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「第２」 の。

　卒業シーズン。 いまでもこんな〝風習〟は残っているのであ
ろうか。

　卒業式が終わると、 女生徒たちはお目当ての男子に殺到、
学生服の 「第２ボタン」 を奪い合った。 なぜにまたと訝 （いぶ
か） しく思ったものだが、 その理由が分からない。

　ある物知りに尋ねてみたら、 こういう理由ではないかと解
説してくれた。 １９６０年 （昭３５） 製作の映画 「紺碧の空遠く 

予科練物語」 がルーツであろう、 と。

　山田五十鈴主演、 脇役には杉村春子、 岸田今日子の名前も
見える。 当時小学生であった私がこの映画を見ているはずも
ないが、 そのワンシーンに、 特攻出撃直前の青年が最後に引
きちぎって、 形見に残していったのが 「桜と錨 （いかり）」 の
第２ボタンであったらしい （ＤＶＤなど映像類を探してみたが残
念ながら入手できなかった。 ご存知の方がいればご教示願い
たい）。 心臓 （つまりハート） に近いそれに、 後世の人々は価
値を見いだしたようだ。

　いずれにしても微笑ましい風景だが、 私の高校卒業式はこ
のような風景とは無縁であった。 それというのも規定の制服
がブレザーで （第２ボタンは腹の上、 である）、 さらに当時席
巻していた大学紛争のあおりで場末の高校もまた自由化闘争
とやらで制服全廃、 毎日私服で通学していたのである。

　社会に出てみると業界はナンバーワンこそ唯一無二で、 「２
番じゃダメなんですか」 と言ったところで聞き入られない。

　本当かどうか分からないが、 「結婚するなら、 一番好きな人
ではなく、 ２番目の相手がいい」 などという〝伝説〟がある
そうな。

　カーネギー鉄鋼会社を創業、 ジョン ・ ロックフェラーに次ぐ史
上２番目の富豪といわれた （昔の話だが）、 米国実業家 ・ アン
ドリュー ・ カーネギーの言葉に 「最初に来た者が牡蠣 （かき）
にありつける。 ２番手が手にするのは殻だけだ」というのがあっ
た。

　先手必勝、 というわけだが、 一方で 「２番手商法」 もある。
新市場に最初に参入するリスクを回避、 同種製品が市場に行き
渡り消費動向が確認できたところを見計らい参入してゆく作戦
である。 株の格言に 「二番底は黙って買え」 がある。 大底の
反発に飛びつかず、 再度の下値を見定めた上で大底手前の反
発こそ買い、 だそうだ。

　その昔、 酔って街角の占い師に手相を見てもらったら 「貴方
はトップに立つ人間ではありません。 先頭を楯に風を避け、 そ
の裏側で立ち回る２番手が吉」 と言われた。 頂上を目指す機
会もなかったが、 野心を持たなかった分、 身の丈 （たけ） の４
０年のサラリーマン生活 （すでに定年を迎え、 今は嘱託の身だ
が） もあと１年ほどで終わろうとしている。

　茫漠たる 「第２」 の人生が待っているのである。

  
★スポーツ、 芸能情報は日刊スポーツで。 ご購読申し込みは
お近くの朝日新聞販売店、 もしくは日刊スポーツ販売局フリー
ダイヤル　０１２０－８１－４３５６まで
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※当紙面に掲載している内容は券面記載内容の一部です。 詳しくは券面をご覧ください。
※★1 つにつき 10 名様に進呈できます。

【応募方法】
はがき、 FAX、 ホームページまたはメールにて受け付けています。 住所 ・ 氏名 ・ 電話番号、 および希望プレゼントを漏れなく
記入して下さい。 希望者多数の場合は抽選となりますので、 外れた場合の第二希望がありましたらそちらも併せてご記入下さ
い。 直接メールされる方は、 お手数ですがメールタイトルを 「プレゼント申し込み」 とご記入下さい（無題ですと、 迷惑メール
と判別して削除される事があります）。

①応募者多数の場合は抽選となり、 チケットの場合は希望枚数に関わらず上限を設けさせていただきます。
②発送を以って当選発表とさせていただきます。
③応募は、 一世帯一回までです。 複数応募された場合、 有効は一通のみとなります。
④必ず希望数をお書きください。 無記入の場合やチケット以外のプレゼントは 1 点 1 枚希望とさせていただきます。

当選後の枚数追加や〆切日を過ぎた応募には、 チケット手配の都合上対応できかねますのであらかじめご了承ください。

応募〆切︓今月 10 日必着／宛先︓当誌４ページに記載

「君の名は。」展（応募枚数上限 2 枚まで）
（松屋銀座８階イベントスクエア）３月８日㈬～20 日㈷㈪★★★

サンシャイン古代オリエント博物館（応募枚数上限 2 枚まで）
（サンシャインシティ）４月１日㈯～９月 10 日㈰★★★

三菱みなとみらい技術館（応募枚数上限 2 枚まで）
４月１日㈯～６月 30 日㈮★★★

箱根彫刻の森美術館（応募枚数上限 2 枚まで）
12 月 31 日㈰まで★★★

こどもの国ペアセット（1 世帯 1 セットまで、2 枚組）  
6 月 30 日㈮まで★★★★★

こどもの国ファミリーセット（1 世帯 1 セットまで、4 枚組）  
6 月 30 日㈮まで★★★★★

AFC チャンピオンズリーグ 2017 グループステージ
①川崎フロンターレ ホームゲーム（応募枚数上限 2 枚まで）
　ーいずれか 1 試合のみ有効 4/12 ㈬広州恒大、5/9 ㈫イースタン SC

※チケットは共通です。（等々力陸上競技場）★★
2017 明治安田生命 J1 リーグ
②川崎フロンターレ ホームゲーム（応募枚数上限 2 枚まで）

ーいずれか１試合のみ有効 4/8 ㈯甲府、4/21 ㈮清水、5/5 ㈮㈷新潟、6/17 ㈯広島、7/1 ㈯神戸、7/29 ㈯磐田
※チケットは共通です。（等々力陸上競技場）★★★

※川崎フロンターレホームゲームチケットをご希望のお客さまは、①か②をご指定ください。
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「月刊るみえる」 への応募 ・ お問い合わせはこちらまで

〒214-0036
神奈川県川崎市多摩区南生田 4-17-2 
　　　　   南生田 「月刊るみえる」 係

TEL 044(976)0540 / FAX 044 (977)3793

ホームページは
スマホ対応 !!　        ASA 南生田
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