
能登麻美子さんコラム「a day in my life」2009～2011年連載 

 

第 1回 この文章に目を通して下さった皆様へ・・・。 

以前、私がやらせて頂いたナレーションがきっかけで今回 AVOCOM さんとご縁が出

来、こうして文章も書かせて頂くことになりました。 

 

仕事はもっともいとおしい手段だと思います。 

そこには喜びがあり、発見があり、苦しさがあり、感謝があります。 

その手段を通して様々な方達と、直接、間接的に出逢い、繋がっていく。 

 

出逢いは人だけに限りません･･･。 

手段自体は人生の中で変わることがあったとしても、その根本に流れるものは同じで

はないかといつも思います。 

 

これからしばらくの間、私が日々思うこと感じること等を書かせて頂きます。 

お付き合い頂ければ幸いです。 

2009.3.30 

第 2回 うそを突き通すことができますか？ 

嘘をつき通すことが出来ますか・・・？  

なくなってしまう・・・・・。 

そんなことが、このコラムに目を通して下さっている皆さんの人生に 

起こったことはあるでしょうか・・・・・？ 

私は大なり小なりその狭間で揺れることがよくあります(笑) 

白か黒かはっきり出る時は・・・・。 

何の迷いもなく思ったままを選択できる時はいい。 

でも、そこに他者が関わっていたり、状況が許さない時もある。 

年を重ねるごとに、そういうことも分かってくるようになりました。 

ともすれば、嘘をつき通すことも出来ます。 

自分自身に。 

嘘を理解し、その上で自分を成り立たせる・・・・。 

でも、嘘を真実に変えようとするのは、とても苦しい気がします。 

自分の本当の望みを受け入れる。 



人生の中でそれを選択することがもし出来なかったとしても、 

自分の望みを肯定的に受け入れることが出来れば 

いつか どこかで、道は繋がるように思います。 

 

いつでも、どんな時でも、自分の本当の声を、望みを 

受け入れてゆくこと。 

それは とても大切なことのような気がします。 

2009.5.1 

 

第 3回 私の最初の思いは舞台をやることでした 

私の仕事は声優であり、ナレーターです。 

アニメーションのキャラクターに声を吹き込んだり、 

テレビ CMや、ラジオ CMの原稿を読んだりしています。 

私の一番最初の思いは、舞台をやることでした。 

お芝居がしたい、演じたい、あの空間の中で生きてみたい 

そう強く思いました。その中で生きることしか考えていませんでした。 

なので、職業に出来るかどうかや、お金、生活のことを 

一番にはどうしても考えられませんでした。 

ただただ喜びの場所だけが明確に分かっていて、 

そこに向かっていこうとしていたんだと思います。 

そんな中、今の事務所の研究生の話を頂き、 

悩みましたがお芝居も出来るということで、一年間 

お世話になることになりました。一年後 

所属が決まり、今に至ります。 

不思議なことに、お芝居の熱は持ち続けたまま 

私はナレーションの言葉の魅力にはまっていきました。 

当初はアニメーションのお仕事はなく 

ナレーションのお仕事をさせて貰っていたのですが、 

普段、ナレーションを意識して聞くことはありませんでした。 

皆さんもそうかもしれませんが、ナレーション(言葉)は 

自然に流れてくるもの、届くもの。 

でもこの自然が、いざやる側になるといかに難しいか。 

思い知らされました。と、同時に、その世界と交わることの 



喜びを知りました。これはまったく思いもよらない、でも 

無理のない、不思議なしっくり感でした。 

同じだけの葛藤や苦しさは今も変わらず続いています。 

それはアニメーションのお仕事でも同じことが起こりました。 

不思議なものでそれらは尽きることがありません。 

喜びもしんどさも同じだけ現れ、でもそれらを全て 

包み込んで尚、きっと喜びなのだと思います。 

ふと思いますが、生きることの喜び、感じられる、体感 

出来ることの喜びを人は必ず持っていると私は思います。 

もちろんこう思えることはむしろ少なく、日常の浮き沈みは 

当たり前のようにあります(笑) でも、日常とそこをふと 

行ったり来たりし、根底はそこなんだと、私は思います。 

ギフトは好む、好まざるとに関わらず現れて 

好まざる場合はしんどいことこの上ない。 

でもきっと辛い、しんどいで終わりじゃない。 

その先の喜びは必ずあるのでと。 

そう感じていくと、手段に捕らわれるとこはなくなるんじゃないか・・・。 

でも、手段と喜びは必ずどこかで繋っている。 

そして、皆それぞれに、手段を通して、自分自身の時間を 

最後まで喜ぶために生まれて来たんじゃないかな、 

ここに・・・と思ってしまいます。 

これはあくまで私だけの事実ですが、そう思えてなりません。 

話にまとまりがなく、行ったり来たりしていますが 

約１０年間の時間を経て、舞台のご縁を頂きました。 

本当に有難いことですが、動かない体に違う回路・・・・。 

四苦八苦の最中ですが、稽古の中で何とか克服したいと 

思っています。 

思いも１０年間の中で変わった部分も多々あって、 

その変化に自分自身で驚くことや面白さを感じる毎日です。 

様々な変化を受け入れながら瞬間瞬間を 

喜んでいけたらと、今、強く思っています。 

2009.5.29 

 

 

 



 

第 4回 ふと気づきます・・・。 

ふと気付きます。 

自分は他者の目を気にしていたんだということを。 

 

ふと気付きます。 

自分は我慢していたんだ、無理していたんだ。 

嫌だったんだ、分からなくなっていたんだということを。 

 

それは決して、悪いことではなくて、そういうことを 

経験することも、良いことだと思います。 

 

ふと気付きます。 

周りの状況や、その世界での常識、 

そこに足並みを合わせようとしていることを。 

本当の自分の望みを感じなくなるほど、馴染み過ぎて 

見えなくなっていることを。 

 

分からないわけがない。 

感じられないわけがない。 

知らないわけがない。 

 

きっと人は、全てのいのちあるものは、 

エネルギーに満ち溢れていて、その人だけのものが必ずある。 

生きていることは、その根源は喜びであって 

それぞれの、様々な、手段で、それは必ず感じられる。 

 

でも混沌とすることも、良いことだと思います。 

そこを経験する。得て行くことが、きっと大事なのだろうと・・・・。 

 

何が言いたかったのかと言いますと、 

皆それぞれ、大なり小なり、年齢、性別を問わず、 

こういう気持ちになることがあるだろうなと思いました。 

私自身もつい最近まで長く閉じられた部分があって、 

似たような状態になっていた時もあったからです。 



ある日、ふと、気付きました。 

積み重なって開いた(気付いた)ものでしょうか 

それは、ふと、突然でした。 

 

ああ、私は知らず知らずのうちに、根っこの喜びから 

外れていたんだな、少しずつ見失っていたんだなと。 

根っこの喜びに寄り沿っていこうと、改めて思いました。 

 

自分自身の声に耳を澄ますこと。 

澄まし続けること・・・。 

 

その喜びに寄り沿い続けることが、時に滑稽に 

映るかもしれません。 

馬鹿にされたり、非難されたり、自分自身が時に無理だと 

迷うかもしれない。 

でも根っこを感じて生きていきたい、選択していきたいと 

思いました。 

 

皆さんも感じてみて下さい。 

それは無条件に信じられるものです。きっと・・・。 

個々の根っこは、さらに太い一つの根、そして幹であると 

私は思っています・・・。 

 

最後になりましたが、 

これから夏本番、ますます暑くなっていきます。 

皆さん、どうか体調等お気を付け下さい。 

皆さん一人一人の時間、笑顔を応援しています！ 

又、来月、お会いしましょう。 

2009.6.30 

 

 

 



 

第 5回 二人の幸福な笑顔に私も本当に嬉しくなりました。 

先日、一枚の葉書が届きました。 

先月結婚した親友からでした。 

花嫁姿の彼女、そして傍らには旦那様・・・。 

二人で力を合わせて、幸せな家庭を築いていきます・・・ 

と書かれていました。 

二人の幸福な笑顔に私も本当に嬉しくなりました。 

じんわり、ほっこりと胸の中が暖かくなり、思わずその葉書を 

ギュッと抱き寄せてしまいました。 

大切な親友だというのはもちろんありますが 

人から人へ、幸せは伝播すると改めて思いました。 

心から笑顔になれるパートナーを見つけられる。 

一緒に時間を重ね合わせて人生を作っていける人と 

巡り合えたら、それはとってもハッピーなことだと思います。 

親友の結婚を通して大きな幸福感を知り、世の中の 

全てのカップルを祝福したい気持ちでいっぱいになりました。 

実は結婚パーティーには私も参加させて貰ったのですが、 

不思議ですね、旦那様を見るのは初めてだったのですが 

とてもしっくり感があったんです。ずっと前からいっしょだったみたいに 

重ねるべくして、重なった２人なんだなぁ・・・と感じました。 

このコラムを読んで下さっている方達も様々だと思います。 

未婚、既婚の方、男性女性と年齢や立場も色々でしょう・・・。 

全ての皆様に、素敵な幸福を・・・。心からお祈りしています。 

2009.8.3 

 

 

 

 

 



 

第 6回 いつもとは違う風の感触を味わいたくて 

皆さんこんにちは。 

お元気ですが？ お変わりありませんか？ 

もうすっかり、秋の風が吹いていますね。 

昨夜は選挙報道から目が離せませんでした。 

日本が一つの変化を迎えて、これからこの国はその変化と 

どう織り混ざっていくのだろうと思いながらテレビを見つめ続けていました。 

明けて今日は東京に台風が接近しています。 

恵みの祝福の雨風だと良いのですが・・・(笑) 

なかなか激しい雨風です。。。ふと・・・ 

いつもとは違う風の感触を味わいたくて、外に出ました。 

子供がキャッキャッと手を叩いて喜んでいます。 

私も子供の頃は台風が来るとワクワクして、窓からそっと手を出したり 

風と一緒にクルクル回ったりしていました。 

今は不謹慎かな・・と気がつくようになりましたが、子供の頃に感じたあのワクワクは 

まだ自分の中に残っています。。。 話が少し変わりますが、 

先日、昔のドラマの話題で盛り上がりました。 

１５年前前後に流行ったドラマから話しは広がり、音楽、本へと話題は移りました。 

話しながら、ふと、自分がとても苦しい時期があったことを思い出しました。 

１０代、特に前半から半ばと、どうしようもなくしんどくて、不安でした。 

怖かったり、今大切だと思っているものを、大人になったら失ってしまうような気がしま

した。 

物理的なものではなく、精神を。柔らかい“何か”を・・・、 

必死で守っていました。共有することも出来ないと思っていたので、 

頑なに、どんどん内側へと潜り込んでしまいました。 

だから知ることの出来た、得られたこともあると思いますがその頃の私は 

楽しいと感じることは数えるほどしかなくて、息苦しかったり、辛かったり、 

許せないことがたくさんありました。 

時が流れて今は、全ての根っこは喜びだとヒシヒシ感じています。 

喜びの根っこのもと、苦しい花や悲しい花が時には咲きますが 

いつかは淡い喜びの色に変っています。 

皆さんも、ふと昔の自分を思い出してハッとされることや 

変化に驚かれることはないでしょうか・・・？ 

その時その時の苦しみや辛さもいつかは繋がって、良き方向へと 



向かっていく・・・。人のエネルギーには予め備わっている底力があるように 

思います。それを思い出して、感じて、個人個人がまず自分自身を開拓して 

いけたら素敵だなと思いました。 

2009.9.1 

 

 

第 7回 今回から便箋に書かせていただこうかなと思います 

 

今回から便箋に書かせて頂こうかな・・・と思います。 

皆さんにお手紙を書くような気持ちで、このブログに綴られたら良いなと。 

今回も、ここを訪ねてくれた皆さん、初めて訪ねてくれた皆さん 

本当に有難うございます。 いつも感謝の気持ちでいっぱいです。 

さてさて・・・、先日一日お休みがありまして甲府に行ったのですが、その時のことを 

書きたいと思います。 

当初、高尾山に行こう！と思い電車に乗ったのですが、気付けば甲府まで行ってしま

いました。 

電車の中から外の景色を見たり、乗り降りする人達を眺めたり・・・電車の中に 

流れる空気もとても心地好くてついついもう少し・・・と思ってしまったのです。 

甲府は以前一度訪れたことがあって、柔らかい印象の街でした。 

街中を少し歩き、駅近くにあるお城跡へ行きました。 

キャッチボールをする親子や、男子学生達、お弁当を広げる家族も恋人たちも、 

初老の夫婦もいました。皆がそれぞれの時を過ごしていました。 

私は、たとえ自分と直接交われはしなくともそれぞれの人達の営みの一瞬に 

触れるのが何故か好きです。何故かいとおしい気持ちになるからです。 

その場所からは甲府の街が見下ろせました。ここにも多勢の人達が暮らしている。 

それぞれの生活がある。皆、色んな想いを抱えながら生きているんだ・・・。と 

肌で感じると、またいとおしさが込み上げてきて、溢れそうになりました。 

きっと、この中の誰一人が欠けても成立はしないのだと思います。 

誰一人欠けてもこの“今は- 存在しない・・・。そんな気がしてなりません。 

皆一人一人が、それぞれの時間の糸を持って、自分の人生を編み込んでいく。 

どの糸がなくても駄目なのだなと・・・。 



いとおしさで胸がいっぱいになります。同じ時代を生きられるだけでも 

奇跡に近い。いとおしさは感謝と喜びに繋がっています・・・・。 

2009.10.1 

 

 

 

第 8回 あんなに人を愛した自分は素敵だったな 

 “あんなに人を愛していた自分は素敵だったな” 

“人を”は親でも子供でも兄弟でも、伴侶でも恋人でも友人でも仕事仲間でも・・・。 

“人を”は人でなくても、仕事でも家族でも勉強でも・・・。 

細かくしていけば、一つのプロジェクトや行事、試験・・と無数にあると思います。 

言葉の印象、温度は人それぞれなので、“愛した”より“大切にした”“想いを注い

だ”“究めた” 

の方がしっくりこられる方もいらっしゃると思いますが、今、皆さんがそれぞれ自分の

ことを 

当てはめて読んで下さったとします。 

その時に、いやいや素敵じゃない、なかったよ。と思われる方もいらっしゃるかもしれ

ません。 

素敵だった、良かったなと思える場合、もしくは現在進行形で素敵な場合は置いてお

いたとして・・^_^ 

結果うまく結ばれなかった、実らなかったものに対して、想いが強ければ強いほど、 

昇華出来ずに残ってしまうことはないでしょうか？ 

また、自分を責めてしまうことはないでしょうか？ 

私はけっこうこれが強い方でした(笑)↑ 

もっと努力していれば、もっとこうしていれば、ああしていればと、自分を責める傾向

が 

ありました。読んでくださっている方々の中にも、いらっしゃるかもしれませんね・・・^_^ 

ただ、あるとき思ったんです。 

“あんなに愛せた自分は素敵だったな”と。 

取り組めた、注げた自分は素敵だったじゃないか・・・って(笑) 

その瞬間、不思議なことに、本当にいとおしく思えたんです。全てが。 



“全て”という言葉も抽象的で申し訳ないのですが 

初めて、昇華出来た気がしました。手放せた気がしました。 

 

きっとどんどん自由になれる気がするんです。喜びは増していく一方で、 

そういう風に受け取っていけるきがするんです。喜びは喜びを生みます。 

皆それぞれが、それぞれの限りある時間の中で、最もなりたい自分になる為に、 

いきたい場所にいく為に・・・。響き合って還し合って、繋がり合っていく気がしま

す・・・。 

2009.11.9 

 

 

第 9回 どうして・・・ 

どうして、この人達の下に生まれて来たんだろう。 

どうして彼だったんだろう。彼女だったんだろう。 

何でこの人達と縁があって、この組み合わせだったんだろう・・・・。 

 

親子の形は本当に様々だと思います。うまくいっている方もいれば、 

そうでない方もいたり、時が経って変化することも、もちろんあると思います。 

理由があって父母を知らない、会えない、生き別れてしまったという状況に 

身を置かれている方もいると思います。 

ここでは自分を通して書かせて頂くので、皆さん個々の状況と違う部分も 

あると思いますが、一片でもどこか、何かが重なり皆さんの下に届いたら、 

こんなに嬉しいことはありません。 

 

ここしばらくの間、父母の気持ちを感じ取れない、いまいち噛み合わない 

そして、取り巻く状況も流れが良くない・・・という状況が続いていました。 

距離感が近いからこそ見えにくくなる相手の気持ちもあったり、極端な 

言い方をしてしまうと、事柄に枝葉にばかり目が行って、どう対処しようか 

そのことばかりに頭がいっぱいになっていた自分がいたことに、ある時 

気付きました。一度そこから(枝葉)離れて、何故この状況が 

変わらずに与えられ続けているのだろうと考えてみました。 

状況の中身ではなく“何故- なのだろうと。そうすると 



見えてくるものが変わった瞬間があって、彼にも、彼女にも、私にも、 

それぞれの学ぶべき課題があって、根っこの忘れ物をしているんだと 

思いました。根っこを忘れたままで枝葉だけを何とかしようとしても 

変わるはずもなく、そこにこそ、触れ合わねばならなかったことに 

気付きました。 

そして不思議なもので、そこに触れ合うと全てが溶けて混ざり合うかの 

ように、解決の方向に向かいました(ほどけていきました。) 

その時に改めて、この組み合わせの意味を考えました。 

この組み合わせではない可能性はももちろんあって、でも、今生 

この組み合わせでご縁があった。それは、そうでなければならない理由が 

必ずどこかにあって、そこに思いを寄せると思わぬものが見える瞬間が 

ある、気付きがある・・・。と思いました。 

相手があることだけではなく、自分自身、一個人においてでも、同じように 

考えて行くと見えるのが広がる気がします。 

それは、生まれて時代にも来た時代にも当てはまる気がします。 

どうして、ここだったんだろう。この時代の、この国の、この場所だったのだろうと・・・。 

昨今、厳しい状況の中に身を置かれている方も大勢いらっしゃると思います。 

何故、どうしてこんな状況なのだと辛いこと、しんどいこともたくさんあると思います。 

ただ、もうひとつの扉を開けて“何故- この状況が与えられ続けているか、 

その意味を皆がそれぞれに考えてかなければならないように思います。 

きっと、必ず意味があり、それぞれが、それぞれの場所で成すべき 

大切なことがあるように思えてなりません。 

長文になってしまいました。読んで下さって本当にありがとうございました。 

今年も残す所、後僅かですね。このコラムを通して皆さんと 

繋がり合えているこの瞬間に心から感謝します。 

新しい年、皆さんが笑顔で、それぞれの道を歩かれていくことを 

心から願っています。良き年になりますように。 

皆さんが、たくさんの暖かい気持ちに包まれますように・・・。 

                  愛を込めて・・・・。 

2009.12.28 

 

 

 



 

第 10回 あけましておめでとうございます！ 

明けましておめでとうございます。 

本年も宜しくお願い致します。 

今年最初のコラム・・・。 

日常の本当に些細な出来事から実感した小さなギフトについて 

書かせて頂きたいと思います。 

例え話としては全くたいした話ではないのですが・・・(笑) 

その日、入浴中に起きた出来事です。 

上がる前にもう一度湯ぶねに入りたい！！お湯に浸かりたい！！と 

強く思いました。しかし考えました。もう充分暖まっている。 

もうかなり時間も遅い、お湯にゆっくり浸かるのは今じゃなくても 

また明日の夜にすれば良い、上がって早く寝るべきだ。 

閃き(と呼べるほどのものではないですが)もしくは、今、この瞬間 

“こうしたい”と思った、感じたことに対して、分析したり、それから 

後のことを考えて“こうしたい”と感じたものに対してストップを 

かける、思考した上で行動に移すかどうかを考える、、、ということ 

大小は様々ですが。皆さんやられていることだと思います。 

最近自分を考えた時に、私は思考してやめるパターンが 

多かったことに気付いたのです。無意識でしたがそうでした。 

話は戻りますが、その時私は“いいや、入る！！今、私は 

お湯に浸かりたいと強く思っている！！”と自分の思考を 

押し切りザブン！！と湯ぶねに入りました。 

しばらくお湯の暖かさを感じながらボーっとしていましたが、 

その時行き詰っていた仕事の宿題に対するとても良い自分なりの 

答えが、ふと降りて来ました。その瞬間に。 

それは私にとって思いもかけないギフトでした。 

こういうお話は少し難しく(伝え方が)、受け取って下さる方 

それぞれにも“おいおい”とツッコミたくなる所が多々 

あるかもしれません(笑) 

本などで読んだことも私はあって、ただその時は 

腑に落ちないというか、言葉の中だけの、実感があまり湧かない 

どこか距離があることでした。きっと自分の時期ではなかったのですね。 

それがすべてとは言いません。全てだと逆にマズイと思うのですが 

私が想像するに感じるに、今世の中は根拠なく感じること“こういたい”と 



思うこと、惹かれるものに対してちゃんと理由付けが必要で、その理由がないと 

自分自身や周囲を納得させるのは難しく、それによって一番最初に感じた 

閃きや根拠がないけれど惹かれるものを、諦める、手放す傾向にあったり 

しないかしら・・・、ふと思うのです。 

ただ、思考は、閃きの先にあるギフトは想像出来ない。 

もしかしたら、最も大切なもの、最上のタイミング、ギフトを逃している 

可能性もあるかもしてない・・・と思ったのです。 

だからと言って、繰り返しますが全てではありません。 

大切な感覚の一つとして、持っていたい、アンテナは敏感に 

しておきたいと思ったのです・・・。（話が大きくなりすぎたかな(笑)） 

皆さんにとっても、皆さんそれぞれが惹かれるもの、瞬間瞬間 

“こうしたい”と感じることはギフトの前触れかもしれない。 

皆さんそれぞれが、それぞれの喜びを求めて、最終的には 

笑顔で心豊かに進まれていって欲しいなと、皆さんの幸せを 

願わずにはいられません。どうか皆さんにとって良き一年と 

なります様に。心からお祈り申し上げます。 

2010.01.30 

 

 

第 11回 丁寧に生きていきたい 

 

丁寧に生きていきたい。 

今、強くそう思っています。 

今月、コラムを書かせて頂くにあたって、真っ先に浮かんだ 

言葉でした。“丁寧”に書きたいと・・・・。 

しばらく前から自分の中に大切に届めていることの 

一つです。 

思い返せば、私は“丁寧”という場所から遠く離れた所に 

居た気がしてなりません。 

“全力でやる”“精一杯心を込めて”“無我夢中で”と言うのは 

割としっくりくる表現で、そうやって、その瞬間、瞬間 



大切だと思うもの、大切にしたいものにエネルギーを傾けて来た 

ように思います。 それはそれで本当に大事なプロセスであったと 

思います。もちろん葛藤や、辛さや、苦しみ、ままならないこと・・・・、 

喜び、楽しさ、嬉しさ、いとおしさ・・・、言葉にならない気持ち、 

気付き、出来事が多々ありました。 

もう記憶としては思い出せなくても、肌の奥の奥で、心の最も奥、 

柔らかい所で、覚えているように思います・・・・。 

ただ、きっと、見落としてきたものもたくさんあると感じるようになったんです。 

今までは感じたことがありませんでした。 

それは“生まれた”のかもしれないし、“気付いた”のかもしれないし、 

よく分からないのですが、大事なのは“そう感じるようになった”ということでした。 

その後くらいからでしょうか・・・。 

“丁寧”という言葉が私の中で積り始めました。 

“丁寧”に関わっていきたいと。 

生きたいと・・・。 

自分自身に対しても、相手があることであっても。 

日々の何気ない小さな営みでも、それがより多くの人達と繋がっていける営みで

も・・・・。 

“何が”に重きがあるのではなく、先ずそっちがあるべきだろうと。そう思うようになりま

した。 

時として、最も難しいのは自分自身に対して丁寧になることだと思うんです。 

耳を澄ますこと、問いかけ続けること。発する小さな声を聴こうとすること聴き続けるこ

と etc。 

表現が難しいですが、自分自身に手を抜くことは、時として簡単です。 

自分自身に“丁寧”になることは最も難しい、でも、そこにこそ大切なものが、 

大切なことは潜んでいる気がしてなりません。 

“丁寧”に関わることは、甘やかす、可愛がりすぎることではありません。 

人に与えて貰えるものではないからです。 

自分自身で模索し、考え、導き出していかなくてはならない。 

だからこそ出発点の“自分”を“丁寧”に・・・・。 

いつしか“自分”が喜びます。“丁寧”を受け入れて、“喜び”出します。そうなると 

本当の意味で、もしくはより深く“いとおしさ”が生まれます。その“いとおしさ”を 

内包して他者と事柄と、そして又自分と“丁寧に関われたら”。 

素敵な輪が出来ていく気がしてなりません。 

これは私のプロセスですが、このプロセスの(しかも言葉での表現は稚拙、 



不十分な所は多々あると思いますが)一片でも皆さんの“何か”となれば、 

こんなに嬉しいことはありません・・・。 愛を込めて・・・。 

2010.02.15 更新 

 

 

第 12回 机の上の小さな花瓶に切り花が・・・。 

今回はコラムが遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。 

まだ肌寒い日も続いたりしますが、寒さの中にも春が充満してますね。 

春が詰まった寒さというのは、どこか暖かい気がするから不思議です。 

春と言えば・・・、 

今回このコラムは自宅で書いているのですが、机の上の小さな花瓶に切り花が・・・。 

フリージアです。春の花ですね・・・。 

花は全く違うチャンネルだなと思います。 

例えば自分が凄く疲れていた時エネルギーが落ちている、少なくなっている時などは

より分かりやすいと思うのですが、花は全く違うチャンネル、アプローチ？その存在と

して、とても良いエネルギーを無条件に与えてくれる気がします。 

疲れた時など、花に合わせるとクリアな気持ちになれると言いますか、心がフラット

に、柔らかく前向きにリセットさせて貰える気がして不思議だな・・・と思います。 

花粉症の方には辛い季節だと思いますが、花・・・、新しい?いのち?が 

芽吹きだす春にはきっと街中でエネルギーを貰えることも多いのでしょうね。 

生活、日常、やらなければならないことが先立つと心はそちらを 向きますから日々の

生活の中でチャンネルを合わせ、ふと?そちらに?心を添わせることはなかなかムズカ

シイのかもしれませんが、この春は努めて感じたいなあ・・・と、今、書きながら思って

います。花から与えて貰える作用を書いていて、これも書きないなと思ったのですが、

似たものに自分の中では?キレイ?だと感じる、?美しい?と感じるものがあります。 

自分がそう感じるものに触れると(心が触れると)一瞬で違う所に飛べるというか、ふわ

っと離れて、クリアになって帰ってくるというか・・・(笑)  

私は視覚から入るものが今は多いのですが、写真や絵は、たぶん色彩の刺激もある

のでしょうが、ダイレクトに感じて 

?スッキリ?何かが洗われて瞬間的に行って帰って来る・・・そんな気持ちになります。 

それと、やっぱり、写真や絵は人の生み出すものですから、そこに宿るものに感応す

るんでしょうね・・・。 



これまた不思議だなと思います・・・。 

少し話は変わりますが、そしてうまく伝えられる自信は全くないのですが(苦笑) 私は

人の感情が、心が好きです。 

たまらなく、たまらなく、惹かれてしまうのです。 

人の数だけ、心があります。 

その人の感情、その人の心、その人の感じ取り方心の有り様・・・。その人の心はその

人だけのもので、その人自身にしか分かりません。 

どれくらい深く感じているか、思っているか、それは本当に様々で、本人にすらよく分

からない時もある・・・。途方もなく広い、深いかと思えば、驚くほど狭く、浅かったり、 

複雑かと思えば、シンプルだったりもする。 

多くの矛盾も時として抱え、それに自分自身がしんどくなったり、清濁併せ持ち、残酷

と慈悲が同居し、この不思議なものは、状態は、自分自身とは何なのだろう・・・と感じ

られたことは皆さんないでしょうか・・・。 

私は、人それぞれが持つ?心?に心の働きに惹かれてなりません。もう少し詰めて言う

といとおしいと感じてしまうのです。 

最も?生?を生きているということを?いのち?を、人間という?生き物?を、そこに感じるか

らかもしれません。たまらなく魅力的で、いとおしくて、不思議で目が離せない。 

触れてみたと、感じてみたいと、思ってしまうのです。 

ここは、きっととても素敵な世界です。肉体があって、限りがある時の中で無数の?い

のち?が生きている。何て何て素敵なんだろうと感じずにはいられません・・・。 

2010.03.17 更新 

 

 

第 13回 『自分に素直に生きる』ということ・・・。 

皆さんこんにちは。 

今月もこのお便りを出すのに少し時間がかかってしまい申し訳ありませんでした。 

皆さんはいかがお過ごしでしょうか・・・。 

4月を迎え、新しい環境でスタートされた方も多いと思いますが・・・。全ての方々の変

化を応援、祝福させて頂きたい気持ちでいっぱいです。皆さんにとって『その出発』が

気付きに満ちた豊かな旅の第一歩になることを願っています。 

 

話がやや唐突かもしれませんが『気付き』繋がりでひとつ・・・。 



最近『気付きノート』なるものを作りまして(笑) 

ただのノートなのですが、これはギフトだ!!宝物だ!!と感じた発見(気付き)をそのノート

に書き留めるようにしています。これまでは書き留めなくては覚えていられないことな

ら、きっとそれはその時必要なものではないんだろうという考え方でした。 

でも今は時間が惜しいといいますか・・・(笑)どんなに素敵なギフトも閃きも、時と共に

淡く薄れてゆく時があります。感覚の余韻は残っているのですが、輪郭がぼやけてく

るのです。 

そうすると、その閃き、ギフトを自分の中に降ろすのに、本当に自分のものにするのに

どうしても時間がかかってしまう・・・。 

でも例えどんななぐり書きでも、たった一言でもその時見付けて感じた、その熱でその

まま書き綴っておくと後で読み返した時に輪郭はハッキリと思い出せる。ぼやけず、

鮮明に残っているので自分の中に降ろしやすいといいますか、早く自分のものに出来

るなと思ったのでした。なので最近はギフトはキャッチした瞬間にノートにしたためて

います。 

皆さんもいかがでしょうか、『気付きノート』と 

 

まぁ、それはそれとしまして・・・。 

 

今回のコラムに書かせて頂きたいなと思ったことは、『自分に素直に生きる』というこ

と・・・。少し丁寧に感じたことを踏まえて書かせて頂きたいと思います。 

きっかけはあるドキュメンタリー番組でした。 

 

きっと 1のことから 3、5、10 と感じ取ってしまう。分かってしまうんだろうなと思われる

少女が出ていました。 

その場の状況や人の気持ちを多く感じ取れてしまう人は、それが大切な場所であれ

ばある程、場の望み、人の望みを叶えようとする傾向があると思います。言葉で言い

表しにくいのですが、時として自分の望みと、場や人の望みはイコールです。 

 

例えばその人が喜ぶから、私も嬉しい。 

その人の悲しみが大きすぎる。 

だからまずはその悲しみを何とかしたい。 

自分の気持ちは結果後になる。 

そこには比重もありますが、あまりにも自然にそれは始まると思います。番組に出て

いた少女にとってその『場』は家庭で『人』は親御さんでした。 

私はその番組を見ながら本当に多くのことを感じさせて貰いましたが、穏やかに始ま

る『結果、後回し』時には必要に迫られてや、自分でも気付かないうちに、『結果後回



し』が染み付いている・・・。あると思います・・・。 

『結果後回し』になった自分の感情、もしくはその習慣はもしかしたら行き詰ってしまう

かもしれません。その少女は自分の感情、自分自身を守る為に少しずつ閉ざすという

方法を選択していました。行き詰った先の表現方法は様々だと思いますが、『結果後

回しになる』そのことの『最初』を辿っていくと、とてもシンプルな、人が持つ『優しさ』に

行く着く気がしました。『優しさ』という言葉は難しく、ここに書くのも少し悩みましたが、

私はその少女を通して人が持つシンプルは『優しさ』を感じずにはいられませんでし

た。それは『いたわる』にも通ずるかもしれません。ただ『結果後回し』になってきた自

分の感情や自分自身を見付けた時、それが例えばどうしようもなく大きく膨らんでしま

った時、それを紐解いていくのは大変な作業かもしれません。でも私はその時こそ、

本当に自分自身と出逢えた大きな瞬間だと思うのです。 

それがどんなに大きく膨らんでいたとしても、途方もなくなっていたとしても、時に自分

を飲んでいたとしても・・・。それを見付けたことは、本当に大きな喜びだと、私は思う

のです。 

一つ一つ出逢っていければいい。 

出逢い直していけばいい。 

自分は何に心動かされ何が嫌いで、何が好きか。 

自分は何を求めて、何にどう感じるのか。 

一つ一つ知っていけば良い。 

それは本当に素敵な、どんな苦しくても、本当に素敵なプロセスだと思うのです。それ

は最後には『自分に素直に生きる』自分の心に素直に生きる。耳を澄ますことに通ず

る、繋がっていくように思います。 

 

どうか皆さん一人一人が、自分の声を聴き、喜びに溢れた限りある時間を過ごしてい

かれることを切に願っています・・・。 

2010.04.30 更新 

 

 

 

 

 



 

第 14回コラム 『皆で盆を回す』。 

?皆で盆を回す? 

 

今回のコラムで、このお手紙で、皆さんに最もお伝えしたい事です。 

後でもっと丁寧に、深くお話しさせて頂きますね。 

 

今回もこうして皆さんにお手紙をお届け出来る事、とても嬉しく思います。 

皆さんにとってこの約一ヶ月間はどういう一ヶ月間であったでしょうか･･･。 

 

あっという間に時が流れた方もいらっしゃれば、ゆっくりゆっくり一日が過ぎていかれ

ている方もいらっしゃると思います。ここに目を通して下さっているお一人、お一人の

存在を思いながら今回もペンを取っています。 

私の経験や、出会えた事柄を通して気付いた事が、皆さんの生活の中でも何かしらリ

ンクし、皆さんの気付きの一端になれば、皆さんのものになれば、こんなに嬉しいこと

はありません。根っこで重なり合う部分がありますと幸いです･･･。 

 

私事ですが、5月に?舞台?をやらせて頂きました。 

 

このコラムを読んで下さっている方達の中には、演劇、舞台というものをご覧になった

ことがない方もいらっしゃれば、お好きで観に行かれる方もいらっしゃるかと思いま

す･･･。 

 

私は元々?舞台?という空間で芝居がしたく、その思いを抱いて上京しました。 

声のお芝居を頂くようになってからはご縁がなかったのですが、昨年、約 10年ぶりに

舞台に立たせて頂く機会を得て、ありがたい事に、今年も立つご縁を頂きました。 

 

昨年お声を掛けて頂いた時は大変嬉しかったのですが、正直、迷いました。 

 

悩みました。 

怖かったのです。 

挑戦することが。 

10年という時の流れの中で?表現?の根っこは同じでも枝葉では違う･･･と。 

 

捉えていた私は、いくら元々やりたかった事とはいえ、出来るかな･･･という不安や怖



さの方が先に立つようになっていました。 

恥をかく事もたくさんあるだろう。どんどん臆病になりかけていました。 

新しい事に挑戦する時に躊躇するようになる･･･。 

 

皆さんはこういう気持ちになられた事はありますか･･･？ 

 

私はそんな自分に気付いたと時、ちょっとがっかりしました。 

いや、かなりその瞬間はがっかりしました(笑) 

もっともっと気持ちに勢いがあったはずなのに、その?勢い?が全てのような所があっ

たのに･･･と。 

 

でも、がっかりしながら自分を受け入れつつ、次に思ったのは、今、もしここで挑戦す

ることを止めたら、今度はもっと出来なくなる･･･ 

極端かもしれませんが、今、退いたら二度と乗れなくなるかもしれない･･･とまで思い

ました。 

 

そんな大袈裟な･･･と思われる方も多々いらっしゃると思います(笑) 

でも私は、そういう一瞬一瞬、ひとつひとつの選択が実はその後の自分の心持を決

めることはかなりあると思っていて、それは昔はピンとこなかった?迷ったら苦しい方を

選択しなさい?という言葉はこの事だったのか･･！と後々の気付きにも繋がったりした

のですが･･･(笑) 

 

何やら前置きが長くなっていますね。イカンイカン(苦笑) 

 

そんなこんなで挑戦する事を決めた昨年の舞台。 

 

結果、多くの事を学び、気付き、やれて良かったと思いました。 

 

何より挑戦する、怖がれずに･･･という気持ちをじっくり知れた、 

考えられた事は大きなギフトでした。 

 

そして約一年が経ち又巡って来た?舞台?という空間のご縁。今回は前回のような?怖

さ?はなかったのですが、又、学ぶことの多い濃密な一ヶ月半でした。(稽古から本番

までを含めて) 

 

そんな中で、私がこの気付きはコラムに書きたい! ! と強く思ったのが冒頭で書かせて



貰った?皆で盆を回す?という事でした。(やっと書けた、すみません長かったですね。 

昨年の事も一つの、流れの中でどうしてもお伝えしたいと思ったら、かなりの長文にな

ってしまいました) 

 

?皆で盆を回す?これは本番前に合言葉のように使われた言葉で、 

皆で一つの作品を回しているんだという?意識の共有?でした。 

?皆でこの作品という盆を回す?その意識を?強く?持とう。 

?意識的?に持とう。 

 

不思議なもので、この合言葉が使われ出してから、流れが少しずつ 変わり始めまし

た。 

 

皆が?意識的に?に渡していく。役割を全うしようとする。 

より明確に、分かりやすく、色濃くなっていくように感じました。 

そして、皆でこの盆を回しているんだという強い意識の元、それを推し進めていると、

えも言われぬ喜びとなってきました。 

 

もちろん、今までも皆それぞれにその意識はあったと思います。 

でも時として、突き詰めていくあまり、部分部分に目がいきがちになり、知らず知らず

のうちに?個?やその?部分?に重きを置きがちになち、全体への意識が薄れがちにな

っている事にも気付きました。 

 

盆を回す事も、その盆に触れる事も、決して簡単ではありません。 

全体で、皆で盆を回すという意識を共有するまでの様々な葛藤も、もちろんあります。

あると思います。 

今、ここで、このコラムを読んで下さっている皆さんと共有出来たら素敵だなと思った

のは、その盆を回す喜びです。 

 

回しているという喜び。その盆の存在に本当の意味で気付き、 

時に格闘したり苦しんだりしながらも、自分の中に落とし込み、 

その盆を皆で回す、役割を全うしよう、次に渡していこうとするその営み。 

 

私はこの気付きをふと?社会?にも置き換えられないかなと思いました。もう少し身近に

寄せるなら、この?盆?は皆さんの生活の中に例えば学校、職場、体育祭でも文化祭

でも、一学年(この一年間)でも何でもいい。一つのプロジェクトでも、新しい部署でもい

い。家庭にも置き換えられると思います。何でもいいのですが、その盆を回す喜びを



置き換えて(当てはめて)実感できた瞬間があったら･･･と思ったのです。 

 

個に、部分に潜ることは決して悪い事ではないし、大切な、必要な事だと私は思いま

す。 

ただ、個に潜りすぎると全体との繋がりが薄くなるため、怖れや袋小路に入ってしまう

事もあるように思うのです。 

?皆でこの盆を回している･･･?と思えば怖れはなくなるのではないでしょうか･･･ 

どんな事も喜びに転化していける気がしてならないのです。 

 

極端な気付きかもしれませんが、 

どこか、何かしらが一片でも皆さんの中に還ればこんなに嬉しいことはありません。 

2010.06.03 更新 

 

 

第 15回コラム 『相手』の中に自分を見る。 

?相手?の中に自分を見る。 

昔、この言葉を聞いた時、意味がよく分かりませんでした。 

?相手?は自分を映す鏡。 

この言葉の?本当?の意味も、私は分かっていませんでした。 

（?本当?・・・。?真実?、偽りや?見せかけ?ではなく、真実、実際であること。まこと。ほ

んと。 

私はよく?私だけの真実?という言葉を好んで使います。私にとってはどんなにそれが?

真実?であろうとも普遍的で?そうなんだ?と思おうとも、それが?私以外?の方々にとっ

てはそうではないかもしれない。それがいつも頭のどこかにあります。 

 

そうかもしれないけど、そうじゃないかもしれない、ということ。ですので、読んで頂い

てて、?私の真実?に違和感を覚える方ももちろんいらっしゃるとは思いますが・・・、 

私の、このコラムでの願いは、ここを訪れて下さる、目を通して下さる皆様一人一人

に、一人一人の時間に、プロセスに、何かひと欠片でも触れられたらと・・・。 

その触れた部分がいつか皆様お一人お一人の限りある人生の豊かな喜びや、喜び

に満ちた?根っこ?に繋がると良いなと願って書かせて頂いています。ですので?違和

感?も、頭の、心の片隅に置いて頂けたら良いな・・・と思いつつ、まただいぶ話を引き



伸ばしてしまいましたね。繰り返し語りたくなるこの部分をもっとコンパクトにせね

ば・・・といつも思いつつ、さてさて、前の話に戻ります（汗）） 

 

今、私も途中の、ある意味、真っ只中なので、うまく伝えられるか不安なのですが、今

どうしても、このコラムにこのことを、?相手?ということを書きたいと思ったので今回選

ばせて頂きました。 

?相手?の中に自分を見ることや、自分を映す鏡だなと実感出来ることは容易ではなく

て、?相手?のことをどれだけ?考えられるか?相手のことをどれだけ本当の意味で見つ

めることが出来るのか。 

 

もちろんそこには関係性の違いや距離感の違いはあります。 

ですが浅い深いの問題ではなく、どんな関係性であっても、関われた相手を見つめた

時、自分の思いや考えに沿った言葉はひとつも出せない時があります。 

自分の思いや、考えに沿った言葉を?相手?にとって?良いこと?のように話すのは容易

です。 

自分の思いの丈を相手に伝えればいいのですから。 

（これが大変な方も中にはたくさんいらっしゃるかもしれませんが） 

 

ただ、ここで、時に困ったことに?これは相手のことを思って発している言葉だ、思い

だ?と自分が?思い込んで?しまっていること。そしてその?思い込み?のいかに多いこ

と、多いこと。気付いた時は放心状態もいいところ、しばらく拒否しまくっていました。

受け入れられなくて（笑）  

 

?相手のことを思っている? 

?相手の思いを汲んでいる? 

?相手の側に立っている?  という?思い込み?。 

 

関係性がねじれたり、ねじれまではいかなくとも、うまくいかなかったり停滞する時は、

この?思い込み?現象が発生しているように思われます。大なり小なり・・・。相手のこと

を考えたら、堪えることもある、飲み込む言葉もある。思いの丈を押さえてでも・・・。そ

うなると?己?は・・・？?自分?はどうなるの？ と時になるかと思うのですが、ここで出

てくるのが?影響し合うことを恐れない?ではないかと思うのです。 

この２つを両立させることも又容易ではなくて、そしてこれには?相手?がいますから、?

相手?の速度や土壌の状態もあります。だから尚難しい・・・。 

忍耐の連続なことも多々あると思うのです。 

 



でも、だからこそ、様々なケースがあり（様々を体験することが出来て）?相手?が同じ

でも常に違うと思うわけです。 

?変化?は?相手?に伝わりますから、少なからず?相手?も変化します。 

?思い込み?の時には決して変化しなかったものが?変化?するようになると思います。 

それを受けて、自分も又変化します・・・。 

?相手?は自分の?有り様?を映す鏡なんだと実感する前には少なからず?げんなり?す

る自分を発見するケースが多いと思うんですね（苦笑） 

私はこの?げんなり?の部分をスルーしていたので、本当の意味でこのことを知らなか

ったんだろうなと思いました。やっと少しずつ見えるようになってきました。 

これからも見続けていきたいと思います。 

 

?影響し合うことを恐れない?ここについてももう少し深く書きたかったのですが今回は

省いてしまいました。 

ここを掘るとまたたくさん出てくるので、又いつか書かせて頂きたいと思います（笑） 

 

どうか皆さんの毎日が、限りある時間が歓びに満ちたものでありますように。 

また、そこに繋がる過程でありますように・・・。 

愛を込めて。 

2010.07.02 更新 

 

 

第 16回コラム 『思い込み』から『自分成分』へ 

梅雨が明けたと思ったのも束の間、連日のこの暑さには驚かされます。 

体調管理の難しい時期だとは思いますが、どうか皆さんお体にだけは気を付けて下さ

い。 

この暑さですから体ぐったり、気持ちに余裕がなくなったり、 

時に苛立つことも、いつもより多くなるかもしれません。 

日々の生活の中で一瞬の心の?涼?を見付けて頂きたいなぁ･･･と思います 

(体はもちろんですが 笑) 

そうやって暑い最中でも、どこかで皆が一瞬の余裕を作り、自分にも他人サマにも優

しくなれたら素敵だなと思います･･･ 

 



さてさて、今回のコラム。 

前回の?思い込み?を土台とし、書かせて頂こうかと思いました。 

と言いますのは、この１ヶ月で前回の?思い込み?から?自分成分?という面白い言葉に

辿り着きまして･･･。 

親友との会話から生まれた言葉です。 

多分こんな言葉はないと思うので、造語という事で宜しくお願い致します 笑 

?思い込み?と重複する部分もあるかと思いますが、読んで頂けますと幸いです。 

 

?自分成分?人間関係がうまくいかなくなる時、相手に対してこの?自分成分?が強く入

り込んでいるよねと、話が白熱しました 笑 

距離感が近くなればなるほど、相手と自分がどんどんイコールになってきてしまう。 

自分がこうあってほしい相手の姿というのを、知らず知らずのうちに求め重ねてしま

う。 

肉親は特に我慢がきかず?他人サマ?であることを忘れてしまうように思います。 

そこに?感情?があることを忘れ、相手の状況があることを忘れ、相手のキャパシティ

や、相手の成り立ちをちゃんと知ろうともせず(いえ、肉親だからこそ知っている気にな

っているのでしょうか･･･)相手の速度を無視してこうあってほしいという姿を求めてし

まう･･･。(ここに相手の為というとんでもない思い違いが入ってくると前回のコラムに

繋がっていくと思うのですが) 

夫婦であっても恋人であっても、親しい友人であっても大なり小なり、皆さんもご経験

があるのではないでしょうか？ 

又、こういう?求め?をヒシヒシと受けた方も、たくさんいらっしゃるのではないかと思い

ます。 

 

?自分成分?が強すぎるのですよね、?他人サマ?の中に。 

そしてこれは自分自身にもあてはまるように思います。 

自分の中にある、強すぎる?自分成分?。 

何だかこんがらがりそうですねぇ。これを?見栄?や?エゴ?と 言ってしまえばそうなの

かもしてないのですが、その一、二言で終わらせてしまうのには、あまりに複雑で、繊

細で、根深いのではないかと思うのですね。 

ぐるっと一回りして、その一、二言に辿り着くのと、実感して認識し、向き合い、葛藤し

て、自分の肌に落とし込んで理解する のとでは、どうにもやっぱり違う気がしてしまう

のです。 

話が少し逸れましたね、すみません。 

その強すぎる?自分成分?それを本当の意味で手放すことが出来たら解き放つことが

出来たら、きっとこんなに?楽?なことはないんだろ うなと思います。 



あるがままを見ることが出来ます。 

その?あるがまま?とどう付き合っていけばいいのかが少しずつ分かるようになってくる

と思います。自分自身に対しても、他人サマに対しても。 

出来ることと、出来ないことが分かってきます。 

出来るようになりたければ、?どうやったら?出来るようになるかを考え?無理なく??焦ら

ず?、一つ一つ丁寧にそこに向かって 進むことだけを考えられるようになると思いま

す。 

何よりも穏やかになれると思います。 

自分自身に対しても、他人サマに対しても。 これはとってもとっても難しいことだと思

いますが、そんな風になれたら良いなと強く思っています。 

強すぎる?自分成分?は毒かもしれませんね(笑) 

?ほどほど?の意味をやっと分かりかけてきた気がします。 

 

最後に･･･ 繰り返しになりますが、この夏、どうかお体にだけは気を付けて。 

健やかなる皆サマの日々を心よりお祈り申し上げます。 

また次回、お会い出来るのを楽しみにしています･･･。 

2010.07.30 更新 

 

第 16回コラム 『思い込み』から『自分成分』へ 

 

梅雨が明けたと思ったのも束の間、連日のこの暑さには驚かされます。 

体調管理の難しい時期だとは思いますが、どうか皆さんお体にだけは気を付けて下さ

い。 

この暑さですから体ぐったり、気持ちに余裕がなくなったり、 

時に苛立つことも、いつもより多くなるかもしれません。 

日々の生活の中で一瞬の心の?涼?を見付けて頂きたいなぁ･･･と思います 

(体はもちろんですが 笑) 

そうやって暑い最中でも、どこかで皆が一瞬の余裕を作り、自分にも他人サマにも優

しくなれたら素敵だなと思います･･･ 

 

さてさて、今回のコラム。 

前回の?思い込み?を土台とし、書かせて頂こうかと思いました。 



と言いますのは、この１ヶ月で前回の?思い込み?から?自分成分?という面白い言葉に

辿り着きまして･･･。 

親友との会話から生まれた言葉です。 

多分こんな言葉はないと思うので、造語という事で宜しくお願い致します 笑 

?思い込み?と重複する部分もあるかと思いますが、読んで頂けますと幸いです。 

 

?自分成分?人間関係がうまくいかなくなる時、相手に対してこの?自分成分?が強く入

り込んでいるよねと、話が白熱しました 笑 

距離感が近くなればなるほど、相手と自分がどんどんイコールになってきてしまう。 

自分がこうあってほしい相手の姿というのを、知らず知らずのうちに求め重ねてしま

う。 

肉親は特に我慢がきかず?他人サマ?であることを忘れてしまうように思います。 

そこに?感情?があることを忘れ、相手の状況があることを忘れ、相手のキャパシティ

や、相手の成り立ちをちゃんと知ろうともせず(いえ、肉親だからこそ知っている気にな

っているのでしょうか･･･)相手の速度を無視してこうあってほしいという姿を求めてし

まう･･･。(ここに相手の為というとんでもない思い違いが入ってくると前回のコラムに

繋がっていくと思うのですが) 

夫婦であっても恋人であっても、親しい友人であっても大なり小なり、皆さんもご経験

があるのではないでしょうか？ 

又、こういう?求め?をヒシヒシと受けた方も、たくさんいらっしゃるのではないかと思い

ます。 

 

?自分成分?が強すぎるのですよね、?他人サマ?の中に。 

そしてこれは自分自身にもあてはまるように思います。 

自分の中にある、強すぎる?自分成分?。 

何だかこんがらがりそうですねぇ。これを?見栄?や?エゴ?と 言ってしまえばそうなの

かもしてないのですが、その一、二言で終わらせてしまうのには、あまりに複雑で、繊

細で、根深いのではないかと思うのですね。 

ぐるっと一回りして、その一、二言に辿り着くのと、実感して認識し、向き合い、葛藤し

て、自分の肌に落とし込んで理解する のとでは、どうにもやっぱり違う気がしてしまう

のです。 

話が少し逸れましたね、すみません。 

その強すぎる?自分成分?それを本当の意味で手放すことが出来たら解き放つことが

出来たら、きっとこんなに?楽?なことはないんだろ うなと思います。 

あるがままを見ることが出来ます。 

その?あるがまま?とどう付き合っていけばいいのかが少しずつ分かるようになってくる



と思います。自分自身に対しても、他人サマに対しても。 

出来ることと、出来ないことが分かってきます。 

出来るようになりたければ、?どうやったら?出来るようになるかを考え?無理なく??焦ら

ず?、一つ一つ丁寧にそこに向かって 進むことだけを考えられるようになると思いま

す。 

何よりも穏やかになれると思います。 

自分自身に対しても、他人サマに対しても。 これはとってもとっても難しいことだと思

いますが、そんな風になれたら良いなと強く思っています。 

強すぎる?自分成分?は毒かもしれませんね(笑) 

?ほどほど?の意味をやっと分かりかけてきた気がします。 

 

最後に･･･ 繰り返しになりますが、この夏、どうかお体にだけは気を付けて。 

健やかなる皆サマの日々を心よりお祈り申し上げます。 

また次回、お会い出来るのを楽しみにしています･･･。 

2010.07.30 更新 

 

第 17回コラム 心という容器 

皆さん、こんにちは。 

今月もまたこうやってコラムを通して皆さんにお会い出来ること、 

嬉しく、有難く思います。 

まだまだ厳しい暑さが続いていますね。 

体調等、大丈夫ですか？ お元気でいらっしゃいますか？ 

皆さんおひとりおひとり、?暑さ?との付き合い方は違うと思いますが、皆さんの心と体

が健やかであることを今日も願っています。 

 

今回のコラム 

とても書かせて頂きたい?思い?があります。 

私の文章表現は拙く、また過程でありまして、どこまでを言葉で表せるか分かりませ

んが、 

なるべく丁寧に?ここに?書かせて頂きたいと思います。 

その人の心がはち切れそうになっていることを、 

私は知ることが出来ませんでした。 

その人が、これでもかという位、一生懸命頑張っていることを、 



私は知ることが出来ませんでした。 

大変苦しい状況の中、その人は頑張り続けていました。 

何とか、何とか前を向こうと、これではいけないと、自分を鼓舞し、 

こうなった原因は自分にもあると反省し、その人は必死で頑張り続けていました。 

その人を取り巻く状況は厳しく、その環境はその人から余裕を奪いました。 

見ようとしているけれど見れない、聞こうとしているけど、聞けない。 

頑張りは、さらにその人を結果追いつめました。 

その人の心という容器はすでにパンパンになっていました。 

でもその人は頑張り続けました。 

 

ある時、その人の感情が一気に吹き上がりました。 

パンパンな容器は悲鳴を上げ、もうこれ以上は無理だ限界だ、 

もう頑張れない。 

溢れ出た感情は止めどなく流れ続け、その人自身にもどうすることも出来ませんでし

た。 

 

本当に苦しかったのだと思います。心の底から、もう無理だと思ったのだと思います。

私はその場で、その人の流れ出る感情を受け止めながら 本当に辛かったのだろうと

思いました。 

そしてとても大事なことに気付いたと同時に、何故こんな大事なことに気付かなかった

んだと思いました。 

何よりも、まずやるべきことは、その人の心を軽くすることでした。 

自分自身も追いつめられているその人の心の苦しさを何とか軽くする、和らげること

だったのです。 

見つめるのも、気付くのも、省みるのも、やり直すのも心の余白がいります。 

余裕がいります。 

心の余白がなければ、どんなに大切なことでも素通りしていってしまう。 

何よりもまず余白を作ること、心を軽くすることが必要でした。 

余白を作るには、重く硬くなってパンパンに容器に詰まっている中身を少しでも取り出

さなくてはなりません。 

私はその人の流れ続ける感情の中に居ながらこの人の容器の底の底にある最もシ

ンプルな感情にも気付きました。 

?思い?に気付きました。 

容器の底の底の?時?は一気に巻き戻します。 

それは?寂しさ?だと思いました。 

?こうして欲しかった?という?思い?だと思いました。 



 

その人は特別なことを望んだわけではありません。 

人が抱くとてもシンプルな欲求です。 

でもきっと最も最初の思いが叶えられることがなかなかなかったのだと思います。 

 

きっとその人は、その時から頑張り続けていたのだろう。 

自分の身に起こることは変われど、この人は最初から頑張り続けていた･･･。 

私はきっとそうなのだろうと思いました。 

 

これを、この方が気付くのは容易なことではないかもしれません。 

それは本人にとってはとてもしんどく、苦しい作業でもあると思います。 

心を軽くしようとする作業が更なる負担を生む場合もあります。 溢れ出た感情の中で

一番茫然としているのは何より本人でしょう･･･。 

私は余白を作ることは何よりもまずやるべきことと気付けても、その 作業がいかに難

しいかも同時に知りました。 

それでもひとつひとつだと思いました。 

これから、ひとつひとつ、ゆっくりゆっくり、紐解いていけば良い。 

時間の制限はありません。 

制限は何もありません。 

その人が軽くなることだけです。 

ゆっくりゆっくり、少しずつ少しずつ、柔らかくほぐして取り出していけば良い･･･。 

これは?癒し?という言葉に置き換えられるのかもしれません。 

まずは、その苦しみを?癒す?こと･･･。 

そして、その上で再生していく、新生していくプロセスだと私は思いました。 

 

人は何度でもやり直せる。 

新しくなれる。 

私は残念ながら直接その人を抱きとめる腕はありません。 

その人が望んだ事を叶えてあげられる立場にはありません。 

でも、その人がゆっくりゆっくり紐解いていくプロセスを見守られたらと思いました。 

そして私に出来る形で、私に出来ることをやっていきたいと思いました。 

 

今、このコラムを読んで下さっている人の中には、もしかしたら、 

ひとかけらでもどこか重なる部分がおありの方もいらっしゃるかもしれません。私は皆

さんおひとりおひとりのお名前やお顔、容器を存じ上げることは出来ません。 

でもやはり、同じように思います。そして同じように、私に出来る形で、私に出来ること



をやりたい、と思っています。 

 

愛をこめて･･･。 

また来月、お会い出来る時まで･･･。 

2010.08.31 更新 

 

第 18回コラム 心のさらにさらに奥深いところにある意識について 

皆さん、こんにちは。 

今月も、またこうして皆さんとコラムを通してお会いできてとても嬉しいです。 

感謝の気持ちでいっぱいです。 

 

急に寒くなってきましたね。 

気温の変化で体調等崩しやすい時期かと思われます。どうかお体には気を付けて

…。 

皆さんが健やかであること、今日も願っています…。 

 

今回のコラム…。 

お話したいことがあまりにも奥深く、また私も過程でありまして、どこまで言葉で皆さん

にお伝え出来るか分かりませんが、なるべく丁寧に書かせて頂きたいと思います。 

今回は体と心と少し魂のお話を…。 

?調和?について書いていきたいと思います。 

 

言葉は何でもいいので、肉体と感情と精神でも魂を?心のさらにさらに奥深いところに

ある意識…? 

でも、皆さんおひとりおひとりの抵抗のない感覚で読んで頂けると幸いです。奥深い

意識？魂？とはてな？を感じられる方はどうぞ?心?と?体?で。 

いずれにせよ、今読んで下さっている皆さんおひとりおひとりの感じることが真実です

から、どうぞそのままで、皆さんそれぞれの感覚、今の状態でこの文章をご自分に合

った形で掬って頂ければ、こんなに嬉しいことはありません。 

 

私はこの 3つがバラバラであったことを改めて知りました。 

調和が全くとれていませんでした。 

少し時間は遡るのですが、お世話になっている整体がいくつかありまして、その先生



の所へは久しぶりに伺うことが出来た日のことでした。 

 

施術して頂いている最中、私は刺激が弱いなあ…と感じていました。 

徐々に強くなるのかと思いきや変わらず、強い刺激を求めていた私は?うーん…???と

思っていました。すると先生が?のとさんの体は強い刺激をブロックするんですよ。 

これ以上入らせてくれません……?(以下お話は続くのですが仰いました) 私は?はて

な？まだ全然大丈夫なのになぁ…?と感じながらも何故か妙に腑に落ちる言葉でもあ

って不思議な気持ちのまま、先生の下を後にしました。 

 

私は今、少しずつ自分の体の声に耳を傾け始めていて、自分の体を少しずつ感じ始

め、今までいかに感じていなかったかを知り、この?器?とゆっくり向き合おうと思い始

めた所でした。ぼんやりと感じる体の無数の声には驚かされます。 

そのような心持ちなので、他の整体に伺う時も、先生が下さる?指圧?に自分の意識を

少し向けて体に対してより開いて受け入れて欲しいと促すと体もそれに応えてもっと

先生の?圧?と呼吸すると言いますか、ゆるもう受け入れようとするように感じ 

面白いキャッチボールだなぁ…と思っていました。 

 

なので、それを私がブロック？求めているはずなのにな、不思議だな～？と思ってい

たのでした。 

それがしばらくして、点が線で繋がるようにひとつの?答え?に辿り着きました。 

私は知らなかったのです。肉体のキャパシティを。 

体と心は思ったほど強くなく、 

むしろ優しさを好みます。微細に感じ取り、反応し、その感じ取る力の大きさにむしろ

自分が驚きました。一方、精神は…、魂は驚くほど強固です。 ものすごいエネルギー

で従えます。 

有無を言わせません。 

かと思いきや、感情が(心が)どうしようもない熱で突き進み求め、奥深い所では…、魂

では?ＮＯ?だと?違う?という声に耳を傾けることが出来ませんでした。 

奥深い所では俯瞰です。客観で、全体の一部として捉え喜びも全体と共にあります。 

かたや心は目の前であり、主観であり、全体なんて時にお構いなしの自分自分で精

一杯の状態であったりします。心はむしろ多面的で混沌としている要素を多く含んで

いるのかもしれません。 

 

とにもかくにも、私はこの狭間で疲弊することが限りなくあったのですが、一番ないが

しろにされていたのは体でした。肉体は本当によくこの両方についてきてくれたのだと

思います。 



それがもう無理だと言い始めたのが去年だったのですがそれ以降、少しずつ私は体

に目を向けるようになりました。それでもまだ、肉体のキャパシティは分からなかった

のです。 

精神が魂が欲するものがイコール肉体も欲しているものだろうと思っていました。 

でも、それはとんでもない間違いで、肉体には肉体の速度やキャパシティがあったの

です。 

感情、心にも、それはいえることで、どんなに先へ先へと行きたくても、調和なくしては

それは不可能なんだと知るようになりました。 

受け入れたくありませんでしたし、許したくありませんでしたし、認めたくありませんで

した。 

でも自分が授かっているものをしること?己を知ること?そのすべての調和がとれて初

めて、やっと先に進める気がしました。 

もちろん、最初から調和をとるのに困難をあまり感じられない方もいらっしゃると思い

ます。 

でもあまりにも調和をとるのが難しくどうしようもない自分を抱えていらっしゃる方もい

ると思うのです。そしてこれは前回のコラムの話になりますが、心、体、魂といった話

ではなく、又別の場所で自分自身との折り合いや調和がとれず、苦しみながらも何と

か頑張っていらっしゃる方もいると思います。 

私は、苦しみのその?核?に触れること。 

そこを見つめ、そこに触れ、何とかそれが昇華され、新しいスタートをきれること…。 

そこにどうしても目がいってしまうのです。 

話が曖昧であったり、言葉が稚拙で大変申し訳ありません。 

?己を知りながら、己の核に触れること…? 

これが最も己を生かし、苦しみが喜びに変わり、目を開いて自分を生きていける、世

界と関わっていける、還元していける、もっとも深い喜びに辿り着く気がしてなりませ

ん…。 

それが皆さまと共有出来たら、こんなに嬉しいことはないのかもしれません…。 

体を知り、心を知り、魂を知る…。 

?己を知る? 

知って、受け入れたうえで初めて、始まる?調和?の下に成り立った本当のスタート…。 

このお話をもっとちゃんと書ければよかったのですが、何やら中途半端にもなってしま

いました。もっと整理して表せられるよう努めたいなと思います…。 

また、来月お会いできる時まで…。 

2010.10.06 更新 



 

 

第 19回コラム 『今』を向き合う 

皆さん、こんにちは。 

今月もこのコラムを通して皆さんにお会い出来ること、とても嬉しく思います。 

 

ついこの間、金木犀の香りだ?と心躍ったのも束の間びっくりするほど急に寒くなった

りと、秋が足早に通り過ぎていこうとしている印象を受けます。 

思えば、秋や春といった季節がどんどん短くなっているような気がします。 

昔はもっと長かったような…、一つ一つの季節が色濃く、鮮明に、どっしりと存在して

いた気がするのです。 

そして、ある日ふっと軽やかに突然にいなくなる。過ぎ去っていく…。 

暑さや寒さはしっかり存在しても?夏??冬?といった季節の存在は、匂いはどんどん薄

く淡くなっていっているように感じてしまうのです。 

 

これが?今?なんだなと、今の現実、状態なんだなと。 

?今?この状態をどう思い、どう考え、どう向き合っていきたいかなんだな…と?ふんわ

り?と思っています。 

 

何やら大袈裟な、抽象的な話になっていますのでしょうか…(笑) 

伝わりにくかったら、ごめんなさいね。 

とても個人的な感じ方ですが、私はどんどん四季というものが薄く、淡くなっているよう

に感じていて、昔の色濃い方が今よりも好きです。 

でも昔の方が好きだな、良かったなと言う思いだけだと?今?が?昔?でいっぱいになっ

てしまいます。?今?が?未来で?でいっぱいになってしまうこともあります。 

明るい方に働けば…、こうしていきたいという希望や、ワクワク感や前向きな方向に

働けば、?今?がちゃんと存在できます。でも、そうでない方に働けば…。 

不安や心配がどんどん膨らんできたりすると?今?がいつの間にか乗っ取られてしまう

気さえするのです。 

?今?をもっと大切にしたいなと思うのです。 

?今?をたくさん受け入れて、ゆっくり見つめたい。 

今、この時、この瞬間、この現実に起きていること、その状態をどう思い、どう考え、ど

う向き合うか…を(先程と繰り返しになりますが)あくまでも?ふんわり?と考えたいと思う

のです。 



これは様々な事柄に通じるのではないかと思っています。そして最近好んでよく使う

言葉なのですが?ふんわり?。 

これは私の中で?程よい距離?の意味合いで使っています。 

これは気質もあるのでしょうが、ついつい距離がとても近くなると言いますか、考えす

ぎ、近すぎてしまうのですね。 

ですから、結果もの凄く極端になってしまうと言いますか…。 

0か 100か! ! みらいに結果なっているわけです。 

案外、極端は楽ですからね(笑) 

乱暴な言い方をすれば、情熱と感情に溺れているは紙一重みたいな所があると思う

のです。 

うーん、難しい、言葉 (表現)が追いついていない気がします…。 

私はですね、これはもう、気付いた時本当にがっかりしたのですが、感情に溺れるの

が好きなタイプだったのですね。認めたくなかったのですが、間違いなく好きだったの

だと思うのです。 

でもこれがまた複雑で純粋な情熱や、強いとてもシンプルな熱いものも確かにあるの

です…。 

だから余計に気付きにくい…。 

今は色んな意味で?程よい距離?が最もよく見えると思っています。 

近すぎると見えてこない。 

自分の中で、自分が自分をよく見える場所に置いてあげないとな…と思います。 

そしてその場所に行く為には、様々な?がっかりする自分?を受け入れなくてはいけま

せんから、本当に苦しい嫌な作業です。 

はっきり言って本当にしんどいなと。でも、その場所に立ってみたいのです。 

本当の意味で、そこで?程よい距離?で自分を、回りを見つめ…。 

きっとその時には自分自身の役割も分かる気がします。 

そしてその場所は間違いなくフラットでナチュラルな喜びの場所だと、喜びの源かもし

れないと思うからです…。 

最後になりましたが、皆さんおひとりおひとりの喜びと、そのプロセスと笑顔と健やか

な日々を、今日も願っています。 

又、お会い出来る時まで…。 

2010.11.02 更新 

 

 



 

 

第 20回 『速度』について 

皆さん、こんにちは。 

この一ヶ月、皆さんはいかがお過ごしでしたでしょうか？ 

師走に向かって、何かとお忙しくなり一日一日があっという間に 

過ぎてしまう…という方も多いのではないでしょうか？ 

寒さもどんどん増していき、体調を崩されやすい時期でもあるかもしれません。 

 

どうかお体には気を付けて…。 

皆さんの健やかなる日々を今日も願っています。 

このお手紙、いつもとは違う場所でしたためています。 

?したためる?という言葉、久しぶりに使いました(笑) 

?書いている?でも良いのですが、何でしょう…、体に染み渡る度合が?書いている?よ

り?したためている?の方が強いのかなぁ…と思いまして。 

この手紙を受け取って下さる皆さんの中にも、ふと心を届めて下さる方、同じ様に感じ

て下さる方もいるかもしれません。 

あら、久しぶりな響き！とか、たまに触れる(聞く)とじんわりするなぁ…とかとか(笑)か

と思えばまったくスルーな方もいらっしゃると思います。 

それが良いなあと思うのです、とても良いなあ…と。 

人が様々であることは、本当に小さな些細なことからでも想像することが出来ますが、

その?様々?こそがとても豊かなことに繋がるのだろうと思います。 

そして、その豊かなことは、実はとても難しいことでもありますよね、きっと…。 

あぁ素敵、あぁ難しいが場合に応じて交互に顔を出しますが…。 

どんどん話が膨らみすぎて 

脱線が脱線を呼びそうなのでここで止まります(笑) 

話を少し戻しますが、場所…。 

私は今図書館に居ます。図書館でこの手紙をしたためているわけですが、自宅以外

の場所では初めてに近いので新鮮です。 

図書館という空間で、この手紙を受け取って下さる皆さんお一人お一人の存在を想う

と当初書かせて頂こうと思っていた内容とは別のものがひょっこり顔を出したり(新しく

生まれたり)しますし、そのこと自体が何やら予期せぬ面白さでワクワクしてしまいま

す。 

私自身が久しぶりに足を運んだこともあってか、大勢の人達が一つの空間にいるの



にとっても静かなこの?静けさ?も、自分の日常にはない空間なので不思議です 

皆さんは?図書館?最近行かれたりするのでしょうか…？。 

元々苦手な方は別として、これだけ世の中が便利になると足を運ぶことも少なくなっ

ているのかもしれませんね…。。 

この場所は日常の隣にあるちょっとした?非日常?かもしれません。 

もし、気が向けば行かれてみてはいかがかなぁ…と、思わずオススメしたい気持ちで

今、いっぱいです。 

 

あぁ、長い前置きで申し訳ありません 

。?長っ！？?って思われた方も大勢いらっしゃるかも(笑) 

ちょっと心がぶれまして、何を書こうか良い意味でマーブル状態になってしまいました

が、 

 

今回は?速度?について書かせて頂こうかなと思います。 

このコラムでも言葉は違えど何度か似たようなことを書かせて頂きました。 

さらなる発見(気付き)というと大袈裟かもしれませんが、この一ヶ月、私が強く感じた

のは?速度?でした。 

 

何て、自分の?速度?を相手に求めていたんだろう。 

何て、相手の?速度?に自分は合わせていたんだろう…と。 

相手は色んな言葉に置き換えられると思います。 

特定の人物でなくとも、環境でも、状況でも良いと思います。 

私は自分の速度を身内に無意識に押し付けたことがありました。 

家族の為だと思っているからタチが悪いです。本人が気付けないのですから。 

確かにそれも一つの正解であり、ハッピーへの道です。 

でもそれはあくまで私が考える、私の速度、私の理解、私の価値観の世界での話でし

た。 

現実の、生身の家族は私の世界の外側に居て、皆がそれぞれの速度、世界を持って

います。 

そこを一つ一つ尊重した上で(これは本当にとてもとても難しいことですが、関係性を

超えた上で)、集まって存在出来る、帰る場所となれる集合体であったなら、こんなに

素敵なことはないのではないかと思いました。 

それは互いに互いに認め合うということ、受け入れ合うということとイコールであると

思います。 

 

 



逆もありまして、 

これ又すっぽりと相手の速度に入り込み、自分の速度を忘れ、相手の速度が自分の

速度になっていることもありました。 

なかなか自覚がなく、無意識に自然とそうなっていることがあり、気付けないんですね

(苦笑) 

相手という言葉を職場や学校、仲間達の輪など、?皆さんがご自身のこと?として置き

換えて頂けたらより近いものとなるかもしれません。 

相手の速度に入り込むことで、もし生き生きと何故だか喜びが湧いて出てプラスのエ

ネルギーを生むなら…、又はすっぽり入り込んだり、ふわりと離れたり…と、自分で自

覚し、コントロール出来ているのなら良いと思うのですが、その相手や環境と自分との

関係性を良好にする為に自分の速度を明け渡しているとしたら、私は、それはとても

エネルギーが(生きる力が)枯渇していく、力不足になっていくプロセスだと知りました。 

 

そのプロセスをどんどん辿って行くと、いつしか自分自身を見失うといいますか、自分

が何を求めているかも分からない、分かることが出来ない、深い迷子状態へと陥って

行くのだと思います…。 

そして今、大なり小なりこういう状態の方々が多いような気もします。 

深い迷子状態の中で、自分の足で、自分の道に何とか光を当て、探し続ける作業は

大変な忍耐がいりますが、それでも私は一歩一歩その道を辿ることで、必ず、自分自

身の速度、世界、求めているもの、喜びの元に帰れる気がします。 

 

自分の世界を持ちながら、相手の世界と大きな世界と関わっていくことは可能だと、 

私は思っています。 

認め合い、受け入れ合いながら尊重し合いながら一つの世界を作っていくことは可能

だと、 

私は思っています。 

それは途方もなく大変であり、辛く苦しく困難であっても可能だと、私は思っています

…。 

 

又、お会い出来る時まで…。 

2010.12.01 更新 

 

 



 

第 21回 コラムという媒体、場所を通して 

皆さん、明けましておめでとうございます。 

本年もどうぞ宜しくお願い致します。 

今年初めてのコラムは、ここを訪れて下さる皆さんに 

感謝の気持ちをお伝えするところから初めさせて頂きたいと思います。 

 

こうやって一文字、一文字書いていく毎に?ありがとう?の気持ちが溢れます。 

これは本当に有難いことです。 

何かひとつひとつ、さらに言葉にしていきたいと思います…。 

このコラムを読んで下さっている方々からお手紙を頂く機会が増えました。 

皆さんそれぞれに想いを綴って送って下さいます。 

共感して下さる方、理解出来ないと伝えて下さる方。 

私の心配をして下さる方、ご自分の体験を丁寧に伝えて下さる方…。 

本当に様々です。 

私は一通一通をいつも新鮮な気持ちで読ませて貰っています。 

 

こんな風に届いているんだ! ! 伝わっているんだ! ! と 

自分の想像とは全く別の捉え方や感じ方に出合い、 

お手紙を食い入るように見つめ、その人の考え、感じ方を肌で知りたいと思い、文章

から想像し 

?実感?を手繰り寄せようとします。 

私の体調や心の状態を心配して下さって大丈夫ですか？と仰ってくださる方…。 

そうか…、そのように伝わるのか…と、私の文章のどの表現がこの方が書いて 

下さったお手紙の内容に繋がるのか、コラムを自分で読み返すこともあります。 

大丈夫です…と心の中でお返しします。 

ご自分の体験や、置かれている状況、思い出や、強く印象的なこと、 

それらと私がコラムで書かせて頂いた内容が触れ合い生じた感情、心の有り様 

未来への繋げ方を書いて下さる方…。 

そういうお手紙には思わず涙することもあります。 

それは一つの涙ではなく様々な涙です。 

喜び、嬉しさの涙もあれば、切ない涙もあります。 

 

深く共感して下さる方もいます。 

新しい見方を貰ったと言って下さる方もいます。 



厳しい言葉を下さる方もいます。 

軽やかな、楽しい、弾むような気持ちを送って下さる方もいます。 

 

様々な?想い?を頂いています。 

その?想い?を頂いて反応し、生まれる様々な私の感情。 

これも本当に多彩です。 

心が賑やかです。皆さんに頂いているものです。 

 

勿論お手紙といったような直接的なコンタクトはなくとも、 

ここを訪れて下さる、見て下さる皆さんを想像し感じることで生まれるもの、 

大きさ、広がり、深さが確実にあって、皆さんの存在なくしては、このコラムには 

ここには何も書けないのではないか…とさえ思うのです。 

 

必ず?相手?がいるのです。 

?相手?あってこそで?自分?だけの世界では決して成り立たない、 

広がらない部分があると思います。 

 

コラムという媒体、場所を通して皆さんと繋り、お会い出来ていることに、心から感謝し

ます。 

この文章を形にして下さっている皆さんにも心から感謝しています。 

ありがとうございます。 

 

大袈裟かもしれませんが、一回一回これが最後かもしれないとどこかで思いながら 

そうなっても笑顔で手放せるよう、さらに深い?感謝?がゆったりと残せるよう 

どんなに拙くても、その時の全てを納めていけたらなと思って書かせて頂いています。 

何やら息苦しい話になってたらごめんなさい 

息苦しいものではなく、ふんわりと思っている?包む?…の方が 

ニュアンスが近いかもしれません…^^ 

 

最後になりましたが今年一年の皆さんの笑顔や健やかな日々、道のりを 

心から祈っています…。 

愛をこめて…。 

2011.1.06 更新 

 



 

 

第 22回  意識出来た瞬間を味わう 

皆さん、こんにちは。 

毎日本当に寒い日が続きますね。 

寒波、大雪、乾燥…、とそれぞれの土地で今しばし季節の厳しさが続くかと思われま

す。 

風邪やインフルエンザ等も流行っているみたいですので、どうかお体には気を付けて

…。 

皆さんの心身共に健やかなる日々を祈っています。 

 

この一ヶ月は、コラムに書かせて頂きたいなと思う気付きの種がいくつかありました。 

その中の一つを今回書かせて頂くのですが、自分の中でもまだまだゆっくり育んでい

る途中なので、どこまで言葉で皆さんにお伝え出来ますでしょうか…。 

何かひとかけらでも皆さんの元に届くものがあれば幸いです。 

 

暫く前から?加圧トレーニング?を始めまして。 

当初の目的は、締まった体になりたい! !  

という願望と風邪等体調を崩した時の治りが格段に遅くなり、これは体力をもっとつけ

ねば! ! という理由からでした。 

まだそんなに回数を重ねているわけではないのですが加圧の先生との対話の中で、 

面白いことに気付いたのです。 

先生は「意識して下さい。一つ一つの筋肉を?意識してみて下さい?」と仰いました。 

?なるほど、意識…?と思いながら、その時は上半身のトレーニングで腕の部分だった

のですが、まず、腕を見つめ、次に動かそうとしました。 

すると、動く時の腕の筋肉の?動き方?が分かりました。 なるほど! ! こう力を入れる

と、こう筋肉が動き、?働き?として、したい動作が出来る…。 

当たり前のことかもしれませんが、その時、私は当たり前には思えませんでした。 

むしろ、感動したといいますか、実感したのです。 

自分の体のその部分を! !  

今まで腕の筋肉に、もっと大きく言うと、自分の体に働きに心を向けたことはありませ

んでした。 

なかったということを知った、気付いたのでした。 

 



私はもう一度同じことを繰り返しました。 

今度はより、腕の筋肉のその部分に心を集中させました、するとさっきよりもその部分

を?感じられるように?なったのでした! !  

私は今まで自分の体を感じたことがなかったのではないか! ? 

これは自分の中で行われていることなのか! ? と驚愕したほどでした。大袈裟ではな

く、そうだったのです。 

もう一度繰り返しました。 

より?感じられるように?その部分が存在することを?実感?出来るようになってきたので

す。 

 

何と無意識に私は生活していたのだろう! ! 

この体を使っていたのだろう! ! とさえ思いました。 

と同時に、意識出来た瞬間を味わうと、知るといかに無意識でも行うことが出来るん

だという凄さに驚きました。 

(もしかすると無意識という言葉より?自覚出来る??出来ない?という言葉の方がより近

いのかもしれませんが…。) 

 

面白いもので意識出来た瞬間は、自覚できた瞬間は、?出逢えた! ! ?という感じがしま

した。 

意識された方の部分、体も喜んでいるかのようで…(笑) 

ちょっと変な表現かもしれませんが、見付けて貰ったことを喜んでいるようでした…。 

何故そんな風に思えたかといいますと、元気が体の奥からフツフツと湧き上げってくる

といいますか、満ちてくるといいますか…。 

それが体からの応えのように感じたのです。 

 

トレーニングは全身なので、先生が仰る部分をひとつひとつ先程と同じようにしていき

ました。 

出逢えた(自覚出来た、感じた)部分もあれば、出逢えない部分もありました。 

分からない、実感出来ないのです。 

 

ああ、この部分は、例えばあまり動かさなかったり、意識出来にくい場所なんだなと知

ることが出来ました。 

丁寧にゆっくりと時間をかけて、そこが意識出来るまでやり続けよう、見つめ続け よ

うと思いました。 

 

ひとつ出逢う度に、また、体が喜びます。元気が増えるようです。 



トレーニングが終わった後、私は自分の体に出逢えたことで喜びに満ちていました。 

体の方も喜んでいるのでしょう…。 

体の奥から元気が湧き上がる、どんどん、じんわり溢れるように…というコンタクトで

喜びを返してくれているようでした。 

素敵な出逢いでした。 

３０年間も共にいたのに、なかなか出逢えていなかった…。 

知らないままに、ひとつの営みをしてきたかのようにさえ感じました。 

 

まだまだ、これから先があるような気がしました。 

むしろここからがスタートだなと。 

ほんの入り口のことに、ようやく自分は気付いたのかもしれないと・・・。 

共に生きることが始まると・・・、そんな予感がしています…。 

 

まだ少し続きがあるのですが、あまり長くなっても…と思いますので今回はこの辺で。 

次回のコラムは続きからか、はたまた、次にお会い出来る時までに、違う膨み、広が

りになっているかもしれませんが、その時、その時のものをお届け出来たらな…と思

っています。 

このコラムから、何かしらのものが、皆さんそれぞれに巡ることを祈ってます…。 

 

ありがとうございました。 

2011.2.02 更新 

 

 

第 23回  『手放す』ということ 

皆さん、こんにちは。 

お元気でいらっしゃいますか？ 

今月もこのコラムを通して皆さんにお会い出来ますこと、大変嬉しく思います。 

もう、春ですね・・・。 

街中は桜色のもので溢ふれ、春の陽気は日増しに濃くなっているなと感じます。 

少し余談ですが、最近は桜色、ピンクのものが大好きです。 

最終的に選ぶ選ばないは別として、まずピンクのものを手に取ることが多くなりまし

た。 



昔は好きじゃなかったのです、ピンク。 

それよりも、黒やグレー等を好みました。 

シャープでかっこいいものが好きだったのでしょうか・・・。 

ピンクは素通りでした(笑) 

それが、ここ近年では、ピンクのものに囲まれたいと思うようになったのです。 

ピンクのものを、どこかに置いておきたい。最終的に心のどこかにそういう柔らかさや 

優しさ、安堵の感覚をふんわりと住まわせたいと思うようになりました。 

求めているものの変化に、実は自分でも気付かず、こういう形で知ることもあるん

だ・・・ 

と、後々驚いた記憶があります。 

そして色から『頂くもの』『知れること』が意外と多いことにも驚きました。 

思った以上に影響力があり、色が与えてくれるパワーは実はとても強いんだなと 

今では思っています。 

私は花が好きなのですが、花は『色』そのものであり、尚且つ生きていますから、 

そのパワーも何倍もあるように思います。 

例えば、もし皆さんが少し気分を変えたい時、何か違う影響を与えて貰いたい時、 

疲れた時、分ち合いたい時・・・、等々・・・。 

花を傍に置く・・・というアプローチも良いかもしれません。 

一輪挿しで、一本で充分だと思います。 

お花屋さんで買ってきて、生ける。 

一つのポイントは、生けた後。心を花に向ける、心を花に『合わせる』という作業かな 

と思います。 

この作業があると、より感じ方が膨らむかもしれません。 

何て長い余談になってしまったのか 

 

ほぼ半分を使ってしまいました(苦笑) 

でも、これも、ありかな・・・と 

真っ白な便せんに向かい、皆さんの存在を思い浮かべて書く・・・という中で自然と 

湧き上がってきたものに忠実でありたいと思っています・・・。 

 

さて、本題？ 

かどうかは分かりませんが(苦笑) 

この一ヶ月、ある試みをしています。 

このコラムにも、事柄は違えど、何度か書かせて頂きました『手放す』ということ・・・。 

それが自分の中でさらに膨らみつつあります。 

例え話しとして、お話が出来る中で一番伝えやすそうなものを選び、そこから少し広げ



させて頂こうかなと思います。 

先日、歌唱のお仕事がありました。 

音楽に苦手意識のある私は(強い憧れもあるのですが)とにかく譜面を見つめ、音の

上がり下がりを確認しながら歌います。自分が覚えてきたもの、自分が出すものに自

信がないと言いますか、少しでもちゃんとしたものに・・・という思いから、その行為か

ら離れることが出来ませんでした。 

ただ不自由さも感じていました。どこかで感じていましたが、このやり方で歌ってきた

歌えてきたので、譜面を見ずに音の世界へ身を投げ出すということは出来ませんでし

た。 

でも、ある瞬間にやめてみたのですね。 

やめようと決めた時はどうしようもなく怖く、『不安』になりました。 

もっと歌えなくなったら・・・とも思いました。 

でも、それすらも抱えて、私は譜面を見るという行為をやめてみました。 

実際始まると、今まで聴こえてこなかった音やリズム、重なりがじわじわと、どんどん

どんどん耳の中に入ってきました。聴こえてきました。 

その中で、技量不足で表現出来ない所は多々ありましたが、今度はここを磨いていけ

ば良いんだなと、冷静な気持ちで見れる自分がいました。 

何よりどんどん音が聴こえてくることに、その世界と触れ合うことに大きな大きな喜び

を感じたのです。 

例えば皆さんそれぞれにも、この『やり方』『スタイル』というのがあると思います。 

勉強の仕方、仕事の進め方、人付き合い、接し方や人の愛し方、愛され方、自分の

『生き方』も、知らず知らずのうちに、一つやり方や、限定された幾つかのやり方で完

了し、その中でものを見、世界を理解してしまうことが案外多いような気がするのです

ね・・・。 

 

勿論これは良い、悪いの話ではありません。 

それを突き詰めていく凄さもあります。 

ただ一つのケースとして『やり方』や『進め方』そのものに気付かないうちに 

執着、固執が生まれ、知らず知らずのうちに、実は自分で自分を不自由にしている時

があったりします。 

そこから新しい世界の扉を開くことは容易ではありません。執着や固執が深いほど 

それを一度手放し、新しい場所へ行こうとする時には大きな不安と恐怖に襲われま

す。 

私自身も幾度と経験した中で、よくあの恐れを引き受けたなと思うことがあります(笑) 

でも、どこかで、感じていた気がするのです。 

『その先を』苦しみや恐れのその先を・・・。 



そしてその先は無限の大きな喜びに繋がっているかがひとつの大きな判断基準であ

るように思います。 

そして新しい場所に行けると知るのですが『手放す』とはなくすことではないんです

ね・・・。 

戻ってこられるのです。いつでもその場所(元の場所)へも・・・。 

ずっと自由に、ずっと軽やかに。その場所へも帰れるし、新しい場所へも行ける・・・。 

そう思います。 

これはあくまで私のプロセスですが、何かひとかけらでも皆さんに届くものがあれば幸

いです。 

皆さんの道のり、健やかなる日々、笑顔を今日も願っています。 

 

ありがとうございます。 

また、お会い出来る時まで・・・。 

2011.3.07 更新 

 

 

第 24回  東北地方太平洋沖地震への思いと祈り 

皆さん、こんにちは。 

今月もこのコラムを通して皆さんにお会い出来ますこと、 

大変嬉しく思います…。 

 

と言えなくなってしまったこと。 

本当に悲しく、辛く、言葉になりません。 

コラムを通してお会い出来ていた方々に、お会い出来なくなっている…。 

その方々の様々な状況を思うと、存在を想うと、 

今回のコラムをどう書こうか、思いが複雑すぎてただただ言葉を失うばかりです。 

 

 

東北地方太平洋沖地震で被害に合われた皆様。 

被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。 

 

今、この時、皆ひとりひとりが、それぞれ自分は何が出来るだろうと強く問い掛けてい



るのではないのでしょうか…。 

それぞれの場所、立場から皆が同じ思いを持ち、考え、行動しているのではないでし

ょうか…。 

 

多くの報道に触れながら、とても印象的だったのが 

被災地の方々の声の中で、他者を思い遣る言葉の多さでした。 

 

皆さんもそれぞれに大変なはずです。辛いことも多いはずです。 

様々なお声がありましたが、他の人達を思い遣る気持ち、感謝の気持ち、 

前を向こうとされている気持ちの多さに私は人は繋がっていると、強く強く感じました。 

暖かい、何か言葉には表し難いものが込み上げてきました。 

決して?己?では完結できない深い連帯感を人は皆本能的に持っている…。 

相手の思いに感応する力、我が身に寄せる力、我がことのように感応する力…。 

感じるからこそ理解できる、理解し合える。 

支え合っていこうとする…。 

そういうものが、人間の中には組み込まれているものではないか…と思いました。 

それは最後の最後は国境なども越え、?人間?という単位にまで広がる気がします。 

人には様々な側面があって、それは決して美しい部分ばかりではないと思います。 

でも人は素晴らしい部分、暖かい部分もたくさんあって、それを汲み上げていける 

選択していける生き物だと思いました。  

 

深い深い悲しみの中で、希望の光の様な…。 

人の暖さ、温もり、連帯感、優しさ、尊さ、素晴らしさを感じました。 

話が前後するといいますか、交錯しているかもしれませんが、 

私自身は日が経ち、様々な報道にずっと触れながら自分の無力感も感じていました。 

?何かしたい?という思いばかりが先立ったこともありました。 

大変な方々、苦しんでいる方々が多勢いる中で、こんな風にすごして良いのかな…と 

思ったこともありました。 

?電気?に対しての意識がまだまだ低かったことも気付きました。 

様々なことを感じ、考え、一巡りし、辿り着いた場所は?忘れないこと??祈り? 

そして?日々を丁寧に生きること??自分の場所で、自分の場所からやれることをする 

還していく?ということでした。 

 

大きく捉える目も大事です。 

でも、まずは、小さな単位でも自分の日々の営みの中から結果、繋がっているものは

本当に多く様々あります。 



気付いたら見つめ直し、考え、やれることの中で取り組むこと…。 

感謝してひとつひとつ丁寧に、繋がる先を想い還していくこと、納めていくこと…。 

そして、人はどうしても?慣れる?という言葉が適切かどうか分かりませんが 

心に刻まれたものが弱くなっていく部分があるように思います。 

でも、忘れないこと。 

今、この時も、その人達の時間と共に生きていることを忘れないこと、感じ続けていく

ことが大切である様に思いました。 

その気持ちは祈りに繋がります。 

私はもし、逆の立場であれば、多くの人達が自分達を想いながら生きてくれている、 

励ましを届けてくれていると思うとそれだけでもとても心強くなれる気がしました。 

祈りは連帯に、皆がひとつであることに繋がります。 

そこから生まれるものの多さ、未来の光を私は願ってやみません。 

そして、最後になりましたが、長くやらせて頂いたこのコラム、 

次回が最終回になります。 

アボコムさんのこの場所でこうやってお伝えさせていただくのは次回が最終回になり

ますが、いつまでも、変わらずに想っています…。 

皆様のことを…。 

 

そして、長くこのご縁を下さったアボコムさんに心から感謝致しております。 

ありがとうございます。 

皆様、又、次回、お会い出来る時まで…。 

2011.3.30 更新 

 

 

最終回  コラムを通じて感じたこと 

本当に私でよいのだろうかと、何度も思ったのを覚えています。 

このコラムが始まる前、アボコムさんとの顔合わせがありました。 

担当して下さる方々や、社長さんまで同席して下さり、 

皆さんとお話させて頂いたこと、今でもよく覚えています。 

 

私がさせて頂いている?声?のお仕事では直接関わり合える機会の少ない分野であろ

うアボコムさんがどうして自分を知り、又選んで下さったのか とても不思議でした。 



そして何より、私がこの会社の、アボコムさんのお力になれるんだろうか不安になりま

した。 

?私?という存在を通して、アボコムさんという会社に 

どれだけのお還しが出来るのだろうかと・・・。 

そんな様々な思いを抱きながらお話を伺っていた時のことでした。 

私を知って頂くきっかけのひとつになったあるコマーシャルの話になりました。 

そのコマーシャルで私はナレーションをやらせて頂いたのですが、 

それが印象に残ったと仰って下さいました。 

 

私はそのコマーシャルをすぐに思い出すことが出来ました。 

私にとっても思い出深かったもののひとつで、収録の際、ディレクターさんが?この原

稿を、多くの人に伝えよう語りかけようというのではなく、たった一人の人に向かって

例えば耳元でそっと大事なことを伝えるように語りかけてくれますか・・・?というニュア

ンスの指示を頂きました。 

その原稿自体は感情的なものではなく、情報をしっかりと届けるという種類の原稿で

したが、私は大切なそのことを届けたい、届くように、その人の心に触れるように、た

った一人の人に向けて語りかけるように読ませて頂きました。 

 

そういう指示を頂くこともなかったので私にとってもとても印象的だったのと、変な言い

方かもしれませんが、?たった一人の人に向けて語りかけるように・・・?という距離感が

自分の中では?ストン?と腑に落ち、心が静かになると言いますか限りなく素直にあり

のままの心で向き合えるような気がしました。 

技術としてはまだまだで、拙いですが出来る限りやらせて頂いた記憶があります。 

 

まさかあの時のナレーションのお仕事がアボコムさんとのご縁のきっかけのひとつに

なろうとは、夢にも思いませんでした。 

何がどう繋がるかは本当に分からず、ただ分かるのはその時、自分が出来ることの

精一杯を注いでいく、それだけなのではないかなと、アボコムさんとのご縁を目の前

に改めて感じました。 

 

私がアボコムさんに何をお還し出来るかは分からないけれど、 

やはり同じ様にこのコラムを通して書かせて頂きたいと思うことを、なるべく丁寧に現

していこうと思いました。 

そして、あの時のコマーシャルのナレーションの様に、 

たった一人の人に向けて伝えるように・・・と 

心のどこかで思いながら書いていたかもしれません。 



矛盾する表現に聞こえるかもしれませんが、目を通して下さる方々の存在、多くの存

在を感じながら、同時にその方々お一人お一人の心に向けて書きたいなと。 

その時、ここに書かせて頂きたいと思うことに 

限りなく忠実に、素直に、シンプルに・・・。 

(なかなか言葉に出来ず、表現不足は多々あったと思いますが・・・笑) 

アボコムさんは、このコラムを自由に書かせて下さいました。 

そのことにも、とても感謝致しております。 

 

そして、当初のお話よりも長く、今日まで、 

このコラムを続けさせて頂くことが出来ました。 

拙い文章ではありましたが、ここに書かせて頂いたものが、 

何かひとかけらでも皆さんの、それぞれの心に触れていたのであれば、心から嬉しく

思います。 

 

例え直接的ではなくとも、皆さんとアボコムさんを繋ぐ橋に少しでもなれていたのであ

れば、心から嬉しく思います。 

 

このコラムに目を通して下さった皆さんお一人お一人に 

感謝の気持ちでいっぱいです。 

ありがとうございました。 

そして、アボコムさん。 

今まで本当にありがとうございました。 

 

皆様の健やかなる毎日と、笑顔と、プロセスを心から祈っています。 

 

又、お会い出来る日まで・・・。 

 

ありがとうございました！！ 

愛を込めて・・・ 

 

能登 麻美子。 

2011.5.10 更新 

 


