誠 

    テニスは健康増進に役立つとともに、毎日の生活に張りや潤いをもたらしている。 

    まさに、感謝！感謝！感謝！ 

高丘２丁目 

中安  節子 

 大勢が集まっていたコートも、最近では、すいていることが 

多くなりました。高丘クラブにも、高齢化の波が押し寄せ、 

それぞれの練習時間が減っているせいもあるのでしょうが、 

少々寂しいです。 

悲しいことがあった、辛いことがあった、ストレスがたまっ 

ているーそんな時は、是非、コートへ足を運んでみましょう。 

「元気が出た」「すっきりした」「楽しかった」と思って 

帰れると思います。レベルの差、年齢の差はありますが、相 

手のことも考え、支え合って、いつまでも笑顔の絶えない 

クラブであって欲しいと思っています。 

感謝 

大久保町 山手台・緑が丘 

松浦 正明 

 創立４０周年のうちの大半を高丘テニスクラブに所属しています。 

練習を終えて帰途につく折、いつも いつも 幸せを感じて帰宅します。 

この環境がいつまでも続くことを祈っています。 

そのためにも、健康、気力、体力、友人関係等々を大切にしていきたい。 



高丘１丁目・６丁目 

宮内 清 

 つぶやき？ う～ん、まずは前略といくか！ 次は・・・・・・中略、 

 前略、中略、ときたら後略しかないか！ 次はどうする？ 

 テニスに行くか！ 行く所があって健康的で、粗大ゴミにならず有難い。 

 しかも ミーティングがあって ノミニケーションが出来て、 

 話題 ：政治、経済から身近な草花まで： は幅広く、 

 ダジャレの勉強もできるし、テニス様々や！！ 

 まぁ 最近は病気の話題が多いか？ ”心臓友の会” ”前立腺がん友の会” 

 があって それも参考になるし 「さぁ 行こ」 つぶやきはテニスから帰って考えよ・・・・・ 

 

心のつぶやき 

高丘２丁目 

春井 哲郎 

 つぶ①浴衣を着て祝賀会をした35周年、もう40年ですか！ 

 つぶ②ベンチに忘れ物、ゲームカウント『今いくつ？』、認知症に向かってる、間違いない。 

 つぶ③現役時代各地に赴任し当地テニスサークルにお世話になりました、感謝ありあり。 

      新居浜、東京、仙台、堺、宮崎の親切な人ばかりに恵まれました、いいもんだテニスは。 

      でもでもこれらのコートには常に『我妻』あり、、、、、、、感謝しとこかな・・・・。 

 

高丘７丁目 

泉 靖子 

 家から歩いて行けるという理由でコナミをやめ、高丘テニスクラブに入部して、アッという間の１０

年でした。 

入部した時、大勢いらした同世代の女性が次々と退部していかれたのは残念で淋しいことでした。 

その為 女子月例ＧⅡの不成立が続くようになりましたが、試行錯誤の末 現在男性Ｂ・Ｃ級の有

志と合同で、開催出来るようになったことは有り難いことです。 

 平日の午前の練習は女性、男性に関係なく相手をしてもらったり、コーチをしてもらう温かい雰囲

気で、 

高丘テニスクラブならではと思っています。そして その中で「あと何年テニスが出来るかな？」 と

思いつつ、元気にコートに通える幸せを感じています。 

 最近は若い方達の入部もふえており、今後のクラブの一層の発展を確信しています。 



高丘３丁目・４丁目 

知加良 弘美 

 高丘テニスクラブ４０周年おめでとうございます。 

 あっという間の４０年と思うけれどもよく考えてみると喜寿の７７歳を迎えて 

いました。テニスも全くの”おじんテニス”となって昔が懐かしくなっても若返 

りは無理な相談ですね。となれば年齢に見合ったテニスをいつまで続けられるか 

頑張ってみようと思います。ともあれ楽しく出来るテニスを続けていくことが一 

番と悟る今日この頃です。 

 高丘テニスクラブが永遠に発展していくことを祈っております。 

  

叩く、叩く、叩く、３拍子の「ウデマエ」 

西明石ブロック 

礒﨑 善樹 

 このクラブにはテニスの「ウデマエ」の他に、いろいろと「ウデマエ」？を持っている人がいて 

クラブの維持に貢献してもらい有り難い組織だと思っている、 

コートでは、ついつい、打って・勝って・負けての「ツナガリ」だが、一歩、コートの外・コンテナハウ

スでは別の和やかな、和気藹々の「ツナガリ」があります、 

長年使ってきたそのコンンテナが2014年、いよいよダメかなぁ・となり・・・それは大変、とリフォーム

の段取り、採寸、計算、材料の買い出しと、見事にリフォーム業者並にきれいに施行、 

日当はなし、（酒はからきしダメなので）缶コーヒー１本で、2日ほどで、できあがり・・・・、 

見事に「ウデマエ」を発揮、すっかりきれいになった、ここで「ツナガリ」がまだまだ続く事を望んで

やまない。 

鍵盤を叩く、ボールを叩く、金槌を叩く、と３つの「ウデマエ」の持ち主、島田氏（７丁目）のお陰で

無事完成、  助手は・・・・私、Y・I （チョットしか手伝っていないので、小文字で表示） 

叩く「ウデマエ」もいろいろ、鍵盤を叩くのは私の能力外、金槌を叩くときはこれからも多いに協力

したい、がボールを叩かれると、協力どころか、なに・くそ、となる。しかし、叩いて、叩かれて、 

「ウデマエ」を上げていくのは当然、これからも「ウデマエ」を上げるため「endless」で皆さんに 

お世話になりたいと願っている、よろしくお願いします。        



「いろいろあったなぁ……」 

高丘５丁目 

和田 伸顯 

 昭和五十三年だったか、周りより遅れて高丘に移って来た。テニスクラブに入会し 

ようとコートに行くと、「今は二、三年待ちよ」と、けんもほろろの話。じゃ、入っ 

てやるかい、と引き上げた。 
 
 ちょうど、会社では部の強化中、時あたかも、市のトップに登りつめ、県職域団体 

戦で優勝し、（但し、敗者復活のB部門ではあったが、当時、強豪の三菱電機伊丹Aを 

降し）意気も上がっていたし。 
 
 それからずーっと後、定年となり、やっぱり近くて便利と再び入会を申し込むと、 

「七月に来い」と。ナヌ？ いや、この頃はもう、人間丸くなっていたのか。素直に 

三ヶ月待って、入れてもろうた。 
 
 あれからウン十年、「ねんりんぴっく」で福島にも行けたし。高丘クラブは、創立 

40年に。ご同慶の至りである。 

テニス寿命 

高丘２丁目 

野中 博 

  「いつまでテニスができるのだろう・・・？」と最近良く考えます。 

テニスを始めるきっかけも『歳を取っても出来るスポーツ』と思っていたし、自宅からテニスコート

まで50～60ｍという近さ！もありました。 

さて、2013年における日本男性の平均寿命が80.21歳、健康寿命が71.19歳となり、この差約9

年の間が“要支援、要介護の状態とになり、テニスが出来ない状態といえます。 

一方、“健康寿命”は「健康上の問題で日常生活が制限される事なく生活できる期間」とあり、こ

の健康寿命から1年程度を引いた年齢（あくまで私案ですが）を“テニス寿命”と置き換えれば、

約70歳となり現在の高丘テニスクラブ男性陣の大多数はテニス寿命を超えておられるはずだし、

遅まきながら私もあと1年程度で達してしまいます。 

高丘テニスクラブのメンバーは70歳を超えられた方も非常に元気で、まだまだ大丈夫そうに感じ

ますし、何にも増してテニスコートに来られる事が素晴らしいことではないでしょうか！ 

私は常日頃、年長の方を見ながら「あすこまでは何とか頑張ろう！」と密かに思っているところで

す。それにはテニスで体を動かし、汗をかき、後は、暑かろうと、寒かろうとビールを酌み交わし

て楽しい時間を共有する事が大事ではないかと考えております。 

現在は、土・日・祝祭日のテニスが生活の一部になっており、テニスの技量アップよりも体を動

かし汗をかき、自らの健康を保つことが主眼にしていますが、主体が“アフターテニス（宴会）”を

楽しむことに傾いておりますが、しかしながら非常に良い時間を過していると自負しております。 

このことはコートに足を向ける気を起こさせる動機としてはすばらしい事だと自らに言い聞かせ

てのコート通いです。 

雨の日はミーティングと称してハウスでビールを傾ける・・・。素晴らしい人生ではありません



心に響いた言葉 

高丘２丁目 

野中 博 

 10年ほど前、ＳＮＳ(Social Network system）をやっていた時に、ある友人の日記に心を打つ文章が

掲載されていました。（多分この方もどこかでこの文章に出会い、それを掲載されていたと思います） 

それをコピーした記憶はあったのですが、保存した場所を忘れていました。40周年でいろいろ調べ

ている時に偶然見つかり読み返してみると、今でもなかなか味のある文章でしたので、テニスと直接

関係はありませんが、心の持ち方として大事だなと感じ投稿する次第です。 

「心の器」 

高丘２丁目 

野中 博 

 人の心には一人に一つ器があるそうです。その器の大きさは人によって違うらしいですが、心

の器に溜まるのは喜・怒・哀・楽という感情だそうです。  

人の生活の中で大切な事は、心の器の大きさの問題ではなく、その器の中にどの感情を溜める

かだそうです。  

人の心の器にも限界はあります。その器の限界にまで溜まった喜・怒・哀・楽の感情は外にあふ

れ出してしまうそうです。  

その時にあふれ出した感情が喜・楽であるなら、あふれた部分を受け止める側の心の器に幸せ

を伝える事ができるそうです。  

あふれでてしまった感情が怒・哀の二つだった場合、大切な事は、あふれたその二つの感情を

受け止めてくれた人に最後にごめんなさい や 居てくれて有難う など、感謝の気持ちになれ

たなら、それは相手にも思いやりという優しい感情で残るそうです。  

ただ、心の器にもし、怒・哀の感情がたまりつつある事に自分で気づけたとしたら、その時には

一つで良いので心のごみ箱を探して捨ててあげる事ができれば、溢れ出す感情を喜・楽にコン

トロールする事は可能だそうです。  

ただし、そのごみ箱を見つけた時にそのごみ箱が感情をもつ人や動物であるなら上記の大切な

事を忘れないで居てあげれば大丈夫だそうです。 



番外編 

 この作品は「つぶやき」の募集要項を逸脱しています、が    

 作者の やる気 熱意を感じました。故に番外編として掲載いたします。           

  ご了解ください。  記念誌発行分科会 

 

「高丘テニスクラブに参加して思うこと」 

 

硬式テニスをやっている家内から「家に居ても、役所に行っても外を出歩かず長時間椅子に

座り書面や図面ばかり目にする勤務では脳は多少働いても、体は脂肪太りになり持病の高血

圧症は一向に改善しないと思うので、福岡さん（亡・神鋼）と宮内さんにテニス練習に参加さ

せてもらえるよう頼み了解してもらっているので休日には必ずコートに通い運動不足を解消し

ないと体が駄目になりますよ・・・。」と急ぎ立てられ、木製のラケットとテニスシューズを揃えら

れ、当クラブ発足の二年前からコート通いを始め早42年が経ち振り返って歳月の流れの速さ

に驚くばかりだ。 

同時に今は「四書五経」や「論語」より「般若心経」や「菜根譚」に深味を感じる歳となり「友人

逓減の法則」を身近に知る年令となったことに淋しさを覚える。 

 

硬式テニスで思い出すのは和歌山県と長崎県に就職し、盆、正月に帰省する度に村の農業

委員や村会議員をしていた父は近所の農家の相談や苦情には苦労していたようで私に言っ

たのは経済拡大で都市住宅地は拡がり併せて都市住民向けのゴルフ場の新設やバレー

コート、テニスコートの娯楽施設用地を農業振興計画地域内に造成時に反対する手法の有

無を問われ返答に苦労した。最後には父は農民と農村を守り地域拡大を目的の農林省も県

農林部も被害農家が納得できる説明をしてくれないが、お前も同様かと問われ返答に困った。

国柄を考えて処置する公務員を目指してもらいたいと言われ、ジャガイモのように丸く管理し

やすいフランスの国柄とバナナのように細長く、リンゴ生産の北海道から密柑のなる紀州を経

てパイナップルが生産できる亜熱帯の沖縄や日本の国柄を考えた地方振興の重点施策を取

り入れないと、地方に世情不安が起こり、北方や南方の領域に海外の圧力が加われば忽ち

国家は治安維持が困難になる。よって農業振興計画地域内の用地提供は農林業以外には

認めない実例を示すように言われ時に脳に閃いたのは「・・・・・・雨ニモマケズ、風ニモマケズ、

雪ニモ・・・・」の詩で東北に発生した冷害を詠った農民詩人「宮澤賢治」のテニスをとりあげた

詩の1082番「稲作挿話」であった、詩に曰く「・・・・・・しっかりやるんだ。これからの本統の勉強

はねテニスをしながら商売の先生から義理に教わることはないのだ。吹雪やわずかな仕事の

ひまに、泣きながら体に刻んで行く勉強が、まもなくぐんぐん強い芽を吹いてどこまでのびる

か、わからない。それがこれからのあたらしい学問のはじまりなんだ。ではさようなら・・・・・・雲

からも風からも透明な力がその子供にうつれ・・・・・・。」の詩に心をひかれつつ、家内の健康

についての助言と注意、父からの現行農政批判の指摘を受益者の言におきかえ心して体力

維持のためテニスコート通いを始めた。 

 

 

 

 



 

時あたかも東京オリンピックで大松監督が率いた日本女子バレーチームが優勝した直後のス

ポーツ熱が揚った時期でこの熱を活用し農村に発生している「農業離れ」の進行防止と農村

振興策の一環として定住化計画の指針を定め、その中にスポーツ施設の導入を策定した。そ

の実例として集落畜産牧場の造成では造る採草地は夏季は家畜の放牧地と運動場、冬季は

リフト無しのスキー場に利用し、併設する研修施設には可能な限り多くの参加者が宿泊できる

よう畳敷きの小会議室を多くとり、これに調理実習施設を併設し、交流施設には地元の農家

婦人層の強い要望を受け入れて女子バレーコート2面を造成し施設管理と維持・経理は集落

単位で行うよう実施要領と運営規則を定め活動するようにした。この計画案で実施すべく上層

部に了解を求めたが農山村離れや過疎現象が進行しているにも関わらず当該方式実施例

が無い、農業施策から離れている教育委員会等から苦情が出る恐れがあるので成案として採

択されなかったが、現状に鑑み農業施策から農村施策に切替を主張し強引に実践に踏み

切った。 

時を同じくして国会では農林省は山村振興法と農山村振興法を自治省は過疎法を提出し実

施要領が示されたので、これに基づき各自治体は実施要領に農林業以外でも運用できるよう

特例付則条項を設け実施に踏み切り事なきを得た。 

この直後に実施地区で女子バレーコート2面の使用をめぐり集落内の旧地主層婦人と旧自作

農婦人間に派閥争い生じ、コート使用は激減し雑草の繁茂が地方紙に掲載され、私は監査

委員会から報告を求められた釈明に出向く破目になった。 

この時、脳に閃いたのは当テニスクラブの綱領もなく運営規則も持たずに維持発展しているこ

とであった。当クラブの運用方針は個々のクラブ員の技能向上を目指さず全クラブ員の向上

と親睦を目的に、指導に当たるコーチは自らの練習時間を短縮してクラブ員の練習時間を増

やす手法は対外試合の成績表から察することが出来る。コーチを辞めると試合成績は向上し、

毎年の春秋のテニス大会に出席の高丘コミセン所長の祝辞から察せられる。このことから農

村集落研修施設に併設した女子バレーコート2面は硬式テニスコートに再造成の可否を問う

たところ旧波賀町、千種町、山崎町、上月町、佐用町、上郡町、五色町、赤穂市の１市７町か

ら希望があり国庫補助事業で申請実施し当クラブも千種町、山崎町、波賀町、五色町で１泊

２日の夏季合宿を行い関係市町からビールと野菜の差し入れを戴きお礼を申し上げたところ

である。 

思い返せば食糧生産と農村振興策を対象に公務員の途を選んだ時に父から「休まず」「遅れ

ず」｢無理をせず｣の「三ず」に陥ち入らず「農民と農村に知られ慕われる公務員を目指せ、」と

言われ、生き方に不安を覚えたときはこれを読めと油紙に包まれた２通の書面を手渡され山

陰本線の駅頭で父に見送られて旅立った日を今も思い出す。時に父が５６才、私が２２才の

年であった。 

 

車中の座席に据わり油紙を開き確かめると「世渡りの必須七ヶ条」と「三山の教えと野人学者

大原幽学に学べ、」と讀した二通りで「世渡り必須七ヶ条」から読み始めた。 

記された内容はこれから過す才月は１０年を１単位に区切り、その１０年間の目標を定めて年

代別に生活するように書いてあり内容は以下に曰く。 

 

 

 

 

 



 

 

 

△二十才代は、覇気で正義感を支え、豊かな春秋となし生活すべし 

△三十才代は、決断と実行を客気で満たし生活すべし 

△四十才代は、人間の本分に触れ、人生の何たるやを知り生活すべし 

△五十才代は、得た知識は智慧に昇華し、見識と担織で応対辞令を繰返し生活すべし 

△六十才代は、人を後姿で指導できる人となり居くべし 

△七十才代は、己を修め百姓に安ずる人となり居くべし 

△八十才代は、花は愛惜に散る人となり居くべし 

と書いてあり、ここまで読むと涙があふれたので恥ずかしくなり、以下は汽中便所で読んだ。 

「三山の教えと野人学者大原幽学・・・・・」は吾国の農業と農村改革で多くの人の心を蘇らせ

地域住民のために尽くしたが、何れも生涯の最後は苦難の途を歩き、世のあり方を問うた

人々である。 

△「第一の山」は二百五十年前に吉良上野介に米澤藩１５万石を乗り執られたが、これを取

戻したうえ財政破綻から再生させ「伝国の辞」を著した米澤藩主「上杉鷹山」に執り、幼名を

｢松三郎｣またの名を｢直松｣と称した。 

父が私に｢松」を用いたのは｢上杉鷹山｣公を目指し成長せよと願って付けたと教えられた。 

 

△「第二の山」は備前岡山藩主池田光政に仕え、何より実践を旨とした陽明学の「知合行一」

を重用し、地域住民と地域振興のために児島湾干潟３５０町歩を干拓し水田と為し、自ら水源

を旭川上流十粁米に求めて開削し、朱子学と陽明学を結び学と為し士族と庶民を共同で学

ばせ日本初の中学校の閑谷学校の創始者｢熊沢蕃山｣も最後は幕府の圧政と弾圧を受けて

悲運の生涯を終えている。 

 

△「第三の山」は土佐三代目藩主山内忠義に仕え、吾国で最初に大河川取水を木工沈床工

をもって成功に導き、藩内34,000町歩の干抜を防ぎ、300年の歳月を要すると言われた3,700

町歩の段丘を30年間で開田し、藩民から藩内5ヶ所に神社神として祀られた野中兼山は政変

に会い閉門され、子孫は死去するまで門外不出の仕打ちの皮肉は20年前の直木賞で｢婉と

いう女｣でとりあげられ知るところである。 

 

△「野人学者大原幽学に学べ」は210年前に尾張藩家老大道寺蕃の次男と生まれるが父か

ら勘当を受けるも幕末の頽廃混乱期に農民の為に群がる傳徒と汚職役人に対待し、借金で

借地となった田畑を農民に取戻させ、世界で始めて耕地整理と、交換分合、併せて集落移

転まで指導は今も千葉県に印旛郡千潟町に残る。特目すべきは世界で最初の産業組合作り

は、イギリスのパン組合に先立つこと6年、ロッテジュール消費組合に12年先立ち33歳から果

てる63歳まで29年間に及び最後は幕府役人と教導した子弟に裏切られ集落の墓地で父から

与えられた河内守助国が鍛えた小刃に「難舎者義也」（捨て難きは義なり）と自刻した小刃を

用いて割腹自殺している。 

 

 

 

 

 



 

 

現代に生きるわれわれは幽学が創出した農業経営の合理化の理論や、稲の正条植、農作業

用暦、迷信の打破等の先見性の上に立って、この方式を用いて、地域食料の生産と活性化

を計っているが、吾が身を顧り見ることなく一生を農民と地域住民の為に尽くした崇高な志や

精神は引き継ぎこれを教えてくれた父が与えて呉れた2書は事に衝って読できたがどのやう

な経過で父が知ったのか私は分からないが多分、三卋代で生活した事にあると思う。 

 

ちなみに昭和1桁生まれの我々世代は元治･慶応生まれの祖父母と明治中期生まれの両親

から生を享け三世代での生活が一般的であった。尋常小学校に入るとまもなく国民学校に代

り旧制中学校に入るとすぐに幼年学校、次いで海軍経理学校、機関学校、海兵、陸士等の

試験があり、これに通らなければ特攻隊員養成の陸軍特別幹部候補生、海軍高等予科練習

生が待ち受け、高等専門学校を希望する学生は少なかった。 

そして出陣学徒が残した遺稿「きけわだつみの声」を読み、大正生まれの頭脳と昭和戦前の

教育で経験則を中刻とした風化した技術を教えられ育つ事になる。 

 

三世代の同居で知ったのはそれぞれは世代が担うべき役割を熟知しこれを自らの生活信条

の中に採り入れ日々を生活する事で、これは「四書五経」で孟子が主張する「五倫の教」に従

い生じたことを処置し和して生活する事である。「五倫の教え」に曰く １、父子に親あり。 ２．

君臣に義あり。 ３．夫婦に別あり。 ４．長幼に序あり。 ５．朋友に信あり。 で、この順序を違

うことなく日々実行すれば社会に混乱は生じない。これを間違えたのは支邦事変以降で、１と

２を入れ間違えて実施し戦線の拡大は痛恨の極みである。 

 

私は不器用からよく父に叱られたが、その時には必ず祖父母は世代が担う役割を心得て父

の不足する分に助言し、これが家族心の存在を気づかせ、克つ「和」ませてくれたと思う。今

の社会はこれが無くなりギスギス感に満ちる。 

父が私たち子息を叱るのは家族全員が食卓につき夕食前で祖父を中心に右側に父、左側

に長男が座する。それぞれがその日の生じたこと或いは明日の出費を祖父に報告する習慣

であった。今も思い出すの学期末に父は必ず皆に通知簿の提出を求る。前期より下がってい

ない姉や弟等は早速に提出するが前期より下がっている私はじくじたる思と恥かしさと叱られ

る嫌さで出し渋る。父は不勉強と努力不足の指摘し叱る。 

すると即座に食卓の中央に座している祖父から父に詫びの言葉が出る。皆に分かるように

「・・・・・今期の事はお爺さんからよく言って聴かすから、私に免じて許してやって呉れ・・・・・」

と。その直後に私に「・・・・・夕食が済んだら離れの隠居に来るように・・・・・」と告げる。早速に

祖父母の前に座ると祖父から「・・・・・お父さんが叱るのは当たり前で多くの家族と働きに来て

いる人を養うため、農作業や林地管理・入手に精を出し、お母さんは働きに来ている人のた

めに昼食や夕食と入浴の準備に精を出し、お爺さんはお父さんに代わって信用組合や銀行

に金銭の出入れに行く。皆それぞれが役割を果たして働いているのに、お前はそれを知りな

がら勉強の努力を怠り成績が下げれば親が叱るのは当たり前である。来期は成績が元に戻る

よう努力する事は親孝行の第一歩と心得るよう諭される。 

 

 

 

 



 

次で曽祖父の代から家訓としている二宮尊徳が提唱し論語読みの論語知らずの頃より覚えさ

せられている｢報徳の仕法｣を条文に従って一つ一つと言わされる。 

曰く「一つ、神道は開国の途なり。」、「一つ、儒学は治国の途なり。」、「一つ、仏教は治心の

途なり。」、「・・・・・・家に用いれば家の病は癒えるなり。」と最後まで称えさせられる。後日何

かの機会に丸山さん（亡）と話した際に母校の報徳学園高校でよく言わされ、聴かされた言葉

で上島さんから聞かされるとは・・・・・」と、言われ同学園の思想の根源であり人は生ある限り

働き、得た利益の一部は必ず社会に還元する言葉で「自分の生涯はこれで通したい。」と病

院に見舞った時の言葉が今も耳に残る。 

 

そして最後に祖母の事を始めるに当たりては３の心得あるべし、「一つ、人に先に調べ知るは

全てに役立つ。」、「一つ、人に聞きて知るは一遍の恥。」、「一つ、聞かず問わざるは末代の

恥。」の注意言で締めくくるが常であった･ 

そう考えると吾々昭和１桁生まれが通った途は常に注意や叱言に満ちて成果を求められた世

代で、現代は褒めて育てる時代に変り時代の変遷の速さに驚くばかりである。 

                                                                 山手台・緑が丘  上島 松男 

               

                                                    

 

 

 


