たいです︒そして支えてくれた父兄の役 んでした︒いくら私が授業をパ
●友人・先輩・コーチ・両親
員の方コーチの皆さんありがとうござい スしようと悪知恵をはたらかせ
や父兄の方々にありがとう
ました︒
ようとも決して許してくれませ
私はミニバスケットをしている小学校 ︵横浜市 川上北ブルーデビルス
んでした︒そのお陰もあって私
６年生です︒先週卒業試合が終わりまし
豊田祥子︶ が大学に進学する頃には社会人のプロと
た︒結果は地区３位でした︒でもくいは
肩をならべて演奏出来るようになってい
残っていません︒
ました︒
●母にありがとう︒
私がバスケをはじめたのは小学校３年
私が大学を卒業するとき母は私をとて
の時です︒東京から引っ越してきてまも
私は昨年あるメディアコンテンツ配給 も心配してくれました︒ こ｢のままジャズ
なくクラスの山本あやのさんから﹁バス 会社の社長を解任されました︒不況なの ミュージシャンで食べてゆけるの？ 私｣に
ケやってみない？楽しいよ︒お菓子もら でしょうがない事なのですが︑急な事だっ も実は不安がありました︒
えるよ︒コーチも優しいしいよ︒﹂と誘 たので精神的にすこしまいってしまいま
周りのミュージシャンをみても乞食同
われて体験バスケに参加したのが始まり した︒
然の生活で日雇いのヤクザ家業です︒有
でした︒いざ入部してみるとコーチは鬼
実は私は大学時代にジャズのピアニス 名になれるのは一握りの人で運が必要な
みたいにきびしくて︒練習はめちゃくちゃ
世界です︒
きついし︒﹁嘘じゃない⁝︒﹂とちょっ
今｢からでも遅くはないからアメリカの大
と後悔しました︒
学に行って博士号を取ったら？ ｣私は母
コーチに怒鳴られるのがとてもつらく
の気持ちに甘えてアメリカに行き大学院
てなんどもやめちゃおうかなって思いま
へ行って日本に帰り大手の企業に就職し
した︒５年生になりレギュラーに選ばれ
ました︒
て試合に出るようになりました︒段々厳
お堅い部署を転々として最終的に私の
しさにもなれてなにくそ！まけないぞっ
大好きなメディアコンテンツ系の会社の
ておもって練習していると段々楽しくなっ
社長の話がきた時には私はうれしくてた
てきました︒
まりませんでした︒ところが突然の解任
でも︑６年になるときキャプテンのア
です⁝︒
ヤ先輩に﹁キャプテン選挙に立候補しな
しかし︑ジャズのおかげで自分を取り
さい﹂と半ば強制的に手を挙げさせられ
ト
戻すことができました︒友人とも老後は
て⁝︒
をやってプロとして飯を食っていました︒ 演奏して歩こうと約束しています︒今の
いざキャプテンになってみると責任は 最近友人がジャズを始めたので誘いを受 自分があるのはピアノを勧めてくれた母
重いし今まで以上に怒られるし⁝アヤ先 けて最近ジャズを再開しました︒そのお ⁝︒留学を勧めてくれた母⁝︒母のおか
輩をうらみました︒シーズンが終わって かげで少しづつではありますが昔の思い げです︒お母さんありがとう︒
先輩たちみたいに全国大会には出られま 出とその頃の自分を思い出す事で自信を
︵目黒区学芸大学／Ｔ・Ｋ︶
せんでしたが︑とても満足しています︒ 取り戻す事ができました︒
●
ペ
ッ
ト
の
わ
ん
ち
ゃ
ん
に
できることはすべてやったと思うんで
そして小さい会社ではありますが社長
ありがとう
す︒６年のメンバー全員がまとまったし︑ の声も掛けていただきありがたい限りで
コーチも最終戦はほめてくださったし︒ す︒
私の家の洗面台はとてもきれいに磨か
とてもたのしかったです︒お父さんと
思い起こせば幼少の頃からピアノを習っ れています︒私は根っから掃除が得意な
話していたら﹁もしあのときバスケに山 ていました︒その頃は個人教授だったの 方ではないのですが︑なぜかその洗面台
本さんが誘ってくれなかったらこの経験 ですが︑練習がいやで先生が来る都度︑ だけはいつもぴかぴかです︒実はうちに
はできなかったね︒﹂と言われあらため 窓の下に隠れてやりすごしていました︒ は５歳になるペットのダックスのわんちゃ
て山本あやのさんにありがとうって言い しかし︑私の母はけっしてあきらめませ んがいます︒家族同様にかわいがってい

るのです︒洗面台はその子のお風呂なん
です︒だからお風呂のあといつも私は洗
面台をピカピカにみがいているんです︒
あとうちの床はとてもきれいなんです ︒
その子の毛がおちるのでいつも掃除して
いるからなんです︒掃除嫌いな私に掃除
をさせてくれるペットのわんちゃんにあ
りがとう︒いつまでもわたしと仲良くし
てね！！

︵大田区／Ｙ・Ｙ︶

●お父さんありがとう

私は実家は茨城で農家を営んでいます ︒
小学校のときはクラスの友達が家の仕事
を会社員とか書いているのに︑自分は 農｢
家 と｣書かなくてはならず︑劣等感があり
ました︒田舎を出て進学して東京で会社
員になり︑家族を持ち子供も生まれて何
不自由無く暮らしておりました︒東京の
生活にも慣れてスーパーで買う野菜や果
物は我々家族にとってあたりまえの味わ
いとなっていました︒
先日父から 家｢族で食べなさい と｣手紙
が添えられた苺が送られてきました︒我々
家族はその苺を一口食べてみて顔を見合
わせてしまいました︒ 甘｢い︒おいしい⁝︒
スーパーのものとは全然違う︒ ｣
まだ４歳の息子もおいしい︑おいしい
と一人でほおばっています︒おやじって
もしかして凄い人なんだ︒こんな甘い苺
が栽培出来るなんて⁝︒久しぶりに実家
にお礼の電話をすると 仕｢事はこの不況で
大丈夫なのか？家族は病気してないか？
いつでも戻って来い︒ と｣心配してくれ
ます︒
お父さんありがとう︒僕はよくやく田
舎に戻る決心ができました︒家族も同じ
考えです︒ 一からおいしい苺の作り方
を教えてください︒
︵東京都江戸川区／Ｈ・Ｔ︶
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きながら話します︒
●お父さんありがとう
家族をとても幸せにしてくれる孫に感
●おばあちゃんありがとう︒
謝しています︒
僕のお父さんは救急救命士をしていま
でもね娘よ︑私のほうが先に棺桶に入
す︒今はもう年なので現場からは離れて
私は壮年の主婦です︒薬剤
るんだよ︒頼む人を間違ってるよ︒
います︒父は男らしい人で曲がったこと 師の専門学校に通う娘がいま
︵目黒区中目黒／鈴木きみえ ８５歳︶
が嫌い︑それでいつも人の為に飛び回っ す︒
ています︒
娘が高２の頃 私｢医者になり
僕が中学生の頃︑学級委員長の選挙が たい︒医学部へ行きたい と言
●
義
父
さ
ん
心
配
し
て
い
ただいて
｣
原因で対立候補のやきもちで僕はその子 いだしました︒親としては嬉しい反面︑
ありがとう
と不良仲間数人に呼び出されて暴力をう 薄給のサラリーマンの我が家には医学部
けてヤキをいれられました︒僕はショッ ４年間にかかる学費約４０００万はとて
妻のお父さんは癌の手術以降︑抗がん
クで悔しいし︑怖いし︒
も払える額ではありませんでした︒
剤治療のため入退院を繰り返しています︒
その晩は夕飯もそこそこに部屋に引き
夢を壊すわけにも行かず︑母に相談し
今回５度目の入院をしたのですが︑薬
こもり︑翌朝︑僕は仮病をつかって布団 てみました︒母は信仰心が厚く人生経験 の副作用と痛み止めのせいでせん妄をみ
に潜って学校をさぼっていました︒部屋 も多いので娘もとてもしたっています︒ るようになりました︒認知症にも近い症
がノックされお父さんが入ってきました︒ 母は じ｢ゃあ私のとこへよこしてごらん︒ 状で妄想をみるようです︒
お｢いどうした？なにかあったのか？ 僕｣ 話してみるよ︒ と｣いってくれたので娘を
先日の朝４時すぎに電話があり︑でて
は無視して布団にくるまってねていまし いかせました︒
みると︑﹁どこいってたんだ！おれが紹
た︒おとうさんは わ｢かった︒言いたくな
その夜娘が帰ってきて お｢かあさん私医 介した職場にいってないじゃないかと﹂
いんだな︒じゃあお父さんはお前が言え 学部やめる︒薬学の勉強する︒ と｣言いだ 怒っておられます︒
るまで仕事やすんでお前と寝るよ と｣いっ しました︒親としては胸をなでおろした
詳しくきいてみるとお父さんは２０年
てパジャマに着替えて僕の横に布団を敷 のですが︑母はいったいなんと娘を説得 前に退職した職場の部下に私の職を斡旋
いて寝てしましました︒
したのでしょう？母に聞いてみました︒ してくださったという妄想を見られてい
夜になり横をみるとまだお父さんはま
わ｢たしはあの子にこういったんだよ︒ ｣ るようでした︒
だいます︒とうとう次の日の朝になりま
あ｢んたね︒医学部行くと動物を切り開い
先日妻がお見舞いにいったときお父さ
した︒まだおとうさんは居ます︒ その日 たり殺したりして練習するんだよ︒出来 んに私の仕事はうまくいっているのかと
の夕方︑さすがに僕もつらくなって起き るのかい？子供の頃から動物好きだろ？っ 聞かれた際︑世界金融危機のあおりで苦
上がり僕はお父さんの根気に負けて事情 て ｣なんだ・・・まるで脅かしじゃない︒ 戦していると伝えたみたいで・・・︒そ
を話しました︒
私には出来ないな︒
れが原因だったようです︒どうも妄想の
お父さんはそれを聞いて お｢前は悪く
でも年寄りなりの智慧なのかなって感 中で私を心配して職を紹介してくださっ
ない︒自信をもっていい︒悪くないんだ じました︒お母さんありがとう︒
たようなんです︒
からお前が引きこもる必要は無い︒お父
︵杉並区／Ｋ・Ｈ︶
次の日も電話が早朝に来て︑﹁大丈夫
さんはいつでもお前の見方だ︒さあ学校
か？今テレビにニュースで君の家が火事
行け︒ と｣僕にいいました︒
●孫にありがとう
になって写っていた︒孫の服に火がつい
僕はうれしくて起き上がり学校にゆき
ていたが大丈夫なのか？﹂と大慌てされ
ました︒学校に行くと２日も学校を休ん
先日私の孫が成人式をむかえました︒
ています︒
だのでクラスのみんなが心配していまし
その日孫は一通の手紙を母親の娘に渡
その次の日は﹁息子のＡが株に投資し
た︒ぼくが虐められた事が問題になって したようです︒
ているみたいだ︒県庁のＦがさっききて
いました︒その対立候補の不良がぼくの
その手紙には お｢父さん︑お母さん僕を 教えてくれた︒その株屋は詐欺師だそう
方に歩いてきました︒僕は身構えました︒ 健康に生んでくれてありがとう︒一生懸 だ︒息子は世間知らずだから心配だ！！﹂
すると彼は な｢ぐってごめん︒ゆるしてく 命勉強して大学を卒業したら初めての給
お父さん心配してくださってありがとう︒
れ︒ っ｣と謝ってくれました︒お父さんの 料でプレゼントを買わせてください︒ ｣ 私はちゃんとご紹介いただいた仕事にいっ
言ったことは本当だ︒僕は悪くなかった
と
書
いてあったそうです︒
てますよ︒お義兄さんはちゃんと株屋さ
んだ︒みんな解ってくれたんだ︒おとう
娘は私の家に飛んで来て お｢母さんわた んを断りましたよ︒我々は一生懸命生き
さんありがとう︒
しこの手紙一生の宝物にする︒私が死ん てゆきます︒
︵目黒区祐天寺／Ｋ・Ｓ︶ だらこの手紙棺桶に入れてね︒ と｣娘は泣
︵ありがとう不動産 豊田泰幸︶
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