


春よ止まれ！

春よ止まれ！

 
寒い冬の２月頃から

 今年こそは、野菜を沢山育てるよ。。
とせっせと土お越しをして

 落ち葉を腐葉土にして待ってました。
 
そして、やっと３月末にやっと春めいて来ました。

 
さっそく、色んな野菜の種を巻き

朝晩、お水をやり、

夕方にはカバーをかけ冷えから守りました。

 
でも，花も植えたいわ。。

と多年草の花を買いに出かけました。

 お花だけと思っていましたが
野菜の苗にも目は移り

タマネギの苗も買いました。

 
帰る早々に野菜畑に

列を作り一本づつ丁寧に植えました。

 
植え終わって、このまま春が止まって欲しいと

思いました。

 
私の住んでいるアメリカの真ん中は４月の末までは

安心できません。大雪が降った事もあり

果物の花が凍ってしまい、その年は不作でした。

だから注意が必要です。

 
でも『春よ止まれ』と

言われてもね。。

 季節も困ってしまうね。。
 
季節に信号機が有れば



好きな様に変えれるけどね。

 
それができるなら、便利ね。。

 
でも、、

私だけの、意見でやっても。。。

 
じゃ〜季節さんに聴いてみるよ。

 
ね〜ね〜、季節さん！春だけにできないの？

 
え〜？春だけに？。。

 
それで良いなら、やるよ。

でも、一度そうすると、元に戻されないよ。

それで良いんだな。

 
どうしようかな。。

 春は暖かいし、
花は沢山咲くから。。いいよ。

 
よっしゃ、、スイッチを入れたよ。

 
それから、、毎日が春です。。

花も毎日咲いています。。

 
しかし、、タマネギ君は青いままです。

育っているのか、、実に成っているのか

解りません。

 
回りの果物の木も花が咲き続けていてます。。

 
カレンダーではもう１０月よ。。

いつもだと、実が成っている頃だよ。。

 
どうしたのかしらね。

 



そこで頭を抱えた。。。

 
ふ〜む、、そっか。。

春だけでは駄目なんだね。。

 
ね〜季節さん。。

やっぱり、、元に戻してくれない？

 
それはできないよ。

念を押したぞ。。。

 大体、人間って者は
寒いと冬は嫌とか

暑いと夏は嫌とか

美味しく無いから食べないとか

難しい事は嫌とか

 
自分が楽な様にしたがるよね。

皆がそうやっていたらどうなる？

 
嫌な事、難しい仕事、勉強でも

ごつごつとやって、やり遂げると

結果として実る訳で。。

 
好きな事，楽な事ばっかりやっていると

少し嫌な事が有ると投げ出したくなるんだよ。

それではいい結果は得れないよ。

 
だから、寒い冬があって

段々、暖かい春になり

色んな草木が芽を吹き出し

花を付け、その花が完全に幸せに咲ききった頃に

暑い夏がやってくるさ。

その暑さでエネルギーを吸収して

実の方へと力は進んで行く訳だよ。

 
そして、涼しくなった秋頃に

その実がどんどんうま味を増して来て収穫を



迎える訳だよ。。

 
なるほどね。。

知らなかったわ。。

春の次に夏の暑さが無ければ

実は成らないと言う事ね。。。

 
解ったは。私が我がままだったわ。

だから、元に戻して！

 
人の嫌がる仕事もどんどんするわ。。

お掃除もするわ。。

もちろん、庭仕事もするわ。

それから、一つ，一つの季節に感謝するわ。。

だから、、お願い元にもどして。。

 
そこまで、言うのなら

元に戻してあげるさ。。

 
ありがとう。。季節さん。

 
それから、季節は連年通りに訪れ

彼女は季節事に有難さを感じ

又、時間や曜日などが

いつも通りに順番通りに流れている事の

素晴らしさにも気付きだしました。

今でも彼女は日々の営みの出来る事に感謝して

これらの事を回りの人や友人達にも

話続けています。

 
 
 
 
 
 
 
 



 



おあいこさんね。

おあいこさんね。

 
野仕事は実に楽しいです。。

しかし、Poisonous ivy（毒シダ）の側を通るだけで
手足や腕などが痒くなります。

 
だからと言ってそれを嫌う訳にはいきませんね。

毒シダだって

生き延びるために毒で自分を守っている訳だよね。

人間だって、自然の草花などに悪影響を与えている事が

沢山あるものね。。

 
だから、おあいこさんよね。

一緒に仲良く共存していかなきゃね。

 
だから、野仕事の時は長袖に手袋ですよ。

少々痒くっても仕方ない仕方ない、、

少しは譲り合いと我慢し合いっこしましょう。

おあいこさんね。

 
 
 



リスとスイカ

リスとスイカ

 
私の住んでいるウィチタはアメリカのど真ん中です。

 
夏は南のメキシコ湾からの暑い風が北に流れる時、

西から来るゼット気流とぶつかり、とても暑く成ります。

 
特に今年は暑い日が続いています。

そんな、暑い日にはスイカを食べたいですね。

　

スーパーには山積みになったスイカが早く食べてとばかりにキラキラと光っています。

 
大きな物を買い冷やして皆で食べました。。

夏バテ防止には最高ですね。

食べ終わったスイカの皮を庭へ

 きっと、リスさんも夏バテだろうと思って
大きな木のリス用のテーブルに置きました。

次の日にテーブルを見るとスイカの皮はありません。

 
リスはスイカがどうしたの？

と言う顔で木の実をカリカリと噛み切って、中の実を取っています。

 
その必死に木の実を集めている光景を見てハッとしました。

 
そうか、私も夏バテだと言って怠けてはいけないなぁ〜

今の内、日の長い夏場に家の中の整理整頓をして

冬場の日の短い時に備えなくては。。

私のお目目ちゃんは失明中です。

暗い所、夜は全く見えません。。。

 
だから、リスさんは夏バテだからスイカをどうぞ！

何って、、生ちょろいと教えてくれたんですね。。



その教えから夏場は冬の事を考えて

冬場は夏場の事を考えてゆっくりと準備をする様になりました。

 
お陰様で，私のお目目ちゃんも慌てる事無く

ゆとりを持って楽しんでおります。

これも、リスさんとスイカさんのお陰ですね。

ありがとう！



千手観音様と勿体無い

千手観音様と勿体無い

 
私は時々、二本の手では足りません。

だから、千手観音様みたいに沢山，手が欲しくなります。

 
どうして？

同時にやりたい事が沢山あるからです。

 
どんな？

陶芸が面白くて、どんどん作りたい。

寿司を作るバイトをしてます。

庭の木の剪定が好きです。

 
あら、皆、手を使うわね。

また、欲張りですね。

 
そうなの、でも、やりたいの。

だから、二本で足りないのよ。。

せめて、６本は欲しいぐいよ。。

 
でも、ほどほどですよ。

 
私は午前中は陶芸に夢中になり

午後は寿司作りをやり

夕方には家事をした後に庭仕事を毎日のようにやりました。

手は働き詰めです。

 
次第に、手は痛みだし腫れあがって来ました。

 でも、持ち主は無視です。。
 
しかし、痛みはお手手ちゃんだけでは済まなくなりました。

 
あら、どうしたの？

 
手から腕、そして肩までが腫れて、痛みが強くなったのです。



 そこで、痛み止めを飲み
湿布を貼りました。

 
しかし、一向によく成りません。。。

そこで、医者に行く事に。。

 
お医者さん曰く。。手の使い過ぎです。

一度伸びきったゴムの様な神経に成ってますよ。。

リハビリをする様にと言われました。

 
しかし、手が痛かろうと仕事は休む訳にはいかず

家の家事も休む訳にはいきません。

 
それは、困った、困ったです。。

そこで、神様に『千手観音様のような手を下さい』　

とお願いしました。

 
すると。神様は『貴女は我がままですよ』。　

いくら自分の手だからと使わなくては勿体無いと使いましたね。　

この勿体無いとは、将来に備え、

使うべき時に使えるように

手に余裕を持たせない事を言いますよ。

 
日本語にしかない、この言葉の深い意味を理解し、　

動く手を頂いた事に感謝をして、

長く上手にお付き合いをするのですよ　

と答えてくれました。

 
その時にやっと、神様が手を二本だけを作った訳が解りました。

好きだから、面白いからと言って手を使い過ぎてはいけない。

 
やりたい事の為に手を使う物ではなく　

やらなければいけない事に使うべきだと。。

 
私は勿体無いと言う言葉をはき違えていた。

もしかして、私はもっと『はき違えている』事が有るのでは。。

もしかして勿体無い事をしていたのでは。。。



と思いました。

 
又、この素晴らしい手は人から物を有難く頂く時に受ける物、

自分も人に真心を差し出すために使う物

大切な神聖な手で有ると築きました。

　もっと大事に有難く使わせて頂きます。ありがとう！

 



神様の仰ぐ団扇

神様の仰ぐ団扇

とっても暑い日の事です。

 
クーラーはウ〜ウ〜と唸りながら働き

扇風機をクルクルと回り

更に団扇をパタパタする有様です。

 
部屋の中は涼しいです。

 
しかし、外の草木は水をやらないと直ぐに枯れてしまうほどに

暑いです。

いつもの夏と違う、どうしたんでしょう。

こうなったら神様に大きな団扇で扇いで頂くしかないわ。

 
神様！　

どうか涼しくなる様に仰いで頂けます？

 
そっか！、　わしも暑いのじぁ〜

だから、地球を仰ごうとすると

益々と他の星も暑く成ってくる。

わしも困っておるのじゃ〜　

　何とか暑く成った原因を突き止め

早く昔のように団扇だけで夏が過せる様にと考えておる。

 
そこで人間も少し考えて工夫をして欲しい。

どうして、こんなに暑く成ったのか。

少し人間は我がままでは無いのかな。

　

次々と便利な物を作って売る。

未だ使えるのに新しい物を直ぐ買う。

それでは勿体無いではないか。

 
少し前の暮らしを考えると贅沢をしておるぞ。　これで地球が何も問題がなければ



文句を言うつもりはないが。。

先の事を考えると、

つまり、子や孫の時代は住みにくい世の中になり

子孫は困るぞ。。

 
真剣に未来に向けて一人一人が行動を移すべきだよ。

 
わしらも心配しおる。

いつも、八百万の神々を集め会議をしているところじゃ。

 
最近、ある神様からの提案だが

地球に優しい材料で丁寧に物を作り、それを安く売る。

 
逆に地球環境を害する材用で作り

機械で多量生産している物は高い税金を取る。

すると、どうしても高い値段になり消費者も買わなくなる。

次第に地球に良く、人間にも良い物だけが残ってくる。

　

資本経済の在り方を見直し根本的に変えていく必要がある。

又、もっと木を植えて緑の森を増やし

そして、湧き出る水の流れる川を増やし

川の中の生き物や植物を取り戻す。

その川の流れる海には豊かな恵みの幸が取れ

それを有難く頂くようになれば良いのではないか。。。

　

どうだ、良い提案だろうが。。

 
一度、試みては如何かな。

そうしたら、やがて暑過ぎず、寒過ぎない、程よい季節が訪れ

人々はもっと喜び励むのではないのかな。

 
いいですね。

何だか、聴いているだけで涼しく成って来たわ。

 
そうなんだよ。

人にも植物にも自然に良き事だからだよ。



 
なるほどね。

 
私も出来るだけやり繰りしてみるわね。

経済的だし、体にもいいし、地球にも良いしね。

暑い事もまんざら悪く無いね。

一番大事な事を教わったものね。。

ありがとう！



世界一周

世界一周

 
 
夏が過ぎ落ち葉の季節に入った頃

 
小さな女の子が裏庭で落ち葉と一緒にクルクル回って遊んでいた。

すると、小さな風の渦巻きがおき

女の子は竜巻だと言って、はしゃぎながら遊び続けた。

すると、もの凄い勢いで体がくるくると回転し、

体が浮き上がった。

 
女の子は下を見てびっくりです。

 
あ〜お家が小さくなっていく

車も小ちゃいね。。みんながありんこさんみたいだ。

 
初めは楽しく、あたりを見渡して喜んでいたが

だんだんと空の方へ行くにつれ

見える範囲が広がり怖くなってきました。

 
その内に白い霧の中に入っていき、不思議な気持ちになり

 
あ〜ここはどこなの？

とても気持ち良いわ。

 
あら？不思議　空を歩いてるよ。

それも長い足で。。

一飛びで、地球が回れるよ。

 
女の子は面白くなり、あっちこっちと動きまわった。

 
何だか、とても熱いね。ここは何処かな

あ〜赤道の辺りね。。だから暑いんだよ。

 



みんな木陰で休んでいるね。

 あ〜ヤシの木に登っている子がいるわ。
実を取るのね。。

私もお手伝いしますよ。

と簡単にヤシの木に近づき実をたくさん取って落とした。

お礼に食べさせてくれたよ。とても美味しいかった。

 
そして又、空に向かって飛んだ。

 
次に白い所に目がいき

え〜ここはどこだろう。ペンギンがいるよ。

よく見ると氷の大陸だ。寒い、寒い。

 
こんな寒い所で何をしてるのかしら？

いろんな国の旗があるね。色んな研究をしているみたいね。

みんな、ご苦労さまです。

私は寒いのは嫌だわ。さようなら。。

と　直ぐに空に飛んで行った。

 
今度はどこへ行こうかな、、　と斜めに飛んだ。

 
すると、いろんな動物がいる所に来たよ。

ライオンもいる。

大きなゾウさんだ〜　人が乗っている。いいな〜

 
でも、みんな大変そうだね。

 
どうして？　

だってお水を汲みに遠くまで歩いているもの

　緑のない砂漠は困るね。

だんだんと砂漠が広がって来ていると言っているよ。

困ったね。

何とかならないのかしらね。。

雨がたくさん降るといいよね。

草や木が育つといいね。

同じ地球に住んでいるのにどうしてなんだろうね。

不思議だね。



と女の子は思いながら、少し離れた所に目が行きました。

 
銃を持っている人がいる。。怖いなぁ

この辺りはもめているんだね。

 
石油の取れる所はいろんな国が狙ってくるんだね。

横取りはいけないよ。

私だって妹の物を取ったら、お母さんに叱られたよ。

 
でも、私の欲しい物と妹の欲しい物を交換したら、褒められたよ。

この国もそうしたらいいね。

みんな文句は言わないはずだよ。そうしてね。

 
とあっちこっちを回った女の子は家に帰りたくなり

自分が住んでいた国を目出して飛んでいった。

 
もう少しで着く途中に何かを見てしまった。

 
ここはどこだろう。

みんな一生懸命に働いている。

でも、軍服を着た人が立っていて

自由に意見がいえない感じがする。

かわいそうだね。

 いやだ〜
早く、自分の国に帰ろうと飛んだ。

 
そこはどんな国なの？

 
海に囲まれている、細長い国ですよ。

 この国は物を横取りしたりしません。
災害にあった時でも譲り合い

助けあって励ましあったのよ。

素晴らしい平和の国よ。

 
貴女の国は素晴らしいね。

 
あ〜あの辺りが私の家だ〜と安心をした途端



夢からさめた。

 
 



ボケの花の囁き

ボケの花の嘆き

 
今年の春は慌てん坊さんですよ。

 
どうしてなの？

だって、私が目立たないもの

私はまだ春になる前の寒い内に咲きだすでしょう。

すると皆がきれだ〜と喜んでくれるのよ。

そして、とても珍重がられてね。私もいい気分よ。

だからまだ寒いのに力を出し切って咲くのよ。

でも今年は急に温かくなったから、

他の美しい花が全て咲いちゃって、、

私の良さが薄らいでしまちゃったのよ。

 
美しい貴女ならどう思いますか？

やはり自分だけ美しく目立ちたいよね。

 
なに！目立ちたく無い？

あら！どうして？？？

 
美しくて目立つと回りの人から妬みを受けて疲れるのね。

 
ヘ〜大変ね。

その点は私は大丈夫よ。鋭いとげが有るからね。

そのとげは寒い時に咲き出した時に他の草木から

貴女はどうし私達より早く咲くのよと妬まれる気を

吸ってくれるから、鋭いとげになったのよ。

貴女は人間ですからとげを持ってはいけませんよ。

とげの有る女性は美しくないから。。

怖いだけです。

美しくても謙虚な態度で

優しく

清純で

良い言葉使いをして



人の嫌がるトイレ掃除など積極的にして

美しく産まれた事に感謝をすると

美しさに深みが出て来るものよ。

 
それ、いいわね。心がけてみるわね。ありがとう。。

でも、ボケの花さん！

今、貴女は嘆いていたわよ。。

 
あら！私、人の事は言えないわね。。

せっかく、神様が春一番に咲かせて頂いたのに

今年は他の花達に嫉妬してしまったわね。。

あ〜いけない。。恥ずかしいわ。。

来年はもっと謙虚に美しく咲くわね。

と言って散ってしまった。。

 
きっと来年はボケの花が先に咲くでしょう。



雨って寂しがりやさん

雨って寂しがりやさん

 
春の長雨です。

毎日のように朝からずっと降っています。

私は小石の庭を作ってます。

しかし、雨ではできません。

でも早く完成させたいのです。

 
朝からいつ止むのかと外を眺めてばかり

そして霧雨になったので。。やった！

とカッパを着てやる事にしました。

霧雨なら少々濡れても大丈夫だなぁと張り切っていました。

でも途中からカッパにパタパタと音をたてるのです。

 
あら、雨さん！　こんにちは！

降ってきたのね。。

私のお目目ちゃんは降っていてもよく見えないけど

音を立ててくれると解りやすいよ。

でも、霧雨の時は音がしないわ。

どうして、そっと降っているの？

 
それはね。音なし　おとなしく降っているのよ。

 
なるほどね。音が無いから　おとなしくね。

それってさ。雨だと解らなくて良いという事なの？

私みたいに見えにくい人が外に出ても大丈夫なのね。

でも肌で感じれるよ。

雨さん、貴女って、もしかして寂しがりやさん？

 
どうしてそんな事を言うの？

 
だって大粒で降っている時はすごい音を出すでしょう。

皆に『私はここよ。ね〜ね〜聴いて』と言っているみたいよ。

 



あら！解った。実はそうなのよ。

私は地上の人々が辛い事、悲しい事で嘆く事が多いから

私の方が辛くなるのよね。

だから、大粒の涙を出して

地上の全てのものに『頑張ってね』と言いたいのよ。

実は寂しがりやさんでは無く励ましやさんなのよ。

 
あら！そうだったの。知らなかったわ。

今度からは『雨が降っているから元気がでる』と言わなくちゃね。

でも霧雨の時は　おとなし　く降って静かよね。

 
それはね、地上の人たちを休めたいのよ。

そして詩人にさせたいのよ。

詩人が増えれば争いは減り、平和になるような気がするの。

ずっと霧雨にしちゃおかな。

 
いや、時々でいいよ。

雨さんも休んでよ。、

庭仕事がしたいからさ。。ね。

でも、時々は降ってよね。

お願いよ。

 
解ったわ。恵の雨だけにしておくよ。

 
それがいいわ。ありがとう！

 



愛に例えると

愛に例えると

 
愛を氷に例えると　透き通るほどに純粋である。

愛を水に例えると　同じ方向へ進みます。

愛を木に例えると　燃える様な太陽に向きたい。

愛を風に例えると　時に軽やかに、時に強く。

愛を赤ワインに例えると　熟すほどに良い味わいに

愛をステーキに例えると　ウエルダンもいいね。

愛をホウレン草に例えると　たまにえぐいね。

愛をリンゴに例えると　表面は燃えても心は純粋です。

愛をみかんに例えると　寒い冬などは常に一緒よ。。。

愛を机に例えると　イスが必要なほどのものよ。

愛を枯れ葉に例えると　いい肥やしになるほどのもの。

愛を鉛筆に例えると　間違った時は手直しができる。

愛を指切りげんまんに例えると　必ず実る。

愛をお餅に例えると　スペシャルな時には目立つ、粘っこさが好き。

愛が歯医者の削る音に例えると　癒されるシンホニーになる。

愛を口笛に例えると　春のうぐいす　愛してまちゅ。

愛をカタツムリに例えると　しっかり固くむすばれてゆっくり進む。

愛を春に例えると　大きく膨らんで咲くでしょう。

愛を商売に例えると　準備満タンに相手に有利にする。

愛をTax
に例えると　正確に清純に裏表なしで。

愛が蚊に刺されたら　真っ赤な♡になる。



猫に聴いたの？

猫に聴いたの

 
我が家の四男坊のミュター君　猫です。

彼のおヒゲはとても長くて立派ですよ。

 
ある検診の日にお医者様に言われました。

立派な長いヒゲですね。

邪魔なら切ってもいいですよ。

といいました。

 
え〜！勝手に切っていいんですか？

この辺で切ってもいいですよと

猫様のヒゲに手を当てて見せました。

 
その時はなるほどと思いました。

しかし、家に戻って猫を見ていると別に切らなくても

良いのではと思いました。

だって格好いいもの

それに彼自身も誇らしそうにしていもの

他の猫達よりも長いおヒゲですもの　

映画俳優みたいですよ。

 
 ミューター君！格好いいね。
 
ありがとう！

 僕のヒゲは父親譲りなんだ。。
小さい時に離ればなれになったけどさぁ。。

僕はこのヒゲを手入れしていると思い出すんだ。

お父さんは立派に働いていたなぁとね。。

 
そうだったの？　

そんな大事な物をあなたに断りもなく切るなんて失礼だよね。

あ〜良かったわ！

お医者さんの言う通りにしなくてね。

 



いいんだよ。。俺たちはさぁ

拾ってくれて食べ物はもらえるしさぁ。

それに可愛かってくれるから。。

いいんだよ。好きな様にしても。。

 
それはいけないわ。

そのおヒゲはあなたの大事な物よ

お父さんからのね。。大事にしましょう。。

私達も猫ちゃん達には癒されているのよ。。

だから、遠慮なんかしないでね。

 
うん、ありがとう。。

できるだけ迷惑を掛けないようにするよ。。

 
ごめんね。私達はとても癒されているのに

人間の好みでルールを作ったりして

本当に申し訳ないわ。

人間が今までやってきた事にたくさん間違いがあるはずよ。

どんどん教えてね。。

わかった。ありがとう！

僕達が悪い事をした時はどんどん叱っていいよ。

 
そうね。。仲良くやって行きましょう。。

 
 
 
 
 
 



他人の縁は弱い

他人の縁は弱い

 
どうしたの？

最初から消極的ね。

 
いや、別に。。

 
良いから、教えてよ。

何が有ったの？

 
親子の縁は切りたくても切りにくいと言うね。

しかし、他人との縁は簡単に切れるもんだとね。。

 
何か有ったの？

 
詰まらないから、聴かない方がいいよ。

 
益々、聴きたく成るじゃない。。

話してよ。

 
じゃ〜。。

こっちは相手によかれと思って

やった事がおせっかいみたいになったの。。

 
親切過ぎた訳ね。

 
色々と親身になって相談にのり

協力をしてきたわ。

しかし、その問題が解決していくと

後は尻切れとんぼよ。。

 
世間って、そんなもんよ。

気にしない。。

私は暑中、、あるわ。。

 



そうなの。。

でも、貴女は平気ね。

私はへこたれたわ。。

 
貴女は素直過ぎなのよ。

もっと、おおちゃくになったら。。

 
私におおちょくにできるかしら。。

 
できるわよ。ほどほどにしておくのよ。

貴女の場合はとことん心身にやってあげるでしょう。

人によっては価値観が違うのよ。

 
そうね。価値観の違いは有るわね。

私はつい、自分がそうだったら困ると思って

必死にやるわね。

 
ほどほどにやっていればショックも少ないわよ。

 
でも。。そんなんで良いのかしら？

 
いいのよ。他人なんって、用がなくなれば

はい、さようなら。。だよ。。

 
本当ね。。

私も少し賢く生きて行くわ。

 
それでいいのよ。じゃ〜ね。

と友人は電話を切った。

 
でも、、納得できないわ。

そんなに賢く生きる事って大事な事なの？

 
と独り言を呟いていると。。

 
そんな生き方は詰らない人間のやる事だよ。

 と小さな草花が答えた。



 
私達は人に踏まれても、見向きもされなくても

必死に咲くわよ。。

人が見ないからって、控えめに咲かないわよ。。

一年、一年の季節に合わせて、早く咲いたり

遅く咲いたり自然に合わせて咲くよ。

 
素直に生き生きと生きた方が美しく咲くよ。

貴女も貴女なりの素直な生き方で良いんじゃないの。

やってあげたい分、真剣にやってあげたらいいわよ。

相手はそれを評価しなくても良いじゃないか。

貴女自身の魂は評価してくれるからさ。。

 
なるほどね。それがいいわ。

私にはその方が納得いく様な気がする。。

ありがとう。。勇気付いたわ。

今まで通りの私のやり方でやって行くわね。。

 
そうだよ。そうすれば貴女の人生に花が咲くというものよ。

 
上手いこと言うわね。

でも、ありがとう。。小さい花さん！

貴女を見習っていくわね。。

 
 



過ぎ去れば全て善し

過ぎ去れば全て善し

 
今、気を揉む事や辛い事は

過ぎ去ってみれば全て善しとおもえますね。。

 
どうして？

 
だって、辛い今は、、どうやっていいのか解らないから

辛い訳でしょう。

 もし、その辛い原因は何かと考えて
解決策を見つければいいでしょう。

 
でも、そう考えられない人も多いよ。

 
え大丈夫よ。

そのもがいている時や悩んでいる時は

必死に何か良い方法，解決策を探している時だから。。

でも、怠ってはいけないわよ。

悩んでいても日々の生活はしっかりしないとね。

つい、洗濯物が貯まったり、お台所の洗い物が貯まったり

お部屋が散らかっていては。。

余計に良い知恵や、やる気を失ったしまうわ。

 
だから、辛くとも無理してもお掃除をして

片づけたりしていると知らない内に悩みが薄らいでいくわ。

 
体をどんどん動かすと脳も動くみたいね。

気が乗らないからとだらけていると余計に動けなくなるわ。

 
どうして解るの？

 
それは経験したからよ。。

だから、強気でこうした方が良いよと言うのよ。

 
なるほど。。



 
それに長い事。辛い事が続いていてもね。

たとえ５年、１０年でもね。。

後に成ってみるとあの時に辛い経験をして良かったと。。とね。

 
そうよね。私もそうだものね。。

でも、必死に頑張っていると何時しか解決していたね。

 
貴女は楽天的だからよ。

 
ま〜ね。だって、同じ苦しみをやるなら

良い風に考えていかなきゃ損よ。。

私は、今、苦しいのは後で楽に成る為だと思っているからよ。

 
だから、貴女は楽天的だって言うのよ。。

私も貴女みたいにそう成りたいわ。。

 
あら、出来るわよ。

 
どうやって？

 
只、信じればいいのよ。

きっと、これは良い事の前触れだから乗り越えるだ。。とね。

必死にやらないといっこうに良い事はやって来ないよ。

それが大事よ。

 
苦しい時に怠ると駄目よ。

苦しい時ほど奮い立たして、只今を頑張るのよ。

今の今の只今よ。。日々ね。

 
へ〜貴女は楽天t的と言ったけど頑張り屋さんだったのね。
私は後回しにする事があるわ。。

きっと、それがいけないかもね。

 
あら、築いているじゃない。

きっと、やり続けるといい結果があるわよ。

なんでも若いうちに苦労した方が楽よ。



肉体的にも精神的にも耐えれるわよ。

歳とってからではもっと大変みたいよ。。

 
なるほど。。頑張るわ。

 
いいね。今の内に苦労をしようね。。

 



楽しみはあっという間

楽しみはあっという間

 
長い寒い冬の間は早く暖かい春が待ち遠しくて

春の花々を思い出して待っていました。

 
しかし、今年は春が来るのは遅く

春を楽しめたのはわずか

あっという間に夏の陽気になりました。

 
春一番の花が咲き、次に咲く花を楽しみにしていたのに。。

今年は一度に咲いてしまったのです。

 
それに、陽出しが強く花をゆっくり¥¥¥ません。

何だか、勿体無い様な。。

 
花さん達はそれでいいのでしょうか？

 ね〜ね、、チュリップさん！どうなの？
 
私は嫌だな。。

だって、いつもだとクロッカスさんの後に

私が長く咲いていたわ

 
あ〜そうだったね

チュリップさんが咲く時は暖かくなったり

寒くなったりしてたね

だから長く楽しめたね

そうよ。なのに今年は桜も一緒に咲いたから

私が目立たなくなっちゃって。。つまらないわ

 
大丈夫。。桜さんが咲いていても

貴女は目立つわよ

真っ赤なほっぺたでしょう

 
でも、日本人の人は桜の花で騒いでいるよ。

今年は何処の桜を見に行こうか。。なんてね



 
大丈夫よ。

それは日本の場合でしょう

私の住んでいるアメリカでは桜より

他の花の木が多いわよ

白い花が咲いているわ

名前も知らないけどね

その中に赤い貴女は目立っているわよ

 
私はそんな赤い貴女が好きよ

 
あら、うれしいわ。

どうして私が好きなの？

 
だって、貴女は朝は　おはよう　と言って開くじゃない

そして晩になると　おやすみ　と言って閉じるでしょう。。

とても解りやすいわ

寒いとずっと閉じているし、、昼間に暖かくなると開くじゃない

温度計みたいじゃない

だから、好きよ

 
そう言ってもらえるとうれしいわ

すこし、安心したわ

ありがとう

 
人願も同じ様な事が有るわよ。。

 



騒音も役に立つ

騒音も役に立つ

 
今日はイースターの日曜日の午後です。

我が家ではお祭りはしません。

 
でもご近所では毎年のように楽しいイベントをやっています。

 
どんな事？

まぁ、イースターは復活祭ですから。。

教会では特別な事をやっているみたい。。

一般家庭ではランチの後で

庭に隠しておる卵を探す子供のイベントよ。。

だから、バレンタインが終わるとどの店でも

イースターのグッツが売っているわ。。

 
どんなもの？

もちろん、

子供のお菓子。。卵形のチョコやマシューマロ，クッキーよ。

庭や室内にニワトリとかウサギなどの飾り物

そして、子供が卵ハンターに使うカゴよ。

お店の一角に沢山置いてあるわ。

 
当日はゆで卵で飾り付けてあるサラダとか売っているよ。

当日は親の家に家族が集まってサンドイッチやバーベキューなど食べて

いよいよ。イベントの卵ハンターをするわけ。。

 
我が家はしないけど解るのよ。

 
どうして解るの？

 
だって、お天気の時は外で食べているし、

 午後２時頃になると子供や大人の歓声が聴こえて来るのよ。
 その声を聴くと今年も穏やかに過していると
少しホットするのね。。

 



そして、その翌日の月曜日の朝は

忙しい音で目が覚めるのね。。

祭りの後の静けさではなく。。

みんなお仕事に出かける音。。

その音を聴くと嬉しくってね

何だか忙しく動きたくなるのね。

 
また、どうして？

 
それは多分ね。。

ご近所の家族が楽しいイベントを過した事を知っているからよ。

騒音が心地よいと思うのよね。

だから、同じ騒音でも違うのよね。。

 
そうね。楽しい音楽が流れていても

その時に聴く人が心地よく思わなくては逆に騒音と

思うと同じね。

 
そうだね。。。そう考えると同じ家にいて

大きな音で音楽を聴くのは気を付けて

イヤホンとかで聴く方がいいね。。

 
音も喜んで聴いてもらいたいものね。。。

 
 



季節はなぜ巡ってくるの?

季節はなぜ巡ってくるの？

 
私の住んでいる町はカンザス州のウィチタです。

丁度アメリカのど真中ですね。

ここは夏は４０度超す暑さがあり、冬は北海道の旭川の様です。

四季ははっきりとしてます。

とても気象変化が激しくて好きです。

 
長い冬の間は暖かい春の事ばかり考えています。

そして春が来ると嬉しくって

外に飛び出し庭仕事に精をだしていました。

 
そして、次々に花が咲きだして庭がとてもにぎやかになります。

全ての花が咲ききってしって

春が居座っている状態になると

 
変ね。。もう春の訪れに対しての感動は薄れています。

あれほどに待ちこがれていたのに。。と思ってしまいます。

つまり、春に飽きてきたというべきなのでしょうかね。

 
そうだよ。。そこの貴女。。

 
え〜？私の事。。

呼んでいる彼方は誰なの？

 
私は春夏秋冬の神様です。

人間や草花の為に色んな季節を作っているんだよ。

 
同じ季節、つまり、同じ環境だと人も草木も飽きてしまうからね。

特に人間は空き易いから。。

だから、食べ物を色んな物が有る。

電気用品だって、、色々。。

乗り物も色々。。

 
国も色々な国がある。。



もちろん言葉も色々な言語があるね。。

数えたらきりがないほどに

色んな物が有り過ぎるよね。

 
人間の欲に合わせて作ってきたが。。

もう、限界だよ。。

そろそろ考えようよね。

便利な物や美味しい物が有りすぎると工夫や努力が薄れる。

それに人間の不健康になってきたね。

これは困った事だよね。

 
すべて、ほどほどが一番だよ。

その事も有って人間が飽きた頃に次の季節に変えて

変化をもたらした。

人間もその変化で切り替える工夫をする様になる。。

 
なるほどね。。

だから、四季があり、厳しい気象変化もある訳ね。

なんでも意味があっての事だったのね。

漸く解ったわ。

今からは訪れる季節や物事にもっ感動と感謝するわね。

教えてくれて　ありがとう。

 
 
 



手が冷たいから

手が冷たいから

 
ある冬のことです。

幼稚園でのおゆぎの発表会が近づいており

踊りの稽古を毎日やっています。

 
ある女の子が座って泣いてますよ。

どうしたの？

 
お友達が手をつながないの

 
あら、どうしてなの？

 
私の手が冷たいからだって

それはいけないわね

つないでくれないお友達の心の方が冷たいわよね

 
お手手をこすって暖めたら

 
うん、やってみる

滑り台を滑ってみるよ

 
それもいいね。頑張ってね　泣かないでね。

 
女の子は何度も滑り台を滑っているうちに

手が暖かくなりました。

その時に、小さい女の子は学びました。

あ〜お手手が冷たい時は使えばいいんだとね。。

 
手が温かくなったのでお友達が手をつないでくれました。

 
よかったね。。

 
それから、その女の子は大人になっても手は冷たいままです。

手の冷たい人は心が暖かいからって回りの優しい大人は



言ってくれます。

 
貴女の手は冷たいね。。

と言われる度に小さい頃の自分に

お利口さんだったね

よく頑張ったね　って！

 
あなたも小さい頃の自分と話してますか？

ほめていますか？

なぐさめてますか？

愛してますか？

 
 
 
 



バナナさん

バナナさん

 
私は南国育ちです。

島のバナナは小さいが。。とてもとても美味しいですよ。

 
バナナの幹にはたくさんの実をつけますよ。

だから、たくさん食べれます。

 
知っている？

バナナの実になるには大事な事があるんだよ。

 
何？

 
バナナが実を付けたいと思った時にね

バナナの赤ちゃんが５、６本位並んでいる列を守るように

大きなカバーがあってね。そんな物が幾つも重なっていて

その赤ちゃんの先には小さい花が付いているよ。

 
大きな広い葉っぱの付け根辺りにその重なり合ったものがあるのね。

それを莟と言っているけど。

 
その莟ができて、だんだん首が伸びて下に垂れ下がってくるのよ。

１ヶ月経った頃に莟の外側のカバーがバッカッと開いて

バナナの赤ちゃんが見えてくるよ。

まだ、小さくて細くて緑色しているよ。

 
それから何週間も経つと、いくつものカバーが取れて

何段ものバナナの団地が見えて来るのね。

 
それから、、それが大きく太って来て、黄色になるまでが

楽しみなのね。

 
でもね。バナナの実がなるまでは大変なのよ。

もし、花が１００％ハッピーに咲ききらないと実の方へエネルギーは

いかないのよ。



７０％咲いた時に虫さんに食べれたり、病気になったり

また、台風で幹が倒れたりすると実になれないよ。

 
え〜そんだんだ。。

 バナナはいつでも出来ると思った。
いつでもスーパーへ行けば安くて買えるし。。

 
もしかして貴女。。今まで半分食べて飽きたからポイしてませんか？

色が茶色になったり、柔らかくなったらポイしてませんか？

 
あ？やっていた。。つい。。

 
もし貴女がバナナだったらどうする？

折角、バナナになるんだと色んな困難と戦って来たのに

お腹一杯だから食べるの止めたって言ってゴミ箱行きだったら。。

 
それはショックよ。。ちゃんと最後まで美味しく食べて欲しいよね。

 
そっか、、それは悪い事をしたわ。。

ごめんね、、バナナさん。

 
いつでも安く買えるから忘れがちよね。

もし、天候が悪く、ずっと雨降っていたり、

寒い季節しか来なく成ったらバナナは食べれないかもね。

 
暖かい地方や国があって、いつでも輸入出来てバナナが食べれるんだもんね。

私達はいつでも簡単に手に入れれる物や当たり前に有るものに

感謝を忘れがちだね。。

 
バナナさん、、いつもありがとう。。

 
 
 
 



落花生は偉い

落花生は偉い

 
落花生さん！

彼方は偉いわ。。

 
どうして偉いの？

 
だって、彼方は素晴らしい落花生になるんだと決心したじゃない。

頑張って黄色い花を付けて虫や病気に勝ったじゃない。

そして、その花が１００％満足に咲き終わった頃に

よっし。。次は立派な実になるぞと土にもぐっていったじゃない。

そして土の中でも色んな虫やウイルスにも負けずに

強い意思を持ち続けていたから

固い殻で実の豆を守ったじゃないの。。

すごいわよ。。

 
だから私達が落花生の豆を食べると元気が出るのよ。

それは彼方が頑張り通したお陰よ。。

本当にご苦労さまでした。

立派よ。。落花生さん！

 
え〜へん！！

そこまで褒めて頂いて

ああ、、うれしいな〜

僕も頑張った甲斐があるよ。。

 
彼方は日本の侍みたいなものよ。。

最近ではアメリカンピーナッツというものが沢山あるけど。。

それは品種改良で作ったものよね。

確かに楽に収穫できるよね。

実は小さいが年に２度も取れるしね。

掘るのもクワを根っこに入れるだけでいいし。

 
それに比べると落花生は根をどんどん広げて育つから

大きな豆がたくさん出来るのよね。



掘るのは大変だけど。。ね。

でも美味しいもの。。

 
思い出すな。。小さい頃。。

掘りたての豆を湯がいて食べると最高なんだな。

それにお味噌なんか付けて食べるとたまらないよ。。

 
子供の頃に父親が湯で立ての落花生を両手で

子供達に分けてあげていたわ。。

あ〜懐かしいわ。。落花生さん！

 
私も彼方見たいに強い意志で生きて行くわね。。

彼方は私のお手本よ。。ありがとう。。



もしかして杏ちゃん

もしかして杏ちゃん

 
ね〜ね！杏ちゃん。。

もう五月だというのにちっとも葉が出て来ないね。。

どうしたの？

他の果物は移植しても立派に花も咲いたし

葉っぱも育っているよ。

本当にどうしたの？

確かに杏ちゃんの方を最初に移植したよ。

冬の間中に何処がいいのか。どの位穴を掘ればいいのか。。

とか。。移植しない方がいいのか。とか

色々考えたわよ。

でも，やっぱし、春になったら移植した方がもっと広々として

大きく育つのかと思って決行したんだよ。

何が不満なの？

もしかして。。

穴堀の時に発見したゴボウ君が嫌なの？

貴女の足下の下を通っているゴボウ君の方が

強い臭いを出すから嫌なの？

はっきり言ってごらん。。考えるからさ。。

教えて？

 
う〜ん、、そこまでしつこく聞かれたら答えるわね。。

実は。。

元の場所の方が裏庭全体を見渡せてよかったの。。

新しい所は確かにゴボウ君の臭いは強烈だわ。。

最初は仲良くしようとして歩み寄ったけど。。。

 
どうしたの？

 
ゴボウ君の言うには。。

折角、僕は根を川岸まで伸ばしている所を

スコップで根をポッキンと折ってしまったんだって。。

だからゴボウ君のやるせない気持ちが零れ落ちて

強烈な臭いになってしまったと言う訳。。



 
でも、どうしてゴボウ君は川岸まで行ってみたかったのかな？

 
それはゴボウ君に聴いてよ。

 
解ったわ。。

ゴボウ君に謝って聴いてみるわね。

でも，杏ちゃん諦めずの頑張って葉っぱをだしてね。

貴女も立派な杏の実になるんだと強く思うのよ。。

私もお祈りしているからね。

 
わかったわ。。それではまた。。

 



な〜に？ゴボウ君

な〜に？ゴボウ君

 
どうして、自分の居場所から遠く離れた川岸まで行きたかったの？

 
あの、それは

 
教えてよ。。どうしてそこまで足を伸ばしたの？

 
だって、僕は土の下にばっかりいるんだもん

食べ頃になっても誰も掘ってくれないもの。。

たまには土の上に出て川という所で足をパタパタさせたいよ

 
そうなの？

ごめんね

掘って旬の味を楽しみたかったけど。。

掘っても穂ってもゴボウ君の足が見えないから諦めたのよ

だから。。待ちきれずに伸び伸びと川岸まで行ったのね

 
良いよ どうせ僕達には悲しい歴史があるから
 
あら、、まぁ。。どんな悲しい歴史なの？

 
僕のおじいちゃんから聞いた話だよ

戦争中は野菜や食べ物に困っていた時に捕虜の人に

ゴボウの煮たものやキンピラなどを食事に出したら

捕虜の人達は食べた事が無いからゴボウと知らずに

木を食べさせたと文句を言って批判したらしい

それは気の毒な話ね

戦争中は日本人でもゴボウなんか食べれなかったはずよ

捕虜と言えども祖末な物は食べさせれないと日本の人は良い物を

食べさせていたのに。。とても断念ね

 
そうなんだよ。だから僕は偶然にアメリカで種をまかれて

育っているけど。。日本で育った方が良かったかなって

 



そんな事は無いよ

このアメリカでは滅多に買えないからとても重宝してるよ

今度からちゃんと掘るわね

それからね。私が和紙でゴボウ君を作って

このアメリカの人に悲しい歴史の事を説明して

名誉回復をしてあげるよ

待っててね

 
あぁ解った。。楽しみにしてるから頑張ってね

 
もちろんよ。。任せてね


