（福岡市 Ｓ．Ｋ）

るよと言ってくれました。そして私の病
気を心配してくれてよかったら気分転換
にこっちに遊びにおいでとまでもと言っ
てくれました。
私と主人は別れてしまったけれど、私
のことを忘れずに、また心配してくれて
とても嬉しいです。
お義母さんありがとう。そして何より
私をいつも気遣ってくれている娘や母に
も感謝しています。私は家族やみんなに
生かされているのだと感じます。義母さ
ん必ず元気になって、娘と会いに行きま
すね。
（世田谷区 Ｅ．Ｓ）

売り上げの通帳から
引き下ろしていまし
た。
当然の事ながら帳
簿上帳尻があうはず
がなかったのです。
そこで私は知りあ
いの経営コンサルタ
ントの方に相談しました。状況を申告書
を持参して相談すると。 これではいまさ
ら調整のしようがないね。きちっと会社
にして普段から節税を前提に日々経理を
していかないと無理だね。 私はまいった
なあ、ついてないや。追徴金ははらわな
いといけないのかあ・・。とがっくりし
ました。
ところがその先生はこうおっしゃいま
した。 税務署の調査官の方に感謝してま
すって伝えればいいよ。だって調査が入っ
たから自分の経理の落ち度がみえたのだ
し。 調査に来ていただいたおかげで会
社にする決心がつきました。今後はきちっ
と経理をしますし今回は私のミスです追
徴金は払いますので本当に申し訳ないと
てあやまればいいよね。 とそのコンサル
タントの方はニコニコ笑いながらアドバ
イスをしてくれました。
私は目から鱗が落ちました。そうか
良い機会だから会社にしよう。そう考え
ると気持ちがとても楽になってゆきまし
た。
コンサルタントの方から税理士さん
も紹介してもらい仕事も株式会社にしま
した。新しい名刺も作り事務機器もそろ
えて会社経営者として第一歩を歩む事が
できました。
私の背中を押してくださった税務署や
コンサルタントの方にありがとう。私は
修行時代からいままで色々な人に支えら
れてここまでやってこれました。みなさ
んありがとう。これからもよろしくお願
いいたします。
（横浜市戸塚区 株式会社志頼電設
代表取締役 鈴木雄一）
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●税務調査にきてくれて
ありがとう。
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私は電気工事会社を自営しています。
独立して数年になり最近ではようやく事
業も軌道にものってきました。
そんなある日税務署から電話がありま
した。 申告された内容についてお聞き
したい事があります。調査のためにおじゃ
ましたいのでよろしくお願いいたします。
来週にうかがいます。
電話を切ったあとでわたしはあせりま
した。イライラして色々な知人に相談し
ますが、しっくりとした智慧はもらえま
せんでした。 おれはついてないなあ。税
務署が来るなんて・・。まいったなあ。
誰か僕を妬んでいるやつが密告したのか
なあ？？ 思考はどんどんマイナスの方へ
むかってゆきました。
実は私は個人で申告はしているものの
経理はずさんでした。それに私には一点
うしろめたい部分もあったのも事実です。
私は以前よりユニセフや慈善団体に寄付
をして社会や子供達の未来の為に役立ち
たいという強い思いがあります。
そのため先輩の経営者の方に聞きかじっ
た、 募金や寄付は課税控除の対象になる
という意味をしっかりと理解せぬままに
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●別れた夫の義理の母に
ありがとう。
私は離婚をして娘と一緒に生活してい
ます。現在鬱病の治療をしています。娘
は私達の離婚とは関係なく父親と義母と
連絡をとりよく遊びに行きます。娘を通
して義母や別れた主人の近況を聞くこと
ができます。私は義母とは仲が良かった
ので、
離婚の時も義母に申し訳ないという気
持ちがいっぱいでした。最近では義母は

少し物忘れがひどくなり、薬を飲
んでいるようです。別れた夫にも新たに
お付き合いしている方が出来たようで複
雑な心境のなかにもホッとした気持ちが
わいてきました。
ある日私の母と話をしていると、義母
の話題が出ました。私の心配を伝えると
母は「連絡をとってみたら？孫娘にとっ
てはおばあちゃんなんだし、かまわない
とおもうよ」と言ってくれました。
私は主人に新しい彼女が出来たので気
兼ねをしていたのです。娘も「おばあちゃ
んもおかあさんの病気の事心配していた
よ。」と言ってくれるので私は勇気を振
り絞って私は義母に電話をしてみました。
義母はとても喜んでくれて、涙が出てく

００８

●娘にありがとう。

現在二四才になる長女と
一四才になる長男がおりま
す。一〇年前に事情あって主人とは別居、
昨年の夏になって離婚裁判の係争で泥仕
合の決着がつきました。
別居後、私と息子は実家に世話になっ
ています。娘は東京にひとり暮らしをし
て学生生活を送っています。私の両親の
おかげもあり、我々家族は金銭的には何
不自由の無い生活をおくっております。
ただ、この１０年間でわたしは身も心も
ぼろぼろになってしまいました。
ある朝、微熱が続き、体調の不調を感
じて診断を受けたところ、病状が深刻で
膠原病と診断されそのまま入院して数ヶ
月がたちました。わたしは今、闘病生活
をおくっています。
病床でふと娘や息子のことを考えると
悲しくなります。私と元夫が双方の両親
を巻き込んで争った裁判に子供たちまで
巻き込んで・・・そして係争中に相手方
の弁護士が娘の誹謗中傷まで行われてし
まい。娘や息子を傷つけてしまった・・・。
とても後悔の念がわいてきます。
娘はわたしを気遣って裁判中はいつも
わたしの味方をしてくれました。苦しい
想いをかけたと懺悔の気持ちがわいてき
ます。先日東京から娘がわたしに手紙を
くれました。その手紙には「おかあさん
に生まれてきてよかった。これまで育て
てくれてありがとう。
やっと就職が決まりました。社会人と
して頑張ります。元気になってください。
親孝行がしたいです。」私は今病気と鷹
飼 な がら 娘 に 心 の中 で 念 じ て い ま す 。
「おかあさんに生まれてきてくれてあり
がとう。心配させないように就職も決め
てくれてありがとう。」私は必ず病気を
克服して又あなたたちとお話し出来るよ
うに頑張ります。
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祖母と叔母たちを呼んで楽しく食事会を
催していました。
父達が祖母との最後の食事になったの
は９５年クリスマスの寒い夜、祖母はマ
グロとうなぎが好物で、両方とも残さず
きれいに平らげ、食べ終わった祖母がお
もむろに「お兄ちゃん、おこずかいあげ
よう」といって小さな財布から、ピン札
を四つ折りにした一万円一枚を父にくれ
たそうです。横から母も手をだすと、嬉
しそうに笑ってもう一枚……。
こんな嬉しそうな祖母を見るのは初め
てだったので今でもその時の表情が忘れ
られないと……。そして九八年四月、祖
母は母が見舞いに送った桜の花を「きれ
いね」といい、その言葉を最後に逝って
しまったそうです。それ以来、その「壱
万円札」は父母の大切なお守りであり宝
物として大切に財布にしまつていたとい
うことです。
ある日、高知の父の友人から一本の電
話がはいり、「ある方が心臓移植を受け
に渡米し。手術は成功したけど金が足り
ないので、四国の各マスコミも一般の方
に呼びかけてかなり集まったけど、まだ
不足だから手伝っていただけませんか…
…」という内容だったそうです。
父は高知にいって資金集めのためにパー
ティーを開いたり資金集めの活動をした
そうですが、なかなか予定金額にはおよ
ばなかったそうです。
その時、父は「母から貰ったお金のい
きさつを皆に話そう。そしてこの宝物を
寄付しようと……」。父は紙幣にエンピ
ツで「母から貰ったお金」と記入して皆
にみせて、支援を訴えたそうです。おか
げで予定をオーバーする金額が集まり、
後日、手術を受けた方からお手紙をいた
だき、お礼の言葉とともに「私もあのお
金はお守りにします」と記されていたそ
うです。父は祖母に褒められた事は一度
もなかったのが心残りだったらしいので
すが、この時ばかりは「お兄ちゃんいい
ことしたね」と亡き母から褒められた気
がしたそうです。
祖母の話から、知らないでいた怖い父
の反面を知り、親孝行の大切さ、人の為
に自分が出来る事をする事の大切さを教
えてもらいました。いつの日が父のよう

に人に希望と感動を与えられる男になり
たいとおもいました。そんな父をまた少
し好きになってきました。
（ありがとう不動産 豊田泰幸）

●駅までつれていってくれた方に
ありがとう。

街の花屋の店頭に
鮮やかに咲いている
シクラメンを見ると
近づく年の瀬を感じ
ます。間もなくクリ
スマスソングが聞こ
えてきますね……。

●携帯電話の方はＱＲコードから→→
●パソコンの方は下記のＵＲＬから↓

●メールでのご投稿は…
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画などを掲載します。
作品は 編集部まで
お 送 り く だ さ い 。投
稿いただいた方に
は、ささやかで はご ざいますが、オ
リ ジナ ル 「 あり が と うメガ ネ 拭き 」
をプレゼントさせていただきます。
皆様からのご投稿をお待ち してお
ります。
また、ご自分のお名前や事業所名を
刷り込んで 、身 近な 方や お客 様へ配
布されてはいかがでしょ
う。 編集へのご意見や
ご 提案が ご ざ いま し たら
是非お聞かせください。

本誌は北海道から
沖縄まで の友人知人
から寄せていただい
た「ありがとう」の
ことばに因んだ思い
出を、作文、詩、俳
句、短歌、写真、絵

ā

私は７６歳になりました。主人は３年
前に他界して一人暮らしです。息子とは
別に暮らしています。息子は心配してい
るようですが、息子には迷惑をかけたく
ないし。
しかしながら気丈な私も年とともに足
腰が弱って最近階段の上り下りや道の段
差を歩くのが大変つらくなってきました 。
昔であれば簡単に越えられた段差もとて
も高く感じられてしまいます。
先日病院で受診を受けて外に出たので
すが段差の前で立ち止まったものの不安
で不安で体が動かせずにそのまま動けな
くなってしまいました。乗り越えようと
思うのですが不安と情けなさ・・寂しさ
が一気にこみ上げてきて涙があふれてき
ました。
そのまま立ち止まっていると、道の向
こうから中年の女性が 大丈夫ですか？手
を措かししまししょうか？ と駆け寄って
きてくださいました。その方はやさしく
手をとりながら、 どこに行かれるのです
か？ 駅です。 じゃあお連れしますね
と一緒にゆっくりと歩んでくれました。
駅までは徒歩で１０分はある距離です。
道すがらその方は 私の母は車いす暮らし
なんです。
家族が介助をすると母はごめんなさいっ
ていつもあやまるんです。迷惑だなんて
思っていないのに・・。 母の介護を通
して家族がまとまって、やさしくなった
ので感謝してるんですよ。 と話をしてく
ださいました。
私はその方のやさしさに触れ自分の不
安が消えていくような気がしました。
老いてゆく自分を受け入れようとおも
います。私に手を貸してくださった女性
にありがとう。
Ā
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（逗子市 Ｙ，Ｈ）
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●昔話をありがとう。

先日、久しぶりに父と話を
する機会があり話題か祖母の
ことになり過ぎ去った思い出を懐かしむ
かのようにぽつりぽつりと話を聞かせて
くれました。
父が夏の甲子園大会に出場して帰って
間もなく祖父が倒れ、その後病床の祖父、
祖母と、五人兄弟を支えるために父は大
学への進学をあきらめてプロとして野球
で生きる決心をしたそうです。
実家の苦しい家計から仕送りを受けて
の高校生活、そこで大好きだった野球が
出来たものの親だけでなく弟妹にも不自
由をかけたという負い目もあり、すぐに
プロ入りの道を選んだそうです。
契約金５０万、年俸３６万。（月給３
万円）当時の高校生としては高いほうで、
同級生がもらった高卒の初任給が３５０
０円。大学卒が７５００～８０００円が
一般的なレベルだったので父の３万円は
価値があったのだそうです。
ところが、最初の給料は盗まれてしまっ
たそうです。西鉄野球株式会社と書いた
封筒に千円札で３０枚。全額実家に送金
するつもりで学生服の胸のポケットに入
れていたそうです。それは親弟妹六人が
生活できるはずの貴重なお金だったそう
です。父は球団に行って新しい給料袋だ
け貰って、二月分の給料を前借りして送
金したそうです。それから父の苦悩の生
活がはじまったそうです。
給料の半分は仕送りに消え、残りは野
球用具代と生活費で消えたそうです。以
来、仕送りを四十数年、祖母が八十六才
でこの世を去るまで続けていたという話
は初めて聞いて驚きました。
父は金に無頓着で計画性がなかったと
自分ではそう言っていました。その支え
となったのが母であり、父の生い立ちと
境遇を理解して、嫌な顔ひとつせず四十
年以上仕送りを手伝ってくれたのだそう
です。
父は母には直接言わないのですが、そ
の時は……「本当に感謝している」といっ
ていました。そういえば母は年に二度は
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