● 義 父 さん の 遺 品の 洋 服 に

二歳の子供の母です︒育児がけっ
こう大変で主人とは喧嘩が絶えま
せん︒
つい先日も主人の休日に出かける際に
ささいな事が原因で喧嘩をして不機嫌な
まま電車に乗り込みました︒電車は混ん
でました︒
子供をだっこしてつり革につかまりま
した︒そのとき前に座っていたサラリー

レッスンをつけてもらい課題曲をもらっ ても弾ける曲を選ばないとだめかもよー︒﹂っ
マン風の中年の男性が﹁どうぞ！﹂と言っ
て取り組むのですが完成までは長い道の て笑ってます︒当日が来てステージにあ
て席を譲ってくださりました︒すると横
りで半年間同じ曲を練習していることも がって演奏が始まりました︒テーマが終
に座っていた新入社員らしき方も一緒に
あります︒
わり︑僕のソロが・・・︒記憶があった
立ち上がり譲ってくださいました︒
会社から帰って家族が寝静まった後に のはそれまでで上がったわたしの意識が
二人立たれたので﹁一つで大丈夫です﹂
ヘッドホンをつけて練習︒時間があると 平静に戻ったのは演奏が終わって片付け
といいましたが︑ニコニコしながら﹁ご
きには友人の会社社長のピアニストの家 をする時でした︒
主人も座ってください︒
で理論を教えてもらいながら復習するの
私はピアニストの相方に﹁どうでした？
我々は大丈夫ですから︒﹂と言われ二
が私の楽しみです︒でもたまにその練習 弾けてましたか？﹂恐る恐る聞いてみま
人で恐縮しながら座らせていただきまし
の地道さと反復練習のストレスから別の した︒﹁うん緊張してるから走ってたけ
た︒私が子供をだっこして座っていると
曲をひいてみたり自分流のアドリブを入 ど音は正確にひいていたよ︒うまくひけ
主人がモジモジして﹁ねえ︑僕がだっこ
れたくなったりしてつい過信して難易度 てたね︒﹂とほめてもらい︑ステージか
するよ︒君はゆっくり座ったら？﹂と言っ
の高いフレーズを入れる度に譜面上の場 ら降りるとみていた女性の方から﹁感動
てくれました︒
所を見失いメチャクチャな演奏になって しました︒音色がきれいでした︒又きか
主人は子供に外の景色をみせて﹁ブー
せてください︒﹂といわれ別の方からは
ブだあ︒大きな橋だね・・︒﹂と︑とて
﹁大好きな曲でした︒とても乗れました︒ も朗らかに会話をしています︒
かっこ良かったです︒﹂とほめられて・・・︒ 私の怒りはいつの間にか消えてとても
なんだかとってもうれしい気持ちで辛
幸せな気分になれました︒席を譲ってく
かったけど練習してきてよかったなって
ださった方にありがとう︒
思えました︒
︵八王子市／Ｋ︶
思えば仕事もジャズも同じで謙虚に地
道に修学しないとだめなんだなと感じて
●債 務 整 理 をし て く ださ っ た
います︒友人のピアニストに感謝してい
弁 護 士さ ん に あり が と う
ます︒下手くそのわたしにいつもつきあっ
てくれてありがとう︒
私は自営業をしています︒家業がこの
おかげで最近は仕事にも前向きに謙虚
不況でうまくいかず︑借金ばかりがかさ
に取り組めるようになりました︒これか
み・・︒
しまいます︒先生 や友人に苦笑され︑た らもよろしくお願いします︒
しなめられ︒自分の未熟さと謙虚に取り
あ(りがとう・不動産／豊田泰幸 ) 返済ができずに悩んでいました︒悩め
ば悩むほど仕事は決まらずに月末には資
組む事の大切さを思い知らされる・・・︒
金繰りで頭を悩ませる毎日でした︒
● 席 を譲 っ て く ださ っ た 方に
そんな中ある日電車の中吊り広告で
あ りが と う
﹁一人で悩まず相談してください﹂と書
いてある債務整理の広告をみました︒
思い切って電話をして先生にお会いす
るととても信頼できそうな方でした︒
弁護士の先生の助言で債務を整理して
再起する決心ができました︒
決心してからというもの徐々にではあ
りますが仕事もきまってきてます︒背中
を押してくださった先生ありがとうござ
います︒
︵中野区／Ｅ・Ｙ︶
先日︑大勢の人の前で演奏する機会が
ありました︒相方のピアニストと二人で
演奏することになり︑選曲をする段にな
り・・︒私は色々と理想の曲を語り相方
に提案してみました︒相方はニコニコし
ながら﹁今まで練習してきた課題曲がい
いんじゃない？絶対ひける三曲でいいよ︒﹂
私としては見栄もあるしかっこいいとこ
見せたいので難易度の高い選曲を希望し
ていたのです︒﹁ステージに上がると緊
張で何ひいているか分かんなくなるから
半分の力で演奏できる︒つまり目をつぶっ

０１３

あ りが と う

私は妻の亡くなったお父
さんの服をきています︒一
〇年前になくなったお父さんのつけてい
たスーツやコート︑ワイシャツなどのほ
とんどを遺品としてうけついだのです︒
妻の父の服は型のふるいものであり︑
あまりよろこんで着ていたわけではあり
ません︒
でも︑ある日遺品のスーツを着て妻の
実家を訪れました︒そのときスーツすが
た見たおかあさんんが声をあげて泣き出
したのです︒
私は涙を流しながら喜んでいるおかあ
さんを見て胸がつまりました︒それ以来
おかあさんに会う際にはお父さんの服を
着るようにしています︒
おかげさまでぎくしゃくしていたお母
さんとの関係も良くなり心から﹁おかあ
さん﹂と呼べるようになりました︒
そんな私たちを妻もうれしそうにみま
もっています︒お父さんの服のおかげで
家庭も仕事も順調です︒ありがとう︒
︵福岡県博多市／Ｙ・Ｈ︶

● 友 人 のピ ア ニ スト に あ りが と う

私は最近趣味でジャズの勉強をしてい
ます︒楽器はギターです︒学
生時代に一度ジャズにチャレ
ンジしたこともあるのですが
その難易度と覚えることの多
さに挫折したことがありまし
た︒
わけあって数年前に酒とたばこをやめ
たのですが︑それを機会にチャレンジし
たわけです︒
こつこつと練習を重ね理論や読譜や暗
記も多く︑まるで小学生になった気分で
とても新鮮です︒月に一度プロの先生に
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一〇年頃に建てたようです︒そして昭和
一二年に兄が生まれ︑それからしばらく
して太平洋戦争がはじまりました︒戦争
では父はアリューシャン列島のキスカ島
という所に五千人の守備隊の一人として
行っておりました︒
当時キスカ島お近くのアッツ島で日本
守備隊が全滅し︑終戦直前にはサイパン
硫黄島で日本軍が玉砕しました︒このキ
スカ島も米軍の総攻撃が時間の問題となっ
ていました︒日本海軍は艦隊を組織して
撤退作戦を行いました︒この作戦はいま
から４０年ほど前に三船俊郎主演で﹁太
平洋奇跡の作戦キスカ﹂として東宝で映
画化され公開されました︒そして作戦は
成功し霧にまぎれて日本守備隊五千人全
員が撤退しました︒その後米軍は総攻撃
を行い三万五千の兵を無人のキスカ島に
上陸させましたが︑キスカ島には犬３匹
以外日本兵は一兵もいなかったというこ
とです︒
そして父は昭和一八年七月三〇日に無
事にもどってきました︒そしてその丁度
１年後に私がうまれたのでした︒それか
ら一年後日本は終戦をむかえましたが︑
幸いにも私の家は戦火をまぬがれたので
した︒
昭和二十三年に妹がうまれました︒も
しキスカ島で父が玉砕していたら私と妹
はこの世に存在しなかったわけです︒父
と母も今はもう無くなりましたが︑そう
思うと私と妹がこの世に生きているのが
不思議です︒
お父さんお母さん︑私と妹を生んでく
れて本当にありがとうございました︒お
かげさまでお父さんお母さんが残してく
ださった家を売却してゆたかな老後を迎
えることができます︒
妹は︑孫が生まれておばあちゃんにな
りましたが︑今回﹁宝くじにでもあたっ
たみたいだ﹂と大喜びしています︒あり
がとうございました︒
︵目黒区中央町／半田英晄︶
● 父 の 背 中に あ り がと う
私は大手家電販売会社に努めていまし
た︒在任中は海外の支店をまわったり新

規事業を立ち上げたりと何かと苦労の多
い仕事でした︒
海外赴任時には妻や子供たちにとても
つらい思いをさせたりしましたが︑私に
ついてきてくれた事に感謝しています︒
数年前に最前線からは退き︑今は会社の
顧問をやりながら後輩の指導や育成︑相
談︑に乗ったりと第二の人生をおくって
おります︒
私の実家は山梨のブドウ農園でした︒
父は若くして両親を亡くして苦労してブ
ドウ畑を手に入れて独立しました︒子供
の頃から父が早朝から夜遅くまで働いて
いる姿を目にして育ちました︒
昭和三十四年︑伊勢湾台風が甲府盆地
を襲い︑ぶどう園一帯は壊滅状態になり
ました︒当時中学生だった私が父のあと
について小高い丘に登り︑台風でなぎた
おされたブドウ畑を見下ろした時です︒
そのなかに座布団でも敷いたように︑青々
とした畑がのこっているではありません
か︒その無傷のブドウ畑を指さし︑父は
言いました︒
﹁あれは︑みんあオレがかけた棚だ﹂
私は父をただの頑固オヤジだと思ってい
ましたが︑そのときから尊敬するように
なりました︒
オヤジを思い出すといつもそのときの
ブドウ畑をみつめていた﹁おやじの背中﹂
が浮かんでくるのです︒私が仕事をやり
通せたのは父の背中のおかげだったと思
います︒
父は七十一歳で他界いたしました︒葬
式は春の彼岸の日だったのですが︑三月
にしては珍しい大雪で︑ブドウ畑のビニー
ルハウスはのきなみ雪に押しつぶされて
いました︒
しかし葬式に来てくれた何
人かの人たちが︑﹁うちのハ
ウスはあなたのお父さんが建
ててくれたので安心です﹂と
言ってくれたのです︒父はい
つも 私に 言って いま した︒
﹁えらくならなくていい︒だがいい仕事
をしろ﹂と︒その日の大雪は﹁仕事はこ
ういうふうにやれ﹂という父の最後のコ
トバだったように思えます︒おとうさん
ありがとう︒
︵東京都／Ｓ・Ｓ︶

事務所前に一本の
桜が満開に咲き根元
には散った花弁が…
…。良寛の辞世の句
「散る桜 残る桜も
散る桜」をふと思い
出す。

【携 帯 Deシ ョッ ト】

●メールでのご投稿は…

http://1039.seesaa.net/

info@holonics.gr.jp

【編集・企画】株式会社ホロニックス総研・編集部

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

︻原稿をお待ちしています︒︼

●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↓

● 気づ き を あ たえ て く れた
力 強 い 言 葉に あ り がと う

お客様の事務所で拝見した陶板画に書
いてあったすばらしい言葉に感動したの
でご紹介させていただきます︒
京都の東寺の管長が書かれた書だそう
です︒あなたはいくつあてはまりますか？
ちなみに私はすべてが自分にあてはま
るので自戒の念がわいてきます︒
︵ありがとう・不動産／豊田︶

● 父に あ り が とう

東京都の道路計画で収容
になって立ち退きになるた
めに先日﹁ありがとう不動
産﹂に東京都と地主との交
渉をお願いして一月に契約
が完了しました︒ありがとうございまし
た︒
この家は私の父が結婚するときに昭和
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