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平成 22年度  中国・四国プ ロック青少年育成
｀

ア ドバイザー連合会総会 に参加 して

新り!1裕二

平成 22年 5月 16日 (日 )13:30～ 岡山県倉

敷市にある倉敷物語館の会議室で今年度の総会が行

われた。

1 はじめに本会の福田悟会長 (島根県会長)の挨

拶。

昨年 10月 なくなられた前会長の玉置三千行さ

んに対 して黙祷を捧げられてあいさつをされる。

今年度の中四国大会は岡山県の予定であったが

諸般の事情で島根県と岡山県の共催で島根県の松

江市人雲町で開催されることを提案された。

全国的な動きとして、昨年度の青少年育成国民

会議が解散 した後各都道府県民会議の連絡協議会

設立やア ドバイザーの養成について進められてき

ている。その中心的な動きをしていただいている

のが青少年育成鳥取県民会議の人村会長 さんや鳥

取県青少年育成ア ドバイザー会の山本会長です。

2 議長に岡山県の黒瀬さんを選出され、議事の報

告協議。

議事については提案どお り滞 りなく承認を受け

る。

来年度以降の中四国大会は、23年度徳島県、24

年度広島県で開催される予定です。

○会議の最後の 「その他」のところで、山本会長

から鳥取県の取組として「ありがとう100回運

動」の推進について説明があり、出席の皆さんに

シールを配布 されました。

出席者の方から好評でした。

そ して、総会終了

3 研修会。

講師は、岡山県県民生活部、男女共同参画青少

年課の小原真紀子課長が 「岡山県青少年総合相談

センターの概要」と題 してご講演されました。

内容は、いままでばらばらに設置 していた相談機

関をまとめ運営し始めて成果があがつているという

内容でした。

県の男女共同参画青少年華が総合窓日になり、県

教委の教育相談、進路相談、子どもホットライン、

子育テレホン、県警のヤングテレホン等を総括 して

おられました。

相談件数が 120%を 超えたとのことでした。

4 その他

会場周辺は大原美術館のある倉敷美観地区。少

し早く着いたので、山本会長 と一緒に丁寧な観光

ボランティアの方にお世話になり解説つきで美観

地区を一回りしました。

心の洗濯もついでにしてきました。

「あ りが とう」

西浦 公子

「ありがとう」の意味を知ったのは、五日市剛さん

との出会いでした。

「ありがとうございます」で、より運を開き、「あり

がとう」で、不運だつたことを断つ 。・・

そして、百万遍の 「ありがとう」は、竹田和平さん

ボーロ(お菓子)に 百万遍の「ありがとうJを聞かせて

いる。・・・食べた人が幸せになるように・・・

『「ごめんなさい」「ありがとう」「ゆるしてください」

「愛しています」の4つの言葉を言うと、自分自身

の記憶がクリーニングされ、身の回りに起きている

ことが変化する』は、ハフイの「ホ 。オ・ポノポノ」

のヒューレン博士。

自分自身にも、周 りのみんなも幸せにすることば「あ

りがとう」を、たくさん振 りまいて生きていきたい

なと思っている今 日此の頃です。



「ありがとう」

清水 成員

皆さんお元気でお過ごしの事とお慶び申しあげま

す。さて、「ありがとう」というテーマで、という事

でしたので思いつくままを書きたいと思います.

皆さん、「ありがとう」という言葉は、仏教から由

来した言葉だという事を知っていましたか。お釈迦

さんが、説いた教えが書いてあるお経 (法句経といい

ます。)の 中に「人の生をうくるはかたく、やがて死

すべきものの、いま生命あることありがたし」と書

いてあります。

意味は、人間としてこの世に生まれてくることは

とても稀なことである、ということを説いています。

漢字で書けば「有難し」。「有ること難 し」とはつま

り、存在することが難しい、きわめて貴重なことで

ある、ということです。人間として生まれるという

事は、とっても貴重な事であるという事です。

現在、日本では一年間に 3万人以上の方が、自分

の命を絶つています。そこには、さまざまな理由が

あり、他人にはわからない苦しみがある事でしょう。

依然として、子どもたちへの虐待やいじめによる自

殺も後を絶ちません。

先日こんな詩を、発見しました。紹介します。

家族～愛。自分・死～

「ありがとう」

生きる意味について。

そして自分の命・体。

あなたにとつてそれは

どんなものですか?

私は憎 しみと怨みの塊です。

生きる予定のなかった…

でも生まれてしまった人間です。

ある夫婦に子供を作れない夫婦がいました。

夫はある女性 と浮気をしていました。

父と浮気相手の間には子供ができてしまいました.

それが私なのです。

浮気相手の女性は

「堕ろしたい。」

と望んでいました。

夫もそれを望んでいました。

しかし妻は子供が欲 しかつた。

妻はそんな中でできた子供を自分から望み

「私が育てる。」

と申し出ました。

妻の方の親達は大賛成でした。

堕ろされるはずの私は妻(母)のおかげで生まれてき

たのです。

浮気相手の女性も母への謝罪代わりに私を生んだの

でしょっ。

そんな憎 しみの中私は生まれたのです。

私の名前も妻 (母)がつけたものです。

憎まれながら育つはずの私はたくさんの人達の大き

な愛情に包まれ育ちました。

血の繋がってる子供のように育児日記をつけてた母。

血の繋がつてる孫のようにいろんな所に連れてつて

くれた祖母、祖父。

血の繋がつてるめいっこのようにいろんな物を買つ

てくれた伯母、伯父。

私は母を怨み続けてました。

弟も。

次ページに続 く



でも全ての事実を知って

たくさんの感謝が      ・

たくさんの涙となつて溢れました。

「生まれてこなきゃよかつた」

この言葉を

「生まれてきて本当よかつた」

に変えてくれたのは

たくさんの友達

まわりの人達。

そして元彼の

「生まれてきてくれてありがとう」

の言葉でした。

私は皆に感謝していま九

たくさんの愛をくれてる

友達

周 りの人

家族に。

戸籍は形です。

血も形です。

本当に大切なものは

目に見えるものより見えないものなのです。

血が繋がつてなくたつて

浮気相手の子供だって

それに愛があればそれでいいのです。

死にたい人

生まれてきた事に後悔してる人

親を怨んでる人

貴方達も含め世界中の人達は皆

親、人生、運命

を決めて生まれてくるのです。

自分で生まれてきて

自分で自ら命と体を捨てないで下さい。

リスカも私は経験しました。

リスカで幸い気持ちを和らげるのはいいです。

私は無理に止めないけど

それで本当に命がなくなる事のないように…。

そしてなるべくならラスカに頼らず、傷に頼らず生

きてください。

生きる意味は自分で見つけるのです。

死ぬまでずつと生きる意味を探し生きる価値を求め

るのが人です。

怨みが愛に変わる事だつてあるんです。

本当は怨まれてるはずの私が愛されてるのです。

愛は自由なんです。

死にたい人

生まれてきた事に後悔してる人

親を怨んでる人

誰かに憎しみばかりもつてる人

貴方達も誰かに愛されてます。

人はいつ死ぬかわからない中で生きています。

その中で親に家族に

「ありがとう」

この言葉を告げなくて後悔しませんか ?

人は後悔する生き物です。

でもそのたった一言が何よりも最大の後悔になるは

ずです。

私は祖母が亡くなり伝えたい言葉を伝えれなくてす

ごい後悔をしています。

「ありがとうJ

は恥ずかしい言葉です。

でもその恥ずかしいつてゆう壁を越える事で自分自

身成長もします。

裏ページに続く



死にたい人ヘ

どんな理由でも今死んで後悔しませんか ?

親の愛を無駄にして死ぬのですか?

周 りの気持ち理解 していますか ?

「ありがとう」

この気持ちが少 しでもあるのなら…

生きて下さい。

精一杯生きて下さい。

生きる事は辛い事です。

でもこの「辛」にあと一本線を足せば「幸」になるので

す。

あと一歩踏み出せたら幸せがそこにはあるのです。

生きる限 り

たくさん泣いて下さい。

たくさん怒つて下さい。

たくさん笑って ドさい。

怨まれても憎まれても

ただただがむしゃらに

生きて下さい。

誰かが貴方を愛 しているから。

家族は大切です。

愛に包まれて皆育つてるのです。

家族だけは本当に大切 |ご して下さい。

人生はテス トじやありません。

誰かに丸付けされる生き方なんてしないで下さい。

運命は変えられません。

でもたくさんの降 り掛かつてくる運命を受けとめ立

ち向かっていつて下さい。

視野の狭い人生にしないで下さい。

生きるのは何もかにも自由なのです。

広く考えたら楽 しい事も見えてくるんです。

失恋しても

喧嘩しても

勉強 うまくいかなくても

何かにつまづいても

何かに失敗しても

[次]がある事を忘れないで下さい。

「ありがとう」

この言葉を伝えて下さい。

貴方の本当に大切な人に。

貴方に辛い思いさせたのも幸せな思いさせてくれた

のも元をたどれば全部親です。

貴方を愛 してくれてる人です。

それだけは本当に忘れないで下さい…。

そして自分の人生大切に。運命も友達も家族も

愛も全てを大切に。

最後まで読んで下さつてありがとうございます。

家族の大切さ

自分の大切さ

愛

などをわかつてほしくて伝えたくて書きました。

これは私の実話です。

どれか一つでも伝わつてればすごく嬉 しいです。

byらぶふらわ― 磋姿嚢幹嚢壼癬緩幹疑|

編集後記

暑中お見舞い申し上げます。

地球の傘がぼろぼろになつているのでしょうか。

太陽のエネルギーをモロに受けて、ちよつと辛い

ですね。

熱中症予防に毎日のようにスイカを食べています。

夫婦二人には、マーケットの 1′ 6カ ットが丁度いい

大きさです。

皆さんもどうかお体を大切になさつて下さい。

次回のテーマも「ありがとう」にします。たくさん

の「ありがとう」のお話をお寄せください。お待ち

しています。

oine.oine.oinechaЮおrk,oclll.neojp

(wordで入れてください)


