今までありがとうございました。
（埼玉県鴻巣市 半田 英晄）

●お じ い ち ゃ ん お ば あ ち ゃ ん
ありがとう

ちゃんやおばあちゃんの気持ちに感謝
してちゃんと勉強します。いつまでも
元気でいて孝行させてください。おば
あちゃん、おじいちゃんありがとう。
（横浜市 Ｙ／Ｔ）

●おとうさんおかあさんに

僕は今年大学に進学できました。高
ありがとう
校で受験してエスカレーター式の大学
に入学することができました。地元の
先日社会人になってはじ
友人たちが大学受験で四苦八苦してい めての給料をもらいました。
るのを傍目になんかわるいなーと思い
そのお金で父と母に横浜
な が ら 高 校 生 活 を 楽 し ま せ て も ら のうなぎ屋さんで特上うな
重をご馳走しました。父も
母もとても喜んでくれまし
た。今まで親不孝してきたのですこし
だけ罪滅ぼしができたのでとてもうれ
しかったです。
社会人になって思うことは、学生時
代と異なり、責任が重くとても厳しい
世界であるとおもいます。自己管理も
大切で、学生気分を払拭するのに必死
です。
これからもっとがんばってもっとお
いしいものをご馳走できるようにがん
ばります。
お父さんお母さんこれまでささえて
いました。世
くれてありがとう。
の中は不景気みた い
（株 ホ)ロニックス総研 木戸晶裕）
で。僕のお父さんの仕事も大変そうで
私立高校の学費や入学金の工面に苦労 ● 義 理 の 父 に
していて・・。夜な夜な父と母でお金
ありがとう
の算段を話し合っているひそひそ声が
聞こえる度に「奨学金を申し込んでみ
先日妻の義理の父がなくなりました。
ようかな。だめだったら進学をあきら
めようかな。」と思い悩む日々でした。 三年前から膀胱癌を患い、抗がん剤治
ある日おばあちゃんの家に遊びに行っ 療を受けて入退院をくりかえしていま
たらおばあちゃんが、「お父さんの仕 したが、先月から容態が悪化して亡く
事は大丈夫なのかい？おまえの学費は なってしまいました。
しかし、最後は義理の兄夫婦、孫三
おばあちゃんが貯金しているから心配
しないでいいんだよ。」と言ってくれ 人、義理の母と妻、みんなに看取られ
てとても幸せに安らかに旅立ちました。
ました。
亡くなる数週間前は癌が内臓に転移
とてもありがたかったです。おじい
したらしく痛みが強く看病している妻

０１４

● 近 所 の 方 々 と の 縁を 取 り
持 っ て く れ た 庭の 木 々 に
ありがとう

父の代から７０年住んでいた家が道
路収用になり取り壊すことになりまし
た。
小さい庭なのですがその庭には柿、
梅、柚子、金柑などが密集していて夏
には薮蚊に悩まされたものです。
いよいよ解体の日を迎えて業者さん
が足場を組んで庭木の伐採の準備をは
じめていると、近所の方が集まってき
ました。みなさん名残惜しそうに木々
をながめておられます。
お隣の方は
「この木私の子供の頃からあるのよ
ね。鬱蒼として私の家にはみだしてい
たから随分と金柑や柚子を取らせてい
ただいたわ。残念だわ。梅を頂いて梅
酒でお返ししたりしたし・・。」

その会話を聞いていた解体業者の方
が手伝ってくださり、私と二人でなっ
ている柚子を一緒に取ってくれました。
取れた柚子は隣家の方々にお裾分け
いたしました。今まで手入れが面倒だ
と思っていた庭木達が近隣の方の憩い
となっていたのだと知りました。
酒とお塩で家と庭を供養しながらあ
らためてこの家を残してくれた父と我々
兄弟を包みこんでくれていた木々にあ
りがとうと感謝しました。

に八つ当たりするので妻は
看病から家に帰ると目を赤
く泣きはらしていました。
それでもあきらめずに病院
に献身的に看病に訪れる妻
を私はとても頼もしくおも
いました。
そんな荒れていた父がある日とても
おだやかになって妻に言ったそうです。
「おれはもう長くない。わかるんだ。
仏様が理解出来る心境になってきた。
住職にたのんでお釈迦様をもらってき
てくれ。」 私は寺の住職にお願いし
てお釈迦様像に祈願してもらいました。
それを義理の父の枕元において「お
とうさん。心配しなくていいよ。
偉いお坊さんにお願いしてあるから
上に行ったらちゃんと待っていてくれ
てるから、お釈迦様についていって門
のところで自分の名前を言うんだよ。」
と伝えました。義父はうんうんとうれ
しそうにうなずき、とても穏やかにな
りました。
孫一人一人に家訓をのこして。義母
には「おまえと一緒になってよかった。
ありがとう」と遺言を残しました。
家の建て替えの問題で意見があわな
かった兄夫婦には「俺が亡くなったら
家を建て替えろ。
嫁の好きにしていい。ただし残され
たお母さんを大事にすること。」と言
い残して最後は眠るように亡くなりま
した。
義父さんに出会えて僕は幸せでした。
僕たちの心にとても大切なものを残し
てくださった義父さんありがとう。上
でまたお会いしましょうね。
「瓜正」のうなぎをまた食いましょう。
でも僕は痛いのがいやなのでこれか
らは健康に気をつけます。
四〇年は待っていただくことになり
ますが、又お会いしましょう。
（ありがとう不動産 豊田泰幸）
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なりました。地主の家に長男として生
まれた兄は父が亡くなった時も兄弟の
相続争いや本家として一族の頭として
がんばってきました。家督として家を
守る為に贅沢もしないで親子ほども年
のはなれた私をかわいがってくれまし
た。
末っ子のきままな私が今幸せで居ら
れるのも父と兄のおかげです。おとう
さん、おにいさんありがとうございま
した。
（千葉市若葉区 長谷川 諭）

●亡くなった主人に
ありがとう
私は今年７８歳になります。主人
は１３年前に他界していまは娘夫婦と
孫に囲まれてくらしています。主人と
結婚したのは私が３０歳の時でした。
それまでは私は生命保険会社に勤めて
いて、今でいうキャリアウーマンのは
しりでその当時にしては遅い結婚でし
た。主人はその当時不動産業を営んで
いてとても頼もしくみえたものです。
周囲では私たちの結婚に反対もあった
のも事実ですが、押し切って結婚しま
した。
結婚してまもなく主 人は 女
[ 性も独
り立ちする時代が来るね。車の免許を
取りなさい。車
が運転できると
行動範囲が広が
る よ。 と
] いう の
です。その当時は免許をもっている女
性はあまりいませんでした。私は躊躇
しながらも主人のことばに押されて免
許を取得しました。
私は未だ現役で不動産の営業をして
います。不動産の物件調査に飛び回る

には自動車が必要不可欠なんです。娘
夫婦が共稼ぎなので家で留守番をしな
がら空いた時間に調査や営業にでかけ
ます。夕方には近くのスーパーまで自
動車で買い出しに出かけ。運転ができ
ることのありがたさ、そして未だ現役
で仕事できることのありがたさを感じ
ています。
今我々家族が暮らして行けるのも、
私に不動産業を教えてくれたのもそし
て 運
[転免許 を
]取ることを勧めてくれ
たのも主人でした。あなたありがとう。
でもまだまだあなたのところへは行け
ません。ごめんなさい。
（藤沢市 西野幸世）

●おやじおふくろ
ありがとう
私は四〇代半ばの者で
す。十代の頃は暴走族に
入り裏社会に身をおいて
いました。
両親は勝手きままに生
きる私を心配していつも
心を痛めて見守ってくれ
ていました。自分一人で生きていると
勘違いして、人の言うことに耳など貸
そうとしない自分を見守ってくれた両
親・・・。
さんざん迷惑をかけてごめん。おれ
はおやじ、おふくろがずっと心配して
くれたからこれまでやってこれた。あ
りがとう。親孝行させてください。お
れは良いことも悪いこともたくさん経
験してきた。でもそのすべてが財産だ
とおもっているよ。その財産を悩み苦
しむ人たちにお分けしたいとおもう。
（目黒区上目黒 Ａ．Ｙ）

解体現場にはかなく気丈
に咲いていた草花。施主に
よると20年まえから咲いて
いるが、図鑑で調べても名
前はわからなかったそうだ。
鉢をもって救出にいったが
解体されていた。
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● お と う さ ん おに い さ ん
ありがとう
今年 ６５ 歳に なる 壮年 で
す。二 年程 前に 西千 葉の 家
を売却 して 今で は夫 婦の 老
後の為 の家 を購 入し てき ま
まな毎日を送っています。
売却 した 家は 昭和 ４０ 年
頃に今 は無 き父 に買 って も
らったものでした。７人兄弟の末っ子
として生まれた私は長男や長女とは１
８歳もはなれていました。
私が成長して独立できるようになっ
た時期には父も高齢で、そんな私を案
じて父は家を生きている間に買ってく
れたのでした。
長年勤めた企業を定年になって、家
も古くなっていたのでいたるところに
ガタがきて建て替えをしなくてはない
かなと頭をかかえていました。
そんなある日、隣の敷地の所有者か
ら相談がありました。実は隣は企業の
社宅として使用していたのですが事情
があって売却することになったそうで
す。
ところがとなりの敷地が１．８メー
トルしか道路に面していない為に死に
地となってしまっているそうでした。
どうやら私の土地を売ってもらえない
かという事でした。
私は老後の事もあるのでダメもとで
「全部を高く買ってくれるならいい」
と言ってみました。
交渉はとんとん拍子に進み、実際の
相場の価格よりも相当高く買い上げて
もらい、おかげで今の家に引っ越す事
ができました。私はついているなと感
じています。
先日長男であった兄が八十歳で亡く
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