老後の生き甲斐のため
に建てた別荘さえも債
権者に取られる事態に
なってしまい途方に暮
れていました。そんな
時、ある人を通じて紹介していただいた
弁護士さんが、リスクカウンセラーの方
と連携を取ってくださり、私の終の棲家
として建てた家を何とか残せるようにし
よう…と粘り強く債権者との折衝をして
下さいました。
その熱心さは、単に法律家としてでは
なく、老夫婦の精神的なフォローをカウ
ンセラーと連携して下さったので、当初
は気が動転していた私もしだいに落ち着
きを取りもどし、安心してお任せするこ
とが出来ました。
「法律家は不自由なものでして…」と
云って、打ち合わせにはいつもリスク・
カウンセラーの方も同席して下さり、粛々
と処理をして下さいました。
お陰さまで、春から秋にかけて楽しめ
る庭の家庭菜園からは、美味しい野菜が
たくさん収穫できますし、生きる希望が
湧いてきました。弁護士とはまるで縁の
なかった私でしたが、精神的な気遣いを
していただけた上に問題が解決できたこ
とは、本当に良かったと思っています。
ありがとうございました。
（川口市／Ｔ・Ｎさん）
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◆会社整理の後

脳梗塞で倒れた後に、相続と節税を考
えて投資会社のすすめで資産運用を試み
たのですがことごとく失敗してしまい、

弁護士さんにありがとう。

●生きる希望を与えてくれた

もあったので、自分で出した結論に主人
そしてなにより、主人が元気でいてく
もすぐに同意してくれるものと思ってい れる事に「ありがとう」って言いたいの
ました。
です。
淡淡とした日々がすぎ、何度か先生と
（世田谷区／Ｋ・Ｏさん）
話し合いをしていただき…主人もようや
く廃業に向けての覚悟ができたようでし ●子供たちの成長記録を撮ってくれて…
た。
それから程なくして…「ご自宅の買受
ビデオ機器にありがとう。
人が見つかりましたよ…」とその先生か
ら連絡がありました。
今
日娘の小学校の運動会がありました。
提示されたその金額なら…考えていた
娘は六年生なので実質今年が最後の運
以上に手元にお金が残りそうだし、生活
動
会となりました。
を立て直す見通しがついてきました。
思い返せば…息子のときを併せると我々
主人と私、すでに成人の子供たちはそ 夫婦は保育園・小学校と通算して十五年
れぞれ独立して部屋を借りることになり、
間
は
、運動会へ参加させてもらった計算
引っ越しも終わり、それぞれが新しい生
に
なります。その間のビデオ機器の進歩
活を始めることになりました。
たるや著しいものがあり、今使っている
ビデオですでに三台目になります。
録画したテープは一〇〇本にはのぼる
のでしょうか。
でも、小学校の運動会のビデオを撮る
のは今日が最後になりました。
ビデオカメラを手入れしながらいろい
ろの出来事を回想していましたが、あら
ためてコツコツと我々家族の思い出を記
録してくれたビデオ機器に、ありがとう
と云う気持ちになってきました。
そして、何より我々夫婦を楽しませて
くれた息子と娘にありがとうって言いた
いです。一〇年後には又、孫の運動会を
楽しむ日が来るのでしょうか？
でもあまりおじいちゃんが
出しゃばると子供達夫婦にわ
るいのかな？？とか余計な心
配をしている我々夫婦です。
妻ともお疲れさまって言い
合いながら、思い出話を語り
合っていました。
ありがとう。
（横浜市／Ｙ・Ｔさん）

００３

おかげさまで、夫婦の引っ越し先は知
りあいから紹介していただき、一からの
スタートを切りました。
ところが、引っ越した直後に、主人が
脳梗塞で倒れてしまいました。幸いにも
発見が早かったのと精神的なストレスも
軽くなっていたことで回復も早く大事に
至らずにすみました。
今まで経営者として思うように仕事を
していた主人にとって、当初は職場の人
間関係等で多くの壁にもぶつかるようで
すが、今では元気に仕事をこなしている
ようです。
財産らしいものが無くなったいま私が
幸せに感じることは、係わってくださっ
た方々や、支えてくれた家族にありがと
うと云える気持ちになれたことです。
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支えてくれた家族にありがとう

数年前に、主人と経営してきた事業を
閉鎖しなければならない状況になり、工
場兼自宅も手放さすことになりました。
以前は事業も盛況でそれなりに蓄えも
出来ていましたが、バブル経済が崩壊し
てからは業績は日に日に悪化し、大口の
取引先からの注文が無くなる等、私たち
には不運な出来事が相次いで続きました。
月末が近づくと借財の返済や仕入れ資
金の資金繰りのため東奔西走しなければ
ならない状態でした。
銀行からの融資も止められ、家族全員
でお金を集めてやっと生活しているよう
な地獄の様な日々を過ごしておりました。
そんなある日、知人の紹介で紹介され
た先生からアドバイスをいただき、どう
して良いか分からなくてパニックになり
精神的に混乱していた私たちの苦しさや
悩みを受け止めてもらい、結局、事業を
廃止することにし、自宅を売却して借金
を清算することにしました。
私も常々考えつつ結論が出ないまま引
きずっていましたので、背中を押してい
ただいたお陰で決断することができまし
た。あとは主人が決断すればいいだけで
す。
私は、執拗な取り立てから逃げたく借
財の返済を急ぐあまり、自宅の売却と清
算を早期に終わらせてもらうべく先生に
促すのですが、にこにこ笑顔で応えるだ
けでいっこうに着手してくれません。
「これはご主人の問題ですから～。ま
あ～しばらくご主人の様子をみましょう
ね。」と、とりあってくれません。
主人は食品製造業の二代目として仕事
一筋の人で…、だから資金繰りや人間関
係などのわずらわしい
事はすべて私まかせで
…。
私は主人に不平不満
がたくさんありました。
妻である私自身がすべ
てを仕切って今までやっ
てこられたと云う傲り

タチアオイ（別名：ツユアオイ）が咲き始
めました。梅雨が終わる頃まで咲き続け、
先端まで咲く頃には梅雨が終わるとか…。
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●通りすがりの近所の通行人の方に

～」と男性はお店の中の私に向かって声
を掛けてくれました。
私がお礼を言いましら…「いいよいい
よお互い様だよ。」と男性は去ってゆき
ました。レジに並んだお客さんは…誰も
目を合わせません。
皆さん本当は気になっていたんだろう
な～私はそんなことを思っていました。
休憩時間に店長にその時の様子を報告
しました。店長は…
「お客さんが不親切なわけではないんだ
よ…。」「チョットだけ…勇気が出なかっ
たのかもしれないね！！」
と説明してくれました。
…でも…とにかく…あの日は助かりま
した。お店に居合わせた全ての皆様…あ
りがとうございました。
（神奈川県横浜市／Ｉ・Ｊさん）
●車椅子を介助して下さった
店長さんありがとう

私の妻のお母さん（お婆ちゃん）は車
椅子の生活をしています。
昔から気丈な方でしたが
脳腫瘍の手術を２回もして
年齢を重ねるうちに…とう
とう車椅子の生活になって
しまいました。
先日、お母さんと一緒に
家族で外食することになり
レストランに行ったときのことで、順番
待ちで待っているいる時におばあちゃん
がいきなり発作を起こし、車いすの上で
痙攣をしはじめました。
私、息子、妻、義理の兄もすっかり慌
てて…どうして良いのかわからなくなり、
ただただ焦っていると…お店の店長さん
が様子を察知して駆け寄ってきてくれま
した。
「ここではダメだ。今別館の座敷を用
意しますから車いすを押して外に来てく
ださい」とテキパキと指示を出してくれ
ました。
別館の階段は高く、息子が「どうしよ
う！僕、持てないよ」と弱音をはいてい
ると「持たないわけにはいかないでしょ！！
しっかり抱えて！！」と叱咤してくださ

り、息子と私でおばあちゃんを車いすか
ら抱えるように降ろし、店の中をゆっく
りと座敷まで運んで行きました。
座布団を敷き…お婆ちゃんを寝かすこ
とが出来、その後おばあちゃんも意識が
戻り、食事までその場所に運んでくださ
り、帰り際に店長さんはいいました。
「私も両親で同じような経験があるの
でわかります。皆さんも大変でしょうが
頑張ってくださいね。」
あの時の…お店の店長さんに「ありが
とう」
（横須賀市／Ｋ・Ｈさん）
●息子夫婦にありがとう

私は２０年前から脳の病気を患ってい
ます。手術を受けてからその後再発し…
再手術を繰り返し今にいたっております。
当初は自由にならない自分の体が腹立
たしく、自分の病気を恨み、こんな身体
になってしまったのは主人や、亡くなっ
た姑舅が原因だと憎んだりしていました。
最近では年と共に筋肉も弱ってきた為
…とうとう、車いすの生活になり、自分
一人では何も出来ない生活になってしまっ
たのです。
息子夫婦は共稼ぎなのですが、毎朝、
朝食と昼食を作って…私の部屋に置いて
いってくれます。
勿論…身の回りの世話も夫婦で献身的
にしてくれます。年に一度は旅行にも連
れて行ってくれます。迷惑をかけている
自分を呪い、ある日嫁に向かって…
「わたしなんか居なければみんなに迷惑
をかけないのにね。ごめんなさいね。」
と思わず言った時の事です。
嫁は怒ったように…
「なにを言ってるんですか！お母さん！」
「お母さんが生きておられることが家族
にとっての光なのよ！」
「お母さんがこのようにいらっしゃるか
ら…孫達も思いやりのある優しい子に育っ
たんですよ…」
そう言って…涙を浮かべていました。
ありがとう。本当にうれしかったです。
本当にありがとう。
（千葉県旭市／Ｍ・Ｉさん）
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ありがとう！

私はコンビニエンスストアで
早朝勤務のアルバイトをして
いる主婦です。
高齢になった義母は…介護が
必要になり早朝はアルバイトで
すので私は昼間の時間の介護を担当する
ようになりました。
先日の、台風３号が接近した５月の早
朝のできごとです。朝のコンビニエンス
ストアは戦場と化しています。住宅工事
の職人さんや配送の運転手さんでごった
返します。その日も行列が出来、一人で
レジの接客対応しておりました。
台風の接近に伴い、強い雨と風が吹いて
いました。店の外には…
商品のパレットが山積みされ
看板、旗竿等が風に飛ばされそうな感じ
で心配なぐらいに危なげにはためいてい
ました。
それらを横目に見ながら
店で慌ただしくレジを打っていたその時
です！
にわかに突風が暴れるように吹いてき
てそれらが音を立てて吹き飛ばされあれ
よあれよという間に国道まで転がってい
きました。
「あーこのままでは交通の邪魔になる」
しかし…レジ前には長蛇の列が…。店の
前を人は通るのですが…みんな慌ただし
く通り過ぎていきます。
早朝だし…交通機関が止まるかもしれ
ない状況でしたから当然の事だとはおも
います。
「このままでは…、早く拾いに出なけ
れば…、交通渋滞の原因に出もなったら
どうしよう…」
レヂに並んでいるお客様に待っていた
だいて自分が出て行って片付けるべきか
…悩んでいたその時です。
近所の男性の方が通りがかり、バラバ
ラと道路まで吹き飛んでしまった物を手
際よく歩道に戻し…風の当たりにくいと
場所に移動してくれました。
「移動しておいたよ～、大変だったね
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