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(^_^)v 趣味に生きる(第５５回)～☀～☂～☁～☃～☀～☂ 

 

 

野菜作りからマラソンまで 
 

千 葉 泰 彦 
(横浜市立市民病院検査部) 

                          

◆はじめに 

 2018 年 6 月に横浜で開催された第 28 回神奈

川県臨床検査医学会で、本誌編集室の S さんに

初めてお会いしました。その際に、「この会が

終わったら北海道へマラソンに行きます。」と

伝えたところ、本稿の執筆のご案内をいただき

ました。ありがとうございます。 

 私は若い頃に数年間、外科医をしており、そ

の頃は趣味のための時間を確保することは困難

でした。外科医をやめてから休日等に体験して

きたことを思いつくままに書かせていただきま

す。 

 
◆野菜作り 

 1996 年に一人息子が生まれました。翌年に外

科医をやめて法務省へ就職、少年鑑別所などの

被収容者の健康管理医になりました。当直業務

がなくなり、週末は息子と過ごす時間が多くな

りました。日本の食糧自給率が 40%程度だった

こと、息子に無農薬の野菜を食べさせたいと思

ったことから、自分で野菜を作りたくなりまし

た。近所で畑を貸してくれるところがありまし

たが、空きがなく、新聞で見つけて神奈川県秦

野市が貸し出した畑を 100 平米お借りして、息

子を連れて毎週末のように通いました。帰りに

は近くの公園や温泉に寄ったりしました。作っ

た野菜は、キュウリ、ミニトマト、ナス、ピー

マン、トウガラシ、オクラ、サツマイモ、ジャ

ガイモ、落花生、ラッキョウ、インゲン、ササ

ゲ、ソラマメ、ニラ、玉ねぎ、人参、トウモロ

コシ、モロヘイヤ、ルッコラなどです。秋には

友人家族にも来てもらい、子供たちに収穫させ、

その場で採りたてのニラなどを入れた焼きそば

を作って食べたりしました。落花生は塩ゆでし

て食べると美味しいです。そのうち、家の近く

の畑にも空きがでて、さらに 5 坪増えました。

夏野菜のキュウリやナスなどは 1 週間収穫しな

いと大きくなりすぎてしまうのですが、近所に

も配り喜ばれました。数年間は両方借りていた

のですが、息子が地元のサッカーチームに入り、

なかなか行けなくなったので、どちらも返して

しまいました。 

 
◆キノコ採り、山菜採り 

 息子が保育園の頃、友人に誘われて何回か秋

に家族で長野県まで天然のキノコを採りに行き

ました。友人の同僚に現地で勤務されているキ

ノコ名人がいて、採ったキノコの中から食べら

れるものを教えてもらい、宿泊先で調理して出

してもらったりもしました。長野で採れるキノ

コで代表的なのは、カラマツ林に生えるハナイ

グチで、現地ではジゴボウと呼ばれています。

ナメコを大きくした感じで、食べ応えがありま

す。濃い塩水に漬けて虫出ししたり、保存用に

塩漬けする方法も学びました。実は横浜でもキ

ノコが採れます(写真 1)。代表的なキノコはナ

ラタケで、埋もれた枯れ枝などに発生します。

もろく崩れやすいのですが、煮るとしっかりし

て食べると歯ごたえもあり、良いダシも出ます。

10 年ほど前、雨が降った後の週末に自宅から車 



  －機器・試薬 41(5)，2018－ 

  －552－ 

 
写真 1 横浜で採ったキノコ 

 
で十数分くらいの里山へ行った際に 1 度だけ、

小雨の中で一面にナラタケが生えて輝いていて、

とても感動したことがあります。他にもスッポ

ンタケ、ハタケシメジ等も見つけたことがあり

ます。残念なことに、私が採ってきたキノコを

家族は食べてくれず、妻の友人お 1 人だけがも

らってくれました。 

 山菜採りというほどではありませんが、ツク

シ、セリ、ノビル、ミツバ、タンポポなどは採

って食べたことがあります。横須賀の山では、

ニリンソウという山菜を採り、お浸しにして美

味しくいただきました。この山菜は、猛毒のト

リカブトに似ているので注意が必要です。 

 
◆パソコンと携帯情報端末 

 息子が生まれた頃は、個人のパソコンは Mac

を使っていました。その頃は、クローズドなネ

ットワークであったパソコン通信からインター

ネットへの移行期でした。息子の写真を離れて

暮らしている両親へ見せたいと思い、ホームペ

ージを作りました。エディタというソフトで文

章を入力、文字の大きさや写真の配置などを 

HTML 言語で指示する方法で作りました。ホー

ムページで息子の成長を見ることができるよう

になり両親も喜んでくれました。携帯情報端末

の先駆けである、Apple 社の  Newton テクノロ

ジーを使った  MessagePad というデバイスを購

入し、持ち歩いてスケジュールを管理したり、

Newton のユーザーグループにも参加、プログ

ラミングについて少し勉強し、当該端末の開発

者としての登録もして、1 つだけですがフリー

ソフトも公開しました。職場で Windows PC を

使うようになり、プライベートでも Mac は使わ

なくなっていましたが、先日、Windows PC が

壊れたことをきっかけに、思い切って Macbook 

を購入しました。メールやファイルの移行を苦

労しながら少しずつやっています。 

 
◆クレジットカードと航空会社のマイル① 

 若い頃、良く分からずアメックスのゴールド

カードを作ったことがありましたが、ほとんど

使わずに数年で解約しました。その後、ダイナ

ースカードを作りましたが、年に数回、空港で

カード会社と提携しているラウンジでドリンク

をいただくくらいしか活用できていませんでし

た。旅行時には JAL 便を利用することが多かっ

たことから、JAL カードを作り、支払いを JAL 

カードに集中しました。このカードは、利用額

に応じ JAL のマイルが貯まります。もちろん飛

行機に乗ってもマイルが貯まります。そうして

貯めたマイルを最も有効に使えるのが特典航空

券への交換です。息子が高 3 の夏はさすがに家

族旅行は自粛しました。その代わり、妻の両親

と私の 3 人でドイツへ行ってきました(写真 2)。

実は義父が以前からドイツへ行きたがっていた

のですが、なかなか機会がなかったので、私が

提案して実現しました。この時に JAL のマイル

を使って 3 人分の特典航空券を発券しました。

写真は行きの機内でのものです。クレジットカ

ードの保有枚数は一時  22 枚まで増えましたが、

現在は 12 枚に減らしました。年会費が高額な

カードもありますが、家族カードが無料で、提

携している高級レストランのコース料理が 1 名

分無料になるなど、いろいろ特典があるので持

ち続けています(写真 3)。 

 
◆クレジットカードと航空会社のマイル② 

 皆様は、アメリカではクレジットカードの利

用履歴(クレジットヒストリー)が個人の支払い

能力の判定(与信)に大きく影響することをご存

知でしょうか。クレジットヒストリーから算出

されるスコアが高いほど、例えば住宅ローンを 
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写真 2 

フランクフルト行の JAL 便の機内にて義父母と 

 

 
写真 3 

JCB、ダイナース、アメックスのクレジットカード 

 
少ない利子で借りられるそうです。日本でもキ

ャッシュレスが進んできていますので、これか

らアメリカみたいになるかもしれません。息子

が大学生になって間もなく、学生専用である、

JAL カード navi を作らせました。仕送り用の口

座から引き落とす設定にして、コンビニでの少

額利用でも使ってクレジットヒストリーを積ま

せています。このカードは年会費無料で、30 万

円利用すると 3,000 マイルたまります。他にも

毎年初回搭乗時に 1,000 マイルもらえるなどの

特典があります。このカードを持っていること

で、繁忙期以外は 3,000 マイルで国内線の片道

特典航空券に交換できます。通常、羽田から沖

縄まで片道 7,500 マイル必要なところを半分以

下で乗れます。息子が帰省する際には、可能な

限り 3,000 マイルでの特典航空券を利用してい

ます。JAL カード家族プログラムに登録するこ

とで、家族のマイルを合算して使うことができ

ます。 

 
◆株主優待券 

 息子が大学生になり、沖縄へ行ってしまいま

した。一人暮らしを満喫している息子は、なか

なか帰省しません。そこで、こちらから定期的

に行くことにしました。どうせなら連休に行き

たいところですが、繁忙期の航空券は事前決済

の割引料金でも高額になります。そのような時

には、JAL も ANA も発行している株主優待券が

有用となります。国内線の航空券が半額になり

旅程変更も無料です。何度かチケットショップ

で 購 入 し ま し た が 、 価 格 が 時 期 に よ っ て は 

3,000 円から 6,000 円程度と大きく変動します。

そこで、自分が株主になることを思いつき、

JAL と ANA の株を購入しました。株主優待券の

有効期限は発行後 1 年間ですが、使う予定がな

い時にはチケットショップで買い取ってもらえ

ます。 

 
◆航空会社のステータス 

 JAL には JAL Mileage Bank(JMB)、ANA には 

ANA Mileage Club(AMC)という会員制度があり

ます。どちらも、実際に乗った際にのみ得られ

るポイントが 1 年間で 50,000 ポイントに到達す

ると、上級会員資格(ステータス)を得ることが

で きます。そして、それぞれ  JAL Global Club 

(JGC)、ANA Superflyers Club(SFC)に入会でき

ます。航空会社専用の有料のクレジットカード

を作る必要がありますが、1 度資格を得るとカ

ード年会費を払い続けることでステータスを維

持できます。クレジットカードを持ち続けるこ

とでステータスを維持できるのは世界でも JAL 

と  ANA だけと思われる制度で、さらに、家族

にもクレジットカードを作ることで、家族にも

同じステータスを付与することができます。私

は、息子に会いに沖縄へ行ったり、家族で海外

旅行へ行ったり、○○したりして、ステータス

をゲットしました(写真 4)。上級会員になるメ

リットはいろいろありますが、空港のカウンター 
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写真 4 JAL のステータスカード 

 

が混んでいる時に上級会員専用のカウンターが

利用できます。また、空港での待ち時間に航空

会社専用ラウンジを利用できます。また、空席

待ちの優先順位も高くなり、遅延・欠航等の際

にも迅速に対応していただけます。飛行機での

出張が多い医師仲間や、旅行に良く行く仲間に

もステータスを持っている人がいます。 

 
◆旅行 

 息子が受験の時以外は、毎年のように妻と息

子の 3 人で海外旅行へ行っています。これまで

に行ったところは、ハワイ、グアム、アラスカ、

シンガポール、フランス、イギリス、ドイツ、

ドバイ、北京などです。妻が晴天率が高く海が

きれいで治安も良いハワイを気に入っており、

何回か行きました。レンタカーでワイキキから

カイルアビーチや、全米トップ  10 のビーチに

選ばれたこともあるラニカイビーチへ行って、

まったり過ごしたりしました。アラスカへはオ

ーロラを観に行ったのですが、空港の外に出て、

－50 度の空気を吸い込んだ時には肺が痛くなり

思わず咳込みました。その際に宿泊したチェナ

ホットスプリングスの露天風呂では息子の髪の

毛が立ったまま凍ってしまいました(写真 5)。

今年の 5月には初めて中国本土に行くことにし

北京を訪れました。前月に知り合った北京在住

の日本人医師や北京大学で学ぶ日本人医学生達

に北京大学構内の見学や市内観光をガイドして

いただきました。車をチャーターして行った万

里の長城も素晴らしかったです。今年もこれか

ら夏休みをいただき、人生観が変わると言われ

ている場所へ行ってきます。 

 
写真 5 アラスカでのオーロラ観測時の防寒具 

 
◆マラソン① 

 －走り始めたきっかけと新たな出会い 
 飛行機に乗る頻度が増えて、お得な乗り方や

旅行情報を調べているうちに、ブロガーの方々

と繋がりができました。2014 年の秋、たまたま

私の実家がある甲府で、帰省する日にオフ会が

あるとのことで参加してきました。そこで、マ

ラソンランナーさんと知り合い、以前ハーフマ

ラソンまで走ったことがあると話すと「また走

りませんか？」と誘われました。これが、わた

しと自称「のろまなランナー」さんとの出会い

でした。彼は翌年 5 月に、山梨で開催された、

南アルプス桃源郷マラソンに一緒に参加してく

れました。私にとって  20 年近くぶりのマラソ

ン大会でしたが、途中で左膝が痛くなり足を引

きずりながらも何とか完走しました｡「のろま

なランナー」さんは、白鳥のコスプレをして走

ることが多く、目立つので他のランナーから

「スワンちゃん」と声をかけられたり、一緒に

写真を撮られたりしていました(写真 6)。 

 大会後、あまり走らなくなってしまっていた

ある日の風呂上がりに、妻から「そのお腹、何

とかしなさい」と言われてしまいました。そこ

で、いつかはフルマラソンを走ってみたいと思

い、主にジムで走り始めました。たまに実家へ 
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写真 6 南アルプス桃源郷マラソンで 

     「のろまなランナー」さんと 

 
帰ると、近くの河川敷を走るようにしました。

そして、2016 年  6 月に参加した函館マラソン

(ハーフ)で新しい出会いがありました。大会前

日は嵐で、当日も肌寒く小雨が降り、少し風も

吹いていました。スタート前に競技場内に並ん

でいたところ､「医師」という赤いビブスを着

た 3 人組を近くに見つけました。思い切って話

しかけたところ､「日医ジョガーズ」という団

体に所属していて、公式に医師として走りなが

ら何かあった時に対応しているとのことでした。

私は、2011 年に検査部の医師となってから、い

わゆる医者らしいことは、国際線の機内で体調

不良者への対応くらいしかしていなかった(そ

の時も内科医の妻を呼んで任せていた)身とし

て、医師としてマラソン大会に参加したいと思

いました。大会が終わってから早速、日医ジョ

ガーズのホームページから入会申し込みをしま

した。函館マラソンでお会いした医師のお 1 人、

ちぎら医院の千木良淳先生は、2017 年に「西荻

式ダイエット：飲み屋通いを続けてもムリなく

やせる」を上梓されました。先日、一緒に飲み

ながらノウハウを教わってきました。 

 
◆マラソン② －初フルマラソン！ 

 2016 年 10 月に神戸で初フルマラソンを走り

ました。抽選に当選してからホテルを探したの

ですが見つからず、カプセルホテルになりまし

た。カプセルホテルにも神戸マラソン参加者用

のプランがあり、大浴場もあり良かったです。

神戸マラソンでも日医ジョガーズが公式支援を

していますが、私は間に合わず、一般ランナー

として走ることになっていました。前日の日医

ジョガーズの打ち合わせ兼懇親会で、多くの先

生方と交流させていただきました。私の初フル

マラソンのタイムは、4 時間 25 分 46 秒でした。

一般的に初心者はオーバーペースになり後半失

速しやすいとのことでしたので、かなり意識し

て前半抑え気味に走ったこと、こまめに水分や

栄養補給をしたことで 30 km の壁というものも

経験せずに済みました。実は、2 週間後に沖縄

で開催される NAHA マラソンにもエントリーし 

ていました。この大会は、マラソンを再開する

きっかけになった「のろまなランナー」さんと

南アルプス桃源郷マラソン以来でご一緒させて

いただきました。前夜祭と称して、彼の知り合

いの「チームちんすこう」というトライアスロ

ンチームの方々との飲み会に入れていただき、

たくさん飲みました。そこで、ちんすこうを作

っている会社の人や、千歳 JAL 国際マラソンの

運営に関わっておられる千歳市在住のランナー

さん達とお知り合いになりました。NAHA マラ

ソンは完走率が例年 70%くらいと低く、その理

由は地元の人が半分くらいの距離を走ったらリ

タイヤするからと聞いたことがあります。沿道

での応援がとても温かく、個人でランナーにド

リンクなどを配ったりされる方も少なくありま

せん。中にはビールをくれる方もいます。私が

参加した日は例年より気温が高く、熱中症での

リタイヤも多く、救急車の出動が多かったです。

完走率は 50%台だったと思います。 
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◆マラソン③ 

 －ランニングドクター始動 
 さて、日医ジョガーズのメンバーとして、初

めて公式に参加したのは、2017 年 2 月の東京マ

ラソンです。他の大会では、スタートからゴー

ルまで走ることができるのですが、この大会は

特別で、スタートから 10 km 地点までの 10 km 

か、10 km 地点からゴールまでの  32.195 km の

どちらかとなります。また、メンバーは時間差

でスタートして、ペースも指定され、バランス

良く医師が配置されるように運営されています。

私が走った時は、ゴールが東京駅近くに変更さ

れた年で、ゴールしてから着替えをする場所に

着くまでに距離があり、途中で具合が悪くなる

方もいらっしゃいました。東京マラソンでは、

私の勤務先とは別の横浜市立病院の工藤先生も

ランナーとして参加されており、一緒に写真を

撮りました(写真7)。 

 
◆マラソン④ 

 －マラソンを通したふれあい 
 離島でのマラソンは、大きな大会とは違った

趣があります。自然を感じながら気持ち良く走

ることができます。初めて参加したのは、2017 

年 11 月の、たらま島一周マラソンです(写真8)。

多良間島は沖縄県にあり、宮古島経由で行けま

す。こちらも「のろまなランナー」さんにお世

話になりました。大会には、宮古島の有名な警

察官人形である「まもる君」の格好をしたラン

ナーの､「リアル守る君」も参加していました

(写真 9)。参加人数が少ないので、町の人が参

加者名簿を見て、私の名前を呼んで応援してく

れます。マラソン後は、多良間島の小学校の体

育館で、現地の方とのふれあいパーティがあり

ました。 

 フルマラソンを走るようになって、いつか走

りたいと思っていたホノルルマラソン。思い切

って 2017 年 12 月に行ってきました。この大会

も「のろまなランナー」さんに連れて行っても

らいました。ホノルルで、彼から紹介されたの

が自称「P ちゃん」という女性ランナーです。 

 
写真 7 東京マラソンにて工藤先生と 

 

 
写真 8 たらま島一周マラソンで力走中 

 

 
写真 9 「リアルまもる君」と 
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彼女は多い月には 300 km も走っていたそうです。

私は後半バテて失速し、4 時間 4 分 53 秒のタイ

ムでしたが実力は出せたと思います。「P ちゃ

ん」は  3 時間 14 分台で走り、年代別で  1 位と

いう素晴らしい成績でした。そして､「P ちゃん」

と「のろまなランナー」さんが毎年参加してい

るヨロンマラソンに私もエントリーすることに

なるのです。 

 
◆マラソン⑤ －なんとか完走 

 ヨロンマラソンは、沖縄県の島の中で最も鹿

児島県に近い与論島で 3 月に開催されます。土

曜日に主催者による歓迎パーティがあり、日曜

日も走った後に、ふれあいパーティ、そして宿

での「与論献奉」という儀式に則った飲み会が

あります(写真 10)。与論島に就航している JAL 

も協賛していて、沿道で CA さんが応援してく

れます。 

 私はこの大会で､「なんとか完走」の文字と

似顔絵の書かれた黄色の T シャツを着て走りま

した。実は、日医ジョガーズに所属されていた

歯科医で、去年亡くなられた下山盛司先生とい

う方がいらっしゃいました。お会いしたことは

なかったのですが私と同い年と知り、メンバー

が作った下山先生 T シャツを購入させていただ

きました。前半飛ばし過ぎ、これまで走ったフ

ルマラソンの中で一番アップダウンがきつく、

途中で何度も歩いてしまいましたが、沿道の方々

から「なんとか完走、がんばれ！」と温かい応

援をいただいて何とか完走しました(写真 11)。 

 
◆マラソン⑥ 

 －高い目標を目指して！ 

 私の妻が「陸王」というテレビドラマを見て、

マラソンに興味を持ち、ジムで走り始めました。

妻は山中伸弥先生のファンでもあります。山中

先生はフルマラソンを 3 時間半以内で走られる

アスリートです。私の知人の医師が山中先生と中 

 

 
写真 10 ヨロンマラソン前夜祭にて 

 

 
写真 11 終盤の上り坂頂上で JAL の CA さんと 
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高時代の同級生で、年に 1 回は一緒に飲んでい

ると聞き､「そのうち山中先生と一緒に走りた

いので、宜しくお伝え下さい」とお願いしてお

きました。妻には「フルマラソンを 3 時間半以

内に走れるようになり、いつか山中先生と一緒

に走りたい」と伝え、妻も山中先生に会うため

フルマラソンを目標にすることを勧めました。

私は、10 km ほど走ると左膝が痛くなってきま

す。マラソンはフォームが重要で、できるだけ

足に負担をかけないように走る必要があります

もっと速く走るためにはフォームの改善が必要

です。 

 まず、今年の 7 月に走った函館マラソンの前

日のイベントで、金哲彦氏のランニングクリニ

ックに参加しました(写真 12)。少しコツが掴め

た気がしたのですが、4 時間を切ることはでき

ませんでした。そこで、日経新聞の記事で見つ

けた、東京大学駒場キャンパス内にある、QOM 

ジムへ行ってみることにしました。QOM とは、

「Quality of Motion」の略で､「動作の質」を高

める目的で開発された機器を使ってトレーニン

グができます。アスリートだけでなく、高齢者

もいらっしゃっており、体力維持や介護予防に

も有効です。私は月に 2 回程度通い、骨盤の使

い方などを体に覚えこませています。次の大会

は  10 月の横浜マラソンなので、そこで効果を

実感し、サブ 3.5 に向けて弾みをつけたいと思

っています。 

 
写真 12 金哲彦氏のランニングクリニックにて 

 
◆おわりに 

 マラソンについては、まだ 3 年ほどの経験し

かありませんが、他に書かせていただいたこと

について、詳しく知りたいこと等がありました

ら、遠慮なくご連絡下さい。人間は動物であり、

数百万年の人類の歴史において、つい数千年前

までは日々、自然の中を動き回っていたはずで

す。体調を維持するために適度な運動と自然に

触れることは必要と考えています。これからも、

時間を確保して実践していきます。お付き合い

いただき、ありがとうございました。 

 
 

           読者の方にはさまざまな趣味をお持ちの方がおいでかと思います。 

           編集室では本コラムへのご投稿を心よりお待ちいたしております。 
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