●友部君…

そして…その年、私は新人王を取った。
今でも彼に弁当を貰った時の事を思い
出すと涙があふれて来る。
もしかすると彼は全部食べられたのに
私に食べさせてくれたのかも知れない。
彼は私を気遣ってくれていたんだと思
えてならない。友部君ありがとう。
今の私があるのは、彼のお弁当のおか
げだ。
私は色々な人に支えられて、プロ野球
選手として頑張ることができた。感謝。
（野球評論家 豊田泰光）

●同窓会の仲間たちに…

ありがとう

東京都の高等学校教育の改革
により、母校が来年三月に閉校
されることが決まり、同窓会と
してイベントを計画し、記念碑
建立と閉校のお別れ会を開くことになっ
たのですが、資金を集めなければなりま
せん。ふだんは、殆ど交流がなかった同
窓生ですが、数人の卒業生に声を掛けた
ら、仲間がどんどん集まってきてくれ、
募金依頼の郵便物の発送や仕分け整理な
ど、誰とも声を掛け合い纏めてくれる人
がいてどんどん作業がはかどります。
両親に教えられていた教育勅語の中に
「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ」という
言葉がありますが、いざというとき母校
に集まる学友の想いや高志には、感謝感
謝の熱い何かが胸に走るのを感じていま
す。集まってくれた同窓会の仲間たちの
ひとりひとりに「ありがとう！」と感謝
の言葉を伝えたいと思っています。
仲間って素晴らしいですね。
（板橋区／Ｔ・Ｈ）
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●若くして亡くなった父に…
ありがとう

わたしは今年八十六才になります。
子供の頃、父がよく外国の薬草酒を
「これは滋養に良いのだよ。健康のため
にも飲みなさい」と、毎日、食前に飲ま
せてくれるのが我が家の日課でした。
子供のわたしには、それはとても苦く
て飲むのは苦痛でした。たまにどうして
も飲みたくない時は、父が見ていないす
きに庭に捨てたりもしていました。
そんな父も三十代の中半という若くし
て亡くなってしまいました。あとでわかっ
たことなのですが、父は病弱だったので
自分もそのお酒を飲んでいたようです。
父の、わたしに対する思いやりの心が 、
懐かしい思い出として感じています。
今のわたしは、おかげさまでとても健
康で、毎日元気に出歩いています。
若くして亡くなった父の分まで生かさ
れていることに感謝し、そして、何より
も両親に健康に生んでもらったことに感
謝している日々です。
お父さん、お母さん、ありがとう！
（目黒区／Ｔ・Ｓ）
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がとう。両親が僕が弁当を残さず食べて
きたってとても喜んでた。又今日も食べ
てくれよ。」私はそれから毎日彼君のお
弁当をもらって食べていた。
嬉しそうにガツガツ食べる私を微笑み
ながら見つめる友部君…。
私は「俺が弁当を食えば友部君も喜ぶ
し両親にも親孝行出来るのだから一挙両
得だよな二人を幸せにしてるんだ。」と
楽観的に受け止めていた。
練習漬けと彼の弁当をもらう数年が続
き、我々は卒業しおたがいに別々の道を
歩み始めた。
彼は一橋大学に進学し、そして私は念

願だった西鉄ライオンズに入団しプロ野
球選手となった。
間もなく、私にとってとても哀しい事
件がおきた。級友の友部君が亡くなった
のだ。病弱だった彼は進学後入退院を繰
り返したが、ご両親の看護の甲斐もなく
若くして逝ってしまったのだ。
私にとっての恩人である彼の死はとて
も哀しくつらい出来事だった。私は彼の
墓前で誓った。
「友部君いつも弁当くれてありがとう。
おかげて俺の体は立派になったよ。君の
分まで僕は生きて絶対に野球で成功する
からね。」

００７

おいしいお弁当をありがとう

戦後間もなく、そして食
べ物が少ない時代、その頃
の野球界は１リーグ制から
２リーグに変わりつつある
時代であった。
まだ西鉄ライオンズが
（現西武ライオンズ）はクリッパーズと
呼ばれており…。最高殊勲選手賞が「生
きた子豚や米俵」だった時代。
私は巨人軍の川上選手、青田選手、東
急フライヤーズの大下選手にあこがれる
野球少年だった。
毎日日没まで練習に明け暮れる少年。
大好きな野球が出来て幸せだった。でも
私はいつもお腹をへらしていた。
クラスでは私の前の席にいて、いつも
豪華なお弁当を持ってくる裕福な家庭の
友部君がいた。彼は体が弱く病弱なので
両親はそんな彼の健康を案じていつも栄
養満点のお弁当をもってくるのだった。
私の家には充分な米もなかったので昼
飯はいつも握り飯２コだけ。
彼のご両親の思いやりとは裏腹に友部
君はそのお弁当が苦痛のようだった。病
弱な彼は胃が弱くその量はとても一人で
は食べきれない量だったようだ。
「トヨ！！僕の弁当たべてくれないかな？
食べきれないんだよ。」空腹な私はこれ
幸いとばかりに
「いいのかい？じゃあ半分ごちそうにな
るよ。」「半分といわずもっと食べてく
れよ～」私は彼のお弁当をありがたく頂
き「うまいなあ！！栄養のあるものはう
まい。」とがつがつと頂いたものだ。
次の日もＡ君は
「トヨ！！昨日は弁当食ってくれてあり

北秋田市米内沢の田園地帯は稲刈りの真っ最
中です。近頃はコンバインを使用することが多
く稲穂掛けはめずらしい。ホッとする光景です。
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●私の娘に生まれてきてくれて
ありがとう

私は主人と離婚しました。
今うつ病の治療をしています。病気も
少しずつ快方に向かい週に一日程度知り
あいの社長さんの会社で事務の仕事が出
来るようになりました。
それまでの私は些細な事にも気を病み
何度死のうかとおもったことか…。自殺
したいなって思うことが何度もありまし
た。
いざ行動に移そうと考えると必ず娘の
顔が思い浮かんできました。ハッと我に
返り、娘のためにも死ぬわけにはいかな
いと思いとどまるのでした。
こんな私の娘として生まれてきてくれ
てありがとう。
そして、病気のわたしをいつも見守っ
てくれてありがとう。
わたしは愛しい娘のためにも絶対病気
を克服します。

｢

｢

｣
（世田谷区／Ｅ・Ｓ）

｣

●健康に生んでくれた両親に…
ありがとう

｢

私は今年八十歳にな
りました。二年前に膀
胱癌の手術を受けまし
た。
今ではストマーとい
う袋をお腹にぶら下げ
ての生活ですが、その生活にもすっかり
慣れ、一人でなんでも出来るようになり
ました。
リンパに腫瘍が転移していたので抗癌
剤治療を半年ごとに受けています。今回
で六回目の入院になります。でも、おか
げさまで腫瘍もどんどん小さくなり、主
治医も Ｈさんは年齢の割に本当に健康で
すね。健康なので六回の抗癌剤治療にも
耐える力があるんですよ。よかったです
ね。 と言っておられます。

病院ではもうベテラン（？）患者の私
は、不安そうにこれから手術に向かう患
者を励ましたり、術後にストマーの使用
法や種類で悩んでいる患者さんにアドバ
イスしたりして抗癌剤投与入院の時間を
すごしています。
おかげさまで副作用もほとんどありま
せん。私の父は七四歳で亡くなり、母は
父の亡くなる一年前に亡くなっています。
私は父よりも長生き出来て幸せです。
私を健康に生んでくれた両親に、こう
して長生きできていることに改めて感謝
したいと思います。
（千葉県木更津市／Ｋ・Ｈ）
●倒産した昔の会社に…
ありがとう

私が以前勤めていた建設会社はひと昔
前に倒産しました。給料の不払いばかり
か退職金も無く、同僚や上司もばらばら
になり、当時のわたしは社長と会社を恨
んでいました。
その後、私は必要に迫られ独立し、小
さいながらも工務店の主として独立開業
することになりました。こつこつと仕事
をこなし、苦労もありましたが、今では
小さいながらも私が食べていくのには充
分な売上もあります。
そして、何よりも前の会社で修行させ
てもらった技術やノウハウのお陰で、お
客様にも喜んでもらっています。
今考えると独立するきっかけになった
のは、会社が倒産したからであり、こう
してお客様に喜んでいただけるのは会社
の先輩に厳しく仕込まれたおかげだと思っ
ています。
人間には、決して無駄な経験は無いこ
とをしばしば思えてなりません。
あの倒産は、自分が逆境から立ち上が
るチャンスだったんだ…と。
「倒産した会社」と云うより、この私
を「育ててくれた会社」にありがとうと
思えるようになりました。そして指導し
てくださった先輩にもありがとう…と。
（目黒区／Ｔ・Ｉ）

秋田空港１階の到
着ロビーには大きな
「なまはげ」の面と
竿灯の提灯が飾って
ありました。伝統行
事を大切にしている
のですね。
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●おかあさんありがとう

私の母は最近軽い認知症に
なり物忘れがひどくなりまし
た。昔は女帝と言われる程頭
が切れる母で、我が家には父
が二人居るといわれたもので
す。
そんな母が区役所の書類の取り方も実
印の所在も解らないような状態になって
しまいました。最近では離縁同然だった
私が手伝っています。
先日実印がどこにあるのか解らなくなっ
た時のことです。
銀行の貸金庫にきっとあるとおもう
と母が言うので、早速銀行に向かいまし
た。道すがら
今から何しにいくんだっけ？私はどこ
へいくんだっけ？
と何度も問いかける母に
銀行だよ。実印を探しに行くんだよ。
と答え。貸金庫の暗証番号もわからなく
なってしまったので銀行の方に本人確認
をお願いしなんとか金庫をあける事がで
きました。
そして帰り道に「私は今何しに行った
んだっけ？何取ってきたんだっけ？」 と
たった今したことも忘れている母を見て
私はおもいました。
「今まで親不孝してきてごめんなさい
…。」いつまでも、涙が止まらなくなっ
ていました。いま、こうして認知症の症
状が出始めている母が生きてくださって
いるからこそ親孝行をさせてもらえる機
会が与えられたのだと思いました。
母さん、私を育ててくれてありがとう。
これからは僕がお返しをする番です。
涙を通して少し小さくなりかけた母の
背中には昔の出来事が次から次へと走馬
燈のように浮かんできます。
母が長生きしてくれることを、心から
祈る気持ちになれたました。初秋の風が
一層爽やかに感じられるある日の出来事
でした。
（渋谷区／Ｔ・Ｔ）
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