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私とアルバイトと車
出原

悠（元）伊藤忠商事
家庭教師については我が家で塾を開き、1 週間に

１．私が経験したアルバイト
私が車に興味を持つに至った経緯は、学生時代の

3 回、7 人の中学生に来てもらい、英語と数学を教

アルバイトと密接に関係があるので、まずは当時の

え、月謝が一人 2,000 円で、合計 1４,000 円の月次

アルバイトについて述べた後に本題に入りたいと

収入であった。更に週 2 回通いで姉弟を教えて、月

思う。

謝が合計 6,000 円で、家庭教師で月に 20,000 円の
収入だった。

我が家は経済的に余裕がなく、大学もコストの安
い国立に行くことが求められていたが、現役では国

沖仲士は田町の五十嵐運送の下請け、中村荷役と

立に受からず、又一浪の生活もついついものんびり

いう会社で、朝 8 時に田町の駅を海側に降りて、待

して、パチンコ屋,喫茶店通いをして遊び惚けてお

っているとトラックに乗った手配師が来て、10 名

り、ハッと気が付つくとすでに 10 月で、２浪をす

ほどをピックアップして、中村荷役のある埠頭に連

る余裕は我が家にはなく、その時期から国立大学 9

れて行ってくれた。仕事の内容は 300 トンから 500

科目の入試勉強はとても無理で、やむなく入試科目

トンの艀船に積まれた冷凍マトンを手鉤によって

の少ない私立を受験せざるを得ない状況に追いや

コンベーヤーに積み込み、陸揚げする作業で、一人

られた。入試科目が５科目で、得意科目の英語の配

一日 50 トンぐらいの陸揚げ量であった。もう一つ

点が高く、更に入学金が私立で一番安い大学はどこ

の作業は、外気温が＋30 度程度で、－15 度程度の

かとチェック結果、慶應義塾大学の商学部がその条

冷凍庫の中で(温度差 45 度程）
、マトンを段ボール

件に合うことが判明した。入学金は当時私立では慶

箱に詰めて、倉庫内で荷済みする作業だった。30

應義塾大学が一番安く、確か 27 万円、英語の配点

分に一度の休憩があった。一緒に働くおじさん達か

は 200 点で、その他 3 科目（数学、社会と国語）

ら、「お前は本当に慶應大学の学生か、もしそうな

が各々100 点で、合計 500 点満点だったと記憶して

らもっとましな仕事があるだろう！」と訝しがられ

いる。数字については若干誤りがあるかもしれない

た。要はペイがよかったのがその理由で、当時で一

が、ボケも進んでおり違っていたら、お許し願いた

日 1,500～2,000 円ぐらいの報酬であったと記憶し

い。いずれにせよこの学部に絞り、予備校に行く時

ている。3 日ほど連日田町の駅を出たところで待っ

間ももったいなく、毎日家で 15 時間ほど集中的に

ていたが、4 日目ぐらいから、手配師が「明日から

勉強した。その結果何とか慶應義塾大学商学部に入

は直接埠頭に来い」ということで定期採用となった。

学できた。入学金だけは親が何とか工面してくれた。

「殆どの日雇い人が、まして学生は、仕事がきつい
ため一日でやめてしまうが、お前は 3 日も続いたの

その後学費を稼ぐために、私のアルバイト生活が

で、手配師の仲介は不要」ということになった。

始まった。いろいろな種類のアルバイトを経験した。
ベースの稼ぎは、一年を通しての家庭教師で、更に

もう一つのきついアルバイトは定期便トラック

夏休み、冬休み、春休み等合計で延べ 5 ヶ月程度の

の運転助手であった。川崎運送という川崎市中原区

休み期間に、定期便大型トラックの運転助手、沖仲

にある運送会社の 16 トン積みの日野製のトラック

士、外国人の観光ガイド、農林省などの通訳、デパ

で、仕事の内容は、サントリービールの運搬で、毎

ートでの包装、事務手伝い等を経験した。

朝 5 時に中原区の会社に出勤して、トラックを掃除
して待っていると 6 時ぐらいに運転手がやってき
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て、府中のサントリービールの工場に行き、ビール

ト(雇い主は金属屑を主に扱う問屋さんで、かなり

の入った大瓶、中瓶、小瓶の木箱のケースをトラッ

景気は良かった）があったが、この姉弟を 2 年ほど

クに積み込み、都内の酒問屋、酒店に運送し、現地

教えた結果、2 人とも幸運なことに志望校に入学す

でビール瓶の詰まったケースの荷下ろしと空にな

ることが出来て、そのお礼として、車プリンス

ったビールのケースを積み込み、再びサントリービ

Skyline（スカイライン）2000 の中古車、
（新しい車

ールの府中工場に空のケースを届けるのが日課で

を購入予定とのこと）を差し上げたいという嘘のよ

あった。当時はまだフォークリフトの普及が進んで

うな、真の申し出でであった。大変うれしいお話し

おらず、府中工場以外は、ビールケースの積み下ろ

ではあったが、まさかタダで頂くわけにはいかず、

しが、運転手と 2 人での手作業で、さすがに 16 ト

それまでに貯金していた 10 万円をお支払いするこ

ンの積み下ろしはきつい仕事であった。たまに山梨、

とで頂くことにした。駐車用の車庫は、家の横にあ

長野方面の問屋への長距離運搬仕事が入り、この場

った畑をつぶして、何事にも器用な父が波型のトタ

合は一日の都内での仕事を早めに切り上げ、府中工

ン板と柱で作ってくれた。兄が大学を出て就職し、

場でビールケースを 16 トンフルに積み込み、17 時

自分の出費で日産の Cherry（チェリー）を購入す

ごろ中原区の会社に戻り、家に帰って 5 時間ほど睡

るまで、我が家の自家用車となった。私の学生時代

眠をとって、再び夜中の 23 時頃に中原工場に出向

の収入は、月収でピーク時には 45,000 円を超えて

き、そこでトラックを磨いて待っていると運転手が

おり、会社に入社した時の初任給が確か 32,000 円

24 時ごろに現れ、出発となった。当時中央高速道

であったので、学生時代の方が稼いでいたことを覚

路はまだ出来ておらず国道 20 号線を走るのだが、

えている。

曲がりくねった急カーブの山道は、場合によって助
手席が道路端外れて、谷底の上にあると思われる場

余談となるが、以上から皆さんが憶測されること

所もあり、さすがに怖く、最初は緊張で眠らなかっ

として、「出原は大学時代、体育会系のクラブに所

たが、やがて慣れて、睡眠をとることが出来た。本

属していたのではないか！」ということですが,実

来長距離の仕事は 1 泊 2 日の仕事であったが、運転

は私は慶應義塾大学の名門学術クラブ、KESS(Keio

手が稼ぎを少しでも余計にするため無泊 2 日の仕

English Speaking Society=英語会)に所属しており、

事で、運転手はこの一度の仕事でおよそ 15,000～

4 年間このクラブ活動は、KESS 卒業といわれるく

20,000 円稼いでいたと思う。私も 8,000～10,000

らい真面目に活動し、3 年生のときには全日本大学

円程度のペイであったと記憶している。更にこの仕

2 人制ディベートコンテストに出場して準決勝ま

事で怖かったのは、国道で走っている途中で、急に

で戦った経歴もあった訳です。その時のテーマが

U-ターンが必要となり、運転手から「対面交通の

「日本では小選挙区制選挙制度が採用されるべき

車を止めてこい！」という指示を受けると、かなり

か、否か！」であり、その準備のためにかなりの時

のスピードで走ってくる対向車の車に止まっても

間を費やした記憶がある。

らうのは至難の業で苦労したのを覚えている。他の

【写真①2 人制ディベートコンテスト(於：朝日新

アルバイトは前述の二つと比べると楽なもので、観

聞本社)にてパートナーと筆者】

光ガイドなどは、本社で翌日羽田に到着する外人の
写真と詳細をもらって、翌日空港で出迎え、その後

更に 予備校時

2～3 日から 5 日ぐらいの観光通訳ガイドで、楽し

代、学生時代に

く会話を楽しみながらの仕事で、ペイもそこそこで

通っていた喫茶

あったが、長期間継続的に仕事が入るわけではない

店のオーナーマ

のが欠点であった。包装の仕事、事務手伝いなどは

スターが、他に

楽な仕事ではあったがペイが今一つであったこと

もイタリアンレ

を記憶している。

ストランとバー

先に述べた家庭教師で週 2 回の通いのアルバイ

を経営しており、
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彼からその息子さんの家庭教師を頼まれたが、私は

る事を決めて、この時初めてドイツで車を購入した。

時間的余裕がなく、大学の同期の親友にその話を譲

最 初 の 車 は German Ford Taunas( 通 称 Bade

った。このオーナーは当時では珍しいレーサーで、

Wanne,浴槽)の中古車であった。その名前の由来は

日本で初めてと思うが、鈴鹿のサーキットで開催さ

フロントにあるバンパーの形が、ドイツの家庭の浴

れたグランプリに 3 位入賞した車好きのマスター

槽の形に類似している為である。

で、彼が当時日本では 3 台しかないといわれた、
Stingray Corvette（スティングレーコルベット）を

【写真②AUTBAHN サービスエリアで車と語学学

乗り回しており、その車の助手席に乗せていただき、

校の友人と筆者】

当時開通したばかりの第三京浜を時速２００㎞超
へのスピードで走ったことと、先述した通り、車を
家庭教師のお礼としていただいたことが、その後私
が車好きになるきっかけで、更に車の運転のスピー
ド狂になったのは、その後の会社勤めで、スピード
制限のないアウト―バーンの張り巡らされたドイ
ツに駐在したことによる。
２．これ以降が本題
1968 年伊藤忠商事に入社し,配属は輸出鉄鋼部、

Passau の語学学校では中級Ⅰを 4 ヶ月、中級Ⅱ

特板課であり、亜鉛鉄板、ブリキ、珪素鋼板の輸出

を 1 ヶ月、合計 5 ヶ月受講し、1 ヶ月の休みの後、

担当課であった。当初は船済み担当であったが、1

Ebersberg の語学学校で中級Ⅱを 2 ヶ月受講の後、

年後程度に先輩が急に駐在することになり、USA

1971 年 4 月 22 日から Goettingen 大學商学部に入

向けブリキの輸出営業担当となった。入社 2 年後の

学した。Passau 滞在中、この車での旅行はドナウ

12 月初めに、メーカー回りを終えて、会社に戻る

川に沿って下り、Wien を見学したり、又オースト

と机の上にメモ書きがあり、「人事部に至急来られ

リーの Innsburg,Salzburg など歴史があり、欧州ア

たし！」とのことで、「何か悪いことしたかな？」

ルプスの入り口といわれる風光明媚な観光地を訪

と恐る恐る人事部に顔を出したところ、人事部長よ

れた。Goettingen 大学での滞在は同年 7 月末まで

りいきなり「君にはドイツ研修生としてドイツに行

となり、その間欧州滞在の証として、欧州を車で巡

ってもらうことになった。担当課長にはすでに伝え

る旅を企て、二人用のテントをもって、語学学校で

てあるので、4 月に出発ということで準備してくだ

知り合った日産出身の研修生、高橋元氏と共に

さい！」という辞令を頂いた。自分では USA 向け

1971 年 6 月 8 日に Goettingen を出発し～6 月 24

ブ リ キ の 輸 出 担 当 で 、 地 域 的 に は San

日 に戻ってくる、
6,620 ㎞に及ぶ大旅行であった。

Francisco(SFR),Los Angeles(LOS)向けが多く、且

旅行の前に Ford Taunas を Fiat1800 の中古車(この

つ大学も英語会であったので、勝手に駐在は SFR

車の写真は残っていない)に買い替えた。Taunas の

または LOS であろうと想像していたが、語学研修

調子が今一つであったので買い替えたが、この切り

生で、しかもドイツとは全く想像外であり、ドイツ

替えが凶と出て、Paris から Bordeaux に向かう田

ばかりか欧州の事は何も知識のない自分には驚き

舎路で、バッテリーが上がってしまい、フランス語

以外の何物でもなかった。1970 年 5 月にドイツの

が判らず苦労し、結果的にバッテリーを買い替える

Brilon という小さな町の語学学校、Goethe-Institut

必要性有ということで、いきなり Ffr300 の出費と

に入学、初級ⅠとⅡのコースを合計４ヶ月受講し、

なってしまった。

そ の 後 8 月 末 に 南 ド イ ツ の Passau と い う 町
(Inn,Ilz,Donau の 3 本の川が交わる、三角州の上に

旅 の 全 行 程 は 、 Goettingen 発 、 Kassel 、

ある歴史のある素晴らしい町)の語学学校に移動す
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Duesseldorf,Koeln,Aachen( こ こ ま で ド イ ツ ) 、

この車は私の期待を裏切ることなく高性能で、ドイ

Liege,Brussel（ベルギー)、Paris,Tours,Bordeaux

ツの Autobahn で時速 200 ㎞は楽々とでて、スピー

(フ

ランス)、SaintCebastian,Bilbao、

ドを抑えるのに注意する必要があった。夏の休暇シ

Madrid,Cordoba,Sevilla,Cadiz,Algeciras,Malaga,Gr

ーズンにはこの車でスイスのアルプス越えをして

anada、Alicante、Valencia（スペイン)、Marseille、

ユーゴスラビアのリエカ、イタリアのベニス、ロー

Canne,Nice,Chamonix(

マを家族と共に訪れ、欧州での最初の駐在生活を満

フ

ラ

ン

ス

)

、

Grinndel-Wald,Luzern,Zuerich(スイス)、Stuttgard、

喫した。

Goettingen(ドイツ)で、途中印象に残ったことは、
一つは Paris から Bordeaux に向かう田舎路が、い

【写真④家族と登ったイタリードロミテの山頂】

つまでも真っ直ぐな直線で、フランスの国土の広さ
を認識した。次はピレネー山脈を越えて、
SaintCebastian に入った時の大西洋に面した砂浜
の色と広大さであった。次に Cannes,Nice の海岸は
欧州で見る初めての Risort 地区で、写真で見てい
た印象より強烈で、Paris の住人がこぞって休暇に
訪れ、バカンスを楽しむ風習が判るような気がした。
1971 年 8 月 1 日に研修生活を終了して日本に帰国
して、再び特板課に所属することになり、その時の
我が家の車は依然として日産の Cherry で,兄の運転

この車に関するエピソード、一つはドイツの

で会社迄一緒に乗っていくことが時々あった。

Autobahn ではカーブは別として、直線は原則速度
制限無しであるが、直線でも交通モデル地区があっ

1974 年頃北部欧州向けの鋼材輸出の増強の為、

て、そこだけは制限速度 100 ㎞/h だったが、駐在

ドイツのデュッセルドルフ(DSL)支店の鉄鋼部隊

当初そのことを知らず、Frankfurt に向かう交通モ

の増員が急務となり、私のドイツの駐在員として赴

デル地区で、いきなりスピード違反で捕まり、罰金

任が決定し、同年 3 月に駐在することになった。車

と減点を食らってしまった。もう一つは Italy の大

に目覚めた私は、赴任前にドイツ車をいろいろ調べ

都市では、ドイツ車は盗難の危険がもっとも高い地

て、BMW2002TII という中型であるが、馬力、性

域で、ホテル前のチェックインをしている最中に車

能は素晴らしく最高速度は時速 230 ㎞を誇る車を

が盗まれることがよくあると聞いていた。Roma の

購入することを決めて、現地に赴任した。当時伊藤

ホテルにチェックインしようとしたところ、私の前

忠ドイツ店では、私のような若造は、まず中古車を

に車を止めてチェックインしていたドイツ人がホ

買って、ある程度駐在生活に慣れたところで新車を

テルから出てきた途端に、「車がない、盗まれたよ

購入するというのが慣例であったようだが、私は一

うだ！」と大声を出して騒いでいるのを目のあたり

切気にすることなく、BMW2002TII のオレンジ色

にして、恐ろしい国だと思った。「車はホテルの駐

の新車を購入した。

車場に入れて、鍵をかけて、Roma にいる間は乗ら

【写真③DSL の自宅前で車と筆者】

ないことがかしこいやり方だ」というフロントの助
言に従ったことで、無事車を盗まれずに済んだこと
である。
ドイツに駐在中に、次女と長男が誕生して、家族
が増えたこともあり、この BMW2002TII では手狭
になった事もあり、三井物産の駐在員が「帰国する
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ので車を売りたい」ということで、彼の車、白の

もう一つの大事な仕事は車の購入であり、どの会

BMW525(サンルーフ付き）を譲って頂くことにな

社の、どのタイプの車にするかはマンションの購入

った。

決定とは異なり、慎重に検討結果、エンジンが強い
といわれる日産の車ということで、日産の中古車デ

【写真⑤DSL の自宅前での BMW525】

ィーラーを訪れ、何台が試乗し、結論として
Laurel(ローレル）を選択した。
【写真⑥自宅の駐車場にての同車】

今までの車は日本館というレストランの寿司職
人にお譲りし、これが縁で彼とはお付き合いが続き、
彼が帰国後に赤坂で開店したお寿司屋に、今でも家
族全員で通っている。
この BMW525 は重心が低く、
安定性がよく、加速も素晴らしかったが、その後 1

この車も期待を裏切らず、伊藤忠の保養所のある

年で私の帰国が決定し、残念ながら手放し帰国する

那須山荘とか、木曽駒山荘、更に美ケ原、渋池、大

ことになった。

沼などをこの車でゆったりと気分よくドライブし
て訪れ、我が家全員の趣味であるトレッキングに花
を添える役割を果たしてくれた。

日本に帰国して、最初の大仕事は住まいの(マン
ション)の購入と車の購入で、マンションは帰国前

【写真⑦木曽の千畳敷カールを登ったところで長

に候補のマンションを下調べしており、羽田に降り

男と筆者】

立ったその足で、下丸子の建設中のモデルハウスを
夕方になったが見学に行き、販売業者の定番の殺し
文句、「これが最後の物件で、これを逃すと今回は
売り切れとなります！」に押されて仮契約してしま
った。夕方でマンションの周りがどうなっているか
もよく確かめずの仮契約で、翌朝そのマンションを
訪ねると、隣が大田区のごみ焼却場であり、当時は
煙突も低くダイオキシンのリスクの可能性もあり、
反対側は三井精機という工場で、昼間は金属板を打
ち抜く音がうるさく、「とんでもない物件を契約し

1991 年 4 月にドイツへの 2 回目の駐在が決まり、

てしまった！」と反省し、女房からは「貴方はいつ

この駐在中は欧州における鉄鋼危機の発生と、ドイ

もそうなんだから！」と小言を食らった。結果論で

ツにおける合弁会社、自動車の外販用の亜鉛鉄板メ

はあるが、その後清掃工場は煙突が高くなり、又こ

ッキライン”BreGal 社”の立ち上げ、合弁のパート

の工場があるが故に新しい高層マンションは建設

ナー会社である Kloeckner Werke, Kloeckner

されず、日当たりと風通しの良さは絶品で、反対側

Stahl の経営危機(結論は和議が成立して倒産は免

の工場は移転して、マンションが建っている。女房

れた）、更にギリシャの合弁会社である Hellenic

も今は自慢のマンションであたかも自分が決めた

Steel Co.(通称 HSC、冷延、ブリキ、亜鉛鉄板の製

ように吹聴している。

造)の経営危機による再建等、かなりしんどい仕事
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が集中して、車を楽しむ余裕は殆ど無く、BreGal

1998 年 10 月に３度目の(研修時代を含めると 4

のある Bremen には DSL から汽車で往復し、ギリ

度目)ドイツ駐在で、この時期の欧州伊藤忠の経営

シャには飛行機で往復する極めて多忙で、過酷なス

環境は極めて厳しく、コストの高い駐在員をできる

ケジュールであった。この時期のドイツでの車は社

限り減らし、ローカルの起用を進めていたこともあ

有車で Mercedes Benz300 で乗り心地、休暇の楽し

り、私の役職はドイツ会社社長、欧州金属部門長、

み等を論じる余裕は殆ど無かった。子供たちの教育

ベルリン支店長、ハンブルグ支店長、ストックホル

に関して、長女は日本で大学生活、次女は DSL の

ム支店長、プラハ事務所長、ブラティスラバ事務所

International School の後、帰国子女枠の受験で慶

長と 7 つの役職を兼務することになり、1 ヶ月の約

應義塾大学に入学、長男も DSL の Internatinal

半分を各支店、事務所を回り、移動だけで時間を費

School の後、慶應ニューヨーク校を経由して、慶

やす特別な駐在生活となった。カンパニーカーは

應義塾大学に入学という結果となり、一般的には、

Mercedes Benz500 であったが、運転手はコスト

海外駐在で苦しむ子供の教育に関しては、我が家は

削減の為廃止となり、自分で運転することになった。

非常に幸運に恵まれ悩まずに済んだ。大変感謝して

私個人としては車及び車の運転が大好きなので、苦

いる。

になるどころか、嬉しい結果であった。

1996 年 4 月に帰国が決まり厚板部長と部門全体

プライベートカーは、ドイツ会社の下が Porsche

を見る部門長代行という役職で、伊藤忠の鉄鋼の商

の 販売店だったことも幸いして、駐在後 1 週間程

売にとっては、経営環境がもっとも苦しい時期で、

度で Porsche928GTS5.4litter(Porsche が米国の市

部門全体で 450 名の在籍者を 300 名までに削減す

場 を 意 識 し て 、 Porsche と し て は 初 め て の

るかなり厳しい特命の仕事を担当することになり、

Automatic 車）
、の中古車を購入した。

子会社、関係会社への出向、移籍、取引先への移転、

【写真⑧DSL のライン川の土手にて筆者とクルマ】

退職支援金の活用による自主退職等あらゆる手立
てで、2 年間で目標を達成し、最後は自分と決めて
いたところ、1998 年 6 月頃に専務より辞令を頂き、
「ドイツ会社の社長が病気の為、急遽帰国すること
になり、後任がお前に決まった」ということで特命
最後の一人として、自分が海外駐在に出ることにな
った。
当時の我が家の私有車はトヨタの青色の Celsior

加速、スピード、安定性等どれをとっても文句の

（セルシオ）CF の中古車(写真がない）で、日産の
車よりクッションが柔らかく、エンジン音も小さく、
極めて乗り心地の良い車で、長距離の運転は楽であ

言いようがなく、ただ 5.4litter マシーンの為、ガ
ソリンの消費量が、なんとリッター当たり 3 ㎞とい
う金食い虫であった。ドイツの Autobahn の直線が

った。この時期は会社勤務 25 周年記念に 25 万円

長く続く場所で、時速 265 ㎞/h という最高速度を

を頂けることになり、国内旅行を選択して、車で家

経験した。このスピードになるとちょっとの油断、

族旅行をして新潟、能登半島、長野を回り、新潟は

道路上の小石等が命取りとなるので、楽しいという

会社の後輩で、その後は仕事仲間になった藤田金属

気持ちはなく、ただ前を一心に凝視することが全て

の今井社長(今は故人)にお世話になり、能登半島回

という経験であった。

りは彼がスケジュールを組んでくれて和倉温泉等
の温泉を巡り、長野では別所温泉に立ち寄り、これ

この車での恐ろしい経験は、DSL の日本人クラ

を機会にその後我が家の温泉巡りが始まるきっか

ブの定例のゴルフ会（当時の開催地はベルギーのリ

けになった特別の旅であった。
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【写真⑨65 歳から 84 歳までの年寄り集団、志賀高

（当時のアルコール規制は 0.5 ミルまでは OK)住

原にて、筆者は左端から 3 人目】

金 DSL の所長を助手席に乗せて、ドイツに帰る
Autobah を時速 180 ㎞で走っていた時に、一瞬居
眠りしてしまい、高速道路を外れて中央の分離帯
（片側 5m 幅の芝生の草地）に右側の前輪と後輪が
入ってしまい、突然とてつもない振動で目が覚めて、
何とか車を制御して、Autobah に戻り大事故に至ら
なかったことは、幸運以外の何物でもないが、それ
以降所長は私の車には同乗してくれなくなってし
まった。
スキー場は北海道のルスツ、ニセコ、フラノ等に

2001 年 4 月に伊藤忠でのお勤めに終止符を打ち、

は飛行機とバスで、東北の安比は汽車とバスで、そ

豊鋼材工業(株）に移籍が決定して、帰国すること

の他本州の野沢、志賀、赤倉、尾瀬岩鞍等は自家用

になり、会社生活最後のお勤めを九州の福岡で果た

車乗り合いで行くことになり、SUV で４WD の車

すことになった。九州は母が博多出身であり、祖母

が最適で、トレッキングに行くのにも適しているの

が熊本と鹿児島の境に浮かんでいる中甑島の出身

で、BMW の SUV3.0 Litter を新車で購入、その後

で、縁のある地で過ごせる幸運を感謝した。豊鋼材

もう少しパワーのある BMW の SUV4.8Litter に乗

は伊藤忠商事 80％、新日鉄 20％が株主で、九州最

り換えた。

大、又国内部門最大のシェアリング業者で、九州の
切り板価格の先導役を務め、市況の安定化を担って

【写真⑩志賀高原の伊藤忠山荘の前で車と友人と筆者】

いる。その役割の重さに身の引き締まる思いであっ
た。同社の専務として 1 年間、社長として 5 年間、
顧問で 1 年間、合計 7 年間を務めさせていただき、
業績は最初の 2 年は赤字、その後 V 字回復して 5
年間黒字であったことは、従業員の努力の賜物であ
り、感謝に絶えない。
カンパニーカーはトヨタの Majesta
（マジェスタ）
の新車(社長に就任した時が買換え時期だった）で、

毎年最低でも 3～4 か所を訪れ、好きな仲間は更

営業所・出張所・事務所は福岡、北九州、大分、延

に 2～3 か所追加でスキーを楽しんでいる。メンバ

岡、長崎、熊本、鹿児島、又工場は、笹栗、大牟田、

ーの年齢は女性 2 人を除くと、一番若いのが 65 歳

北九州、宮崎、延岡、苅田、諫早、鹿児島と九州全

ぐらいで、最高齢は 86 歳だが、腕前は大学時代ス

域に及んでおり、そこへの訪問、特に、大分には新

キー部のキャプテンとか、スキー歴 40～50 年のベ

日鉄の大分製鉄所、北九州には八幡製鉄所もあり、

テランとか、ついていくのに苦労するぐらいの猛者

訪問頻度が高く、苅田、長崎もかなり頻繁に訪れた。

の集団である。

九州の高速道路を操縦性の高いこの車で移動でき
たことは疲れ知らずで、幸運であった。

豊鋼材工業(株)を退いた後、再度ドイツ語の復習

一方プライベートでは、今回帰国した翌年の

を兼ねてドイツの Friburg の Goethe-Institut に 3

2002 年 1 月頃から、スキーの仲間の集まりで白銀

ヶ月ほど勉強に行き、2008 年 8 月に帰国した。堀

会というグループでスキーを楽しむ会がスタート

田副会長(DSL 駐在時代、新日鉄 DSL 事務所長)か

した。

らのお誘いがあり、研修時代を含めると合計 4 回、
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延べ 15 年弱のドイツ滞在で、大変お世話になった

/h で、日本の道路では無用の長物であるが、出だ

事、更にその恩返しの意味もあり、日独の文化交流

しの加速が素晴らしく、都内の道でも非常に楽で、

を促進する公益財団法人日独協会をお手伝いさせ

安全な運転が可能で助かっている。但し高速道路に

て頂くことを決心して、同年 12 月に協会の会員と

乗って、うっかりしているとすぐ 150 ㎞/h 程度の

なって、その後今日まで 11 年強、協会の活動に参

スピードが出ており、慌ててブレーキを踏んで減速

加したり、企画を立案・実行したり、同協会の経営

している。80 歳でこの車を諦め、85 歳までに免許

を見る立場になったり、又ドイツを訪問したりとそ

を自主返上するつもりでいる。私の私有車購入で、

れなりに多忙な毎日を送っている。最近脊柱管狭窄

それまでは中古車であったものが BMW3.0L SUV

症の悪化に伴う体調不良で、協会への出勤は週一度

から連続 3 台新車購入出来た秘訣は、新車購入後 2

程度に絞っている。

～3 年という短期間使用で、次の車を購入する場合、
車のディーラーは新車を購入してほしいので、買い

私が最後に乗りたかった車は AUDI

R8 という

替えの為に持ち込んだ車の引き取り価格を中古の

セダンタイプでスタンダード仕様であるが、実質は

一般市場価格より高く引き取ってくれることによ

高性能スポーツカーで、最高速度は 310 ㎞/h とい

る。

うモンスターマシーンである。新車は値段が高くて
とても手が出ず、今から 4 年前に極上の中古車が、

最後に私の愛車遍歴を順番に記述すると、私有車

逆立ちすれば何とか手の届く値段で売りに出され、

は プ リ ン ス Skyline2000 → Ford Taunas →

これを購入したく、女房に相談結果、「貴方はバカ

BMW2002TII→BMW525→日産 Laurel→トヨタ

ですか！孫の為のアッシーを務める役割があるに

Celsior→Porsche928GTS5.4L→BMW3.0L SUV

も関わらず、ツーシーターのスポーツカーを買って

→ BMW4.8L

SUV → Porsche

MACAN

どうするつもりですか！」と怒られて断念せざるを

TURBO3.6L SUV で、社有車は Mercedes Benz300

得なかった。ちょうどそのタイミングに Porsche

→Mercedes Benz500→トヨタ Majesta、以上であり、

が新しい SUV を売り出すことになり、この車であ

国産車ではトヨタの Majesta、Celsior 日産の Laurel,

れば、マンションの青空駐車場の駐車スペース幅に

外車では BMW、BENZ、PORSCHE の三大メーカ

適合して、うまく車が収納可能となり、又 4WD で

ーの車を運転する幸運と、それを購入するための多

スノータイヤ―をつければスキー場にも行けるの

大な支出があったが後悔はしていない。

で、この新車 Macan Turbo SUV3.6Litter を自分の
車遍歴の最終、打ち止めとして購入することに決め

生まれた家が桁外れの大金持ちであったならば、

て、すでに 4 年目に突入している。

Lamborghini, Ferrari,McLaren 等の supercar を手
に入れて楽しむこともできたかもしれないが、学生

【写真⑪家の駐車場で筆者と車】

時代は学校の授業料を払うのにも苦労し、その後は
普通のサラリーマンとしての私は、これだけの車に
乗れたことは、自分の背伸びした努力にもよるが、
幸運にも恵まれたと事と思っている。昔の車の宣伝
で、
「ケンと Merry のスカイライン」と裏の宣伝で
「家は 4 畳半でも、車はスカイライン 2000GT」を
思い出す。
最後までくだらない文章に長々とお付き合いい
ただき、ありがとうございました。

この車は SUV にもかかわらず最高速度は 260 ㎞
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