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私を成長させてくれた、たくさんの困難を乗り越えて	 

 
本書をご購入くださり、ありがとうございます。 
逆転の発想は、どなたにも、どんな状況にも役立ってくれるスキルです。 
たとえいま苦しい思いをされているとしても、必ずあなたらしい人生が待
っています。 
 
ここでは、私が実際に直面したさまざまなマイナス状況やピンチを、  
どうやって切り抜けていったかを少々赤裸々にお話しますね。 
 
具体的なお金に関しては、アマゾンレビューを書いてくださった方の特典
でお贈りしていますから、こちらをご覧ください。 
http://www.mental-support-jp.org/#!blank/km9cq 
 

 
 
私自身、とても苦しい時期がありました。 
嫉妬したある女性からストーカー的につけ狙われ、嫌がらせ、悪意の噂や
中傷、ウソで周囲をだましてのつるし上げ、6-7年も続いた無言電話・・・。 
どんどん神経がまいって、娘の数々のキズ、連日の暴行被害は特につらく、 
私も娘もPTSDとなり、病院へ毎週のように通う日々でした。 
 
しかも業界の縮小で、仕事と収入が一気に激減し、1/2になり、1/3に・・
そして1/4と、パートの主婦並みに。しかも離婚。  
明日の生活、子供を抱えて働く時間も制限されて 
どうしていけばいいのか、途方にくれた日々。 
 



 2 

なにより医療ミスで体中に痛みや吐き気、熱や引きつりを抱えて、 
起き上がるのもつらい状態が、月に何度もぶり返しました。 
これではとうてい、もう外で働くことはできません。 
 
これだけネガティブなカードが揃ったら、もう開き直るしかありませんで

した。  

とはいえ内心は、押しつぶされそうな不安でいっぱいでした。 
それでも子どもを守って育てなければと、無我夢中だったのです。 
 
一般的な目で見ると、当時の私の状況は最悪だったでしょう。 
だからこそ、マイナスを逆手にとるしか他に道がなかった。 
 
リフレーミングとは、逆転の発想。  

あなたの逆境も、必ず逆手にとる道、方法がどこかにあります。 
それを見つけていきましょう。 
 

 
 
  



 3 

 

読者プレゼント 

＊	 目 次＊ 

 

がんばらないで、効果が出る方法を考える 

ワクなんてはずれていい。小学校中退？ 

五日市剛さんの不思議な話 

「ありがとう」「感謝します」 

気持ちのフォーカス 

有名人のリフレーミング 

受け身ではなく、能動で生きる 

シンプルに考える 

逆張りの力 

風水の活用 

寄付をする 

すべてを失っても  



 4 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
がんばらないで、効果が出る方法を考える	 

	 

本書では、自分を否定する努力よりも、視点の変え方、自分の個性の活かし方

を書かせていただきました。とはいえ、必要性があったり目標のために、どう

してもなにかの力をつけたいときもあるでしょう。	 

そんなときは、ただ常識的にがんばるよりも、	 

どうすれば効果が出るかという方法を考えてみませんか。	 

	 

私の娘はいじめでPTSDになり、とても勉強どころの状態ではありませんでした。

そこで叱ったりなだめたりで強制しても、すぐに息切れするでしょう。そんな

ことをしても非効率的です。	 

	 

いい学校・いい会社といった常識には、社会情勢から見て、もう大卒にはメリ

ットがないと感じていました。	 

そしてこれから生きていくのに役立つのは、ＩＴと語学力だろうと。	 

なぜなら、いまほとんどのビジネスがＩＴなしでは成り立ちませんから。	 

	 

なにせ日本の食料自給率は40％しかありませんから輸入なしでは食べていけま

せんし、少子化で消費が落ちている分、海外へ商品を売らなければ会社は縮小

していくでしょう。海外からの観光客も増加の一方です。	 

	 

そこで私は、勉強しないで英語とＩＴが身につく方法はないかな、と考えたの

です。ええ。だって娘は勉強どころの状態じゃないんですから(笑)。	 

	 

ＩＴは、いじめ加害家庭からの安全のためもあって、始まったばかりのGPS付き

ケータイを小学1年生から持たせました。すると、大人と違ってマニュアル読め

ませんから、いじりながら使い方を見つけていくんです。	 

パソコンも古い型式で使いにくくなったものを与え、いつのまにかデジタル・

ネイティブに。	 

	 

英語に関しては、ユニークな公立中学に通わせたおかげです。	 

都内唯一の英語重点校で、そこに通う生徒はみんな英語ができるようになるん

です。しかも、英語の授業時間を増やしたり、詰め込んだりは一切ナシ。	 

ふつうの中学校とまったく同じ時間数、塾なども一切行ってません。	 
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いったいどんなシステムだと思います？	 

	 

その方法とは・・・・・受験5教科以外の美術・音楽・体育・家庭科を、	 

ネイティブの先生が英語で教えるというしくみです。画期的でしょう？	 	 

しかも公立なんですよ、だからタダです(笑)。	 

	 

まだ習っていない文法も先生の話を聞くうちに自然に覚えて、特に日本人が苦

手なヒアリングはバツグンの強さでした。	 

	 

いわば孟母三遷です。孟子が幼いころ、墓地の近くに住んでいたため葬式ごっ

こをして遊ぶのを見て、母親は引越しをします。今度は市場の近くで、商人の

まねをして遊んだそうです。それでさらに引っ越して、学校の近くに住むと、

孟子は儒教を代表することになった中国の故事です。	 

	 

『年収は「住むところ」で決まる』という本にも、「成長する都市」の高卒者

は、「衰退する都市」の大卒者より給料が高いというデータを、経済学者が実

証しています。	 

つまり、本人の資質以上に、環境が結果を左右するわけです。	 

	 

それに若いころ夜遊んでいると、男女ともに英語をナチュラルに話せる人がた

くさんいました。彼らは外人さんと接点を持つ中で自然に覚えたんですね。	 

	 

本人に無理ながんばりをさせるのではなく、自然に身につく環境を利用する方

法もあるということです。	 

だいいち、ゼッタイ効率がいいんですよ。言葉って、動作や行動と結びついて

いるものですから。教科書で覚えるより、音楽や美術や体育といった実技で英

語を使う方が頭に入ります。	 

	 

どんなことにも、そういった盲点になっている方法があるものです。	 

常識にとらわれないで、なにが効果的かにアンテナを張ってみましょう。	 

きっと見つかります。	 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ワクなんて、はずれていい。小学校、中退？	 

	 

「学校、行きたくない」「会社に行きたくない」心の中でそう思ったことのあ

る方・・・というか、誰でも一度は考えたことがあるんじゃないかしら？	 

	 

	 窓際のトットちゃんこと黒柳徹子さんも小学校を退学になっていますし、エ

ジソンだって学校があわなくてやめてます。坂本龍馬だって、ずっと知恵おく

れ扱いでした。	 

	 だけど、幸いどちらも周囲に理解者がいました。エジソンの母は家庭学習で

エジソンを支え、龍馬は姉がずっと心をつくしました。	 

	 

	 私の娘がいじめにあったのは保育園のときです。転入してきた母親から妬ま

れ、つきまとわれ、嫌がらせが続き、その子どもを通じて娘への暴力やいじめ

が渦巻きました。	 

	 連日のようにケガをさせられ、持ち物や工作物は壊され、仲間はずしにされ、

暴力暴言は日常茶飯事、娘の顔の中央には、数年経っても消えないほどの黒々

とした大きな傷までつけられました。	 

	 

	 がんばりやで前向きな娘はずっとけなげに努力したのですが、からだは正直

です。心因性のビッコをひくようになり、体の成長は止まり、	 

寝言で「痛い！やめて！」とうなされる日々。	 

	 

	 もちろん私もなんども園と話し合いをしました。けれども、多くのいじめ事

件と同じように、教育機関は証拠をもみ消し、いじめがなかったようにするば

かり。 終的には裁判に、勝訴したほど。	 

	 

	 しかも、加害者は私たちのひどい中傷や悪意の噂もふりまきました。こちら

は潔白ですから、聞いた方たちに話し合いをしようとすると、怒鳴るか逃げる

か。いったん加害側についた人たちは、自分たちの罪悪感を薄めるため、こち

らのアラ探しをして非難をしてきます。無茶苦茶でした。それは日本中で行わ

れているいじめもそうです。	 

この世界に誰一人味方がいないような、ツーンと身を割くような孤独感。	 
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	 別の小学校へ行ってからも、その母親からの嫌がらせ電話は、続きました。

中学入学と同時に引っ越しで電話番号を変えるまで、ほぼ６年間（保育園時代

から数えると７〜８年間）続きました。	 

	 

彼女はマイナスのビリーフに、心底とらわれていたんですね。私たちを傷つけ

ても傷つけても満足できない。学校が別になって接点がなくなると、私のブロ

グをチェックしては嫌がらせの無言電話。	 

	 人を傷つけることで、自尊心を得る加害中毒者。病んだストーカー心理です。	 

	 

私も娘もＰＴＳＤとなり、神領内科やカウンセリングに5年間通いました。	 

娘はこれまで自分が言われてきたひどい言葉を周囲に投げつけたり、フラッシ

ュバックで気を失いかけたり、小学校でもたいへんな状態でした。	 

	 

私は、この調子じゃ娘は小学校中退しちゃうかもしれないなって思ったんです。	 

で、人からよくビックリされるんですけれど、	 

「学校へ行かなくてはいけない」という思い込み(ビリーフ)がありませんでし

た。	 

親として「なんとかして学校へ行かせなくちゃ」って悩みや、学校行かないこ

とへの抵抗感がほぼなかった。	 

別にムリして行かなくてもいい。だって、心が壊れる方がずっと問題ですもの。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

そこで、「じゃあ、小学校へ行かなかったら、どうなるんだろ？」	 

って。それが知りたくなりました。	 

つまり、「行きたくない」って気持ちに、YESを出したんです。	 

	 

そしたら、探すとなにかしら見つかるもんですねぇ(笑)。	 

３人、直接会えました。「小学校、行ってない」って本人に。	 
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	 一人めはＮＨＫの「真剣十代しゃべり場」っていう番組に出ていた松本創く

ん。たまたまあるセミナーで知り合って、気さくな好青年でした。小学校不登

校が、彼の場合はブランドになってる(笑)！	 人と違う生き方は、やっぱネタ

になるんですね。	 

	 当時20代前半だったかな、長髪で、よく和服を着ていて、自分の差別化とか

オリジナリティをよくわかっているなぁと感心しました。ＰＣを使って、自分

で起業していましたよ。	 

	 

	 二人めは、キリスト教のファミリーで生活・教育しているというハーフの大

家族です。17歳くらいで、すごいイケメン。家族で経営しているライブハウス

兼カフェを手伝っていました。みんなでアメリカの教科書を取り寄せてホーム

学習をしたそうです。	 

	 

	 三人めは、たまたま取材で地方の中華屋さんへ取材に行った際、親子でボラ

ンティアに来ていた子。現役小学生の年頃で、平日なのであれ？と思い、なん

となくお話が出て。お母さんはシュタイナー的な考え方の方でした。たくさん

の外人さんを家に招いて、世界の餃子、ロシアだったらピロシキ、日本のお稲

荷さんとか、そういったものを作って文化を学んでいるんですよ、と。	 

	 

他にも 近お会いした方は、「小学校を不登校させてます」っていうご夫婦は、

自分が子どものころ行きたくなかったから、お子さんが「学校行きたくない」

と言ったときにすぐ賛成したとのこと。	 

	 

	 中・高を不登校で、大検受けて大学卒業したって娘さんの話をお母さんから

聞いたこともありました。	 

	 

なぁ〜んだ！	 いっぱいいるじゃんって(笑)。	 

もう15年くらい前で、私はアンテナ張ってるうちに出会えた人たちですが、今

ならネットで探せば、いくらでも直接メールしたり会ったりできるんじゃない

かしら。	 

	 

結論として、「ああ、小学校いかなくても大丈夫なんだな」って思えました。	 

すると、腹がすわりますよね。不登校だろうと中退だろうと、ドンと来い！と

(笑)。	 

なので、娘が頭が痛いと言えばすぐに休ませ、ときには夜遊びで学校休んだり

もしましたよ。あー、ごめんなさい。	 
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	 すると、子どもは安心するんです。	 

「ああ、いつでも休めるんだ」って。	 

	 

「行きたくなければ休んでいい」	 

「自分の気持ちや体調がいつでも尊重してもらえる」ってことを。	 

そうすると、休むことで	 

自己肯定感を傷つけずにすみます。←ここが肝心。	 

	 

「学校を休む」＝「みんながやっていることを、自分はできない」といった	 

否定のビリーフをもつと、自分を卑下して自己尊重感を傷つけます。	 

自信がなくなって、どんどん身動きがつかなくなる。	 

	 

するとね。ただ学校を休むという「事実」以上に、	 

自分を否定して傷つけてしまう。生きる力が湧かないんです。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

たとえば「ブラックだと思うけれど、会社をやめたら生きていけない」	 

そう思って、自分の気持ちをおさえつけていると、どうなるでしょう。	 

	 

いつか限界が来てしまうのではないでしょうか。そうなってからでは、身動き

がとれにくくないですか。	 

	 

それなら、あなたの周りに、会社をやめて生きている人はいないでしょうか？	 

誰か、いるはずです。少なくとも、小学校行ってない人よりはたくさんいます

から。ぜひ会って、話を聞いてみましょうよ。	 

自分の中の気持ちや不安に、ちゃんと向き合ってみる。	 

きっと気持ちがどんどん変わっていくはずです。	 
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----------------------------------------------------------------------------------------------- 

五日市剛さんの不思議な話 

「ありがとう」「感謝します」 
 五日市剛さんの「ツキを呼ぶ魔法の言葉」という小冊子をご存知でしょうか。 
 それは、不思議なお話です。五日市さんがイスラエルへ旅行して、人生がガ
ラリと変わった実話。 
 お財布をすられ、ホテルが見つからず途方に暮れていたとき、なぜか見ず知
らずのおばあさんが家に招いてくれたそうです。 
 
 その夜、おばあさんから聞いたお話の中で印象に残ったのが、「ありがとう」
と「感謝します」の言葉の使い方。 
 なにかイヤなことがあった時、どうしてもイヤなことに気持ちに占められて
しまいがち。すると、またイヤなことが起きる。 
「ありがとう」と言うと、その不幸の鎖が断ち切れて、良いことが起きるとい
うのです。 

          
 また、良いことがあったら「感謝します」と言うこと。 
 未来のことでも、言い切ると良いことが本当に起きると。 
 そして、汚い言葉や悪口を言うと、ツキがなくなること。 
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 帰国後から五日市さんは、一日中「ありがとう」「感謝します」を繰り返し
て言い続けます。 
 すると、どんどんと運がよくなり、ある会社から社長として迎えられること
に。 
 
 この他にも、おばあさんからプレゼントされた2つの箱のお話など、不思議な
エピソードがたくさんありました。 
 五日市さんのお名前で検索されると、本もたくさん出てきますから、ぜひご
一読をおすすめします。 
 
 私がいじめでPTSDとなり、苦しかった最中にこの小冊子に出会えたことを、
心から感謝しています。 
 
 あなたがもしイヤなことにあったなら、だまされたと思ってこの言葉の使い
方を実行してみませんか。 
 言葉だけなら、誰もがタダで今すぐ実行できるのですから。 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 

気持ちのフォーカス 
  
前の五日市さんのお話とも通じるのですが、 
人は「フォーカスしたものが拡大」して引き寄せられていきます。 
 
つまり、あなたが不安を見つめると・・・ 
不安はどんどん大きくなってきます。 
つまらないなと思って周囲を見渡すと、 
つまらなさが拡大します。 
 
周囲が自分を悪く言っているのではと思うと、 
どんどんそんな気がしてくる。 
 
すると、最初は手のひらにおさまる小さな不安だったのに、 
無意識に抱えきれないほど増えているかもしれないってことです。 

        

 
そして、不安の「原因探し」をしてはいけません。 
 
周囲に信頼できる人がいないからといった理由づけをすると、 
一時的には自分は悪くないような、正当化された気分になります。 
 
しかし、それは原因の方に力があって、それに振り回されている、 
つまり自分に無力感を感じさせてしまうからです。 
 
この2つは、あなたを悪い方向に引っ張ってしまうので 



 13 

くれぐれも気をつけてくださいね。 
 
さて。では、どうするか？ 
20代では今の会社・仕事で良いのかと不安になり、 
30代では結婚や育児で不安になり、 
40代では子どもの将来が不安になり、 
50代では老後が不安になります。 
 
人生には、悩みのタネが尽きません。 
あなたは四六時中悩み続けて生きていたいですか？ 
イヤですよね。 
 
でしたら、「何をしたいか」にフォーカスしましょう。 
「できる・できない」は置いといて。	 

大切なのは「したいか・どうか」。	 

夢とか、立派なものじゃなくていいんです。 
 
私の娘は公立のふつうの小中高校でしたが、 
宿題はやらないし成績も悪いし、「学校おもしろくない」って言ってましたよ。 
 
私はそれを否定しないで、 
だったら「あなたのやりたいことを見つけて、それで稼げるようになろう」っ
て言ってきました。 
 
そんな娘は小学生のころ、マンガばかり読んでいました。 
ふつうのご家庭だったら「マンガばかり読んで、勉強しなさい！」って怒るで
しょうね。 
 
私は・・・娘の耳元で 
「ねぇねぇ。そんなにマンガが好きだったら、	 

将来マンガでお金を稼いで、ママを左うちわにしてね」って、つぶやきました(笑) 
 
もちろん娘は「マンガ家なんて、なれないよ！たいへんなんだからね！」って
猛反発しました。 
 
私は「あら、マンガ家とは限らないわよ。 
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編集者さんだっていいし、マンガの本屋さんだっていいし、 
日本のアニメを紹介する輸出業者とかもカッコイイじゃん。 
マンガの周辺にはいろんな仕事があるし、作れるよ」と。 
すると、娘はハッと一瞬驚き、それから目をキラキラと輝かせました。 

 
こうして幼いときから「好きなことでお金になる方法を探す」意識を持ったお
かげか、娘は18歳ですが、個人でゲーム製作を請け負ったりと、自分なりに稼
ぐことを覚えました。 
 
いまはファッションを学んで留学しています。 
実技の専門学校は課題が多く、毎学期ごとに半分以上は落第する厳しさ。 
そんな中で、ほぼ常にトップの成績をとっています。 
「好きなことをやれるって、うれしい！！」と。 
 
プロのデザイナーになりたいとかいう見栄えのいい「夢」ではなくって。 
単純に、「好きなことやるって楽しい」。 
「好き」にフォーカスしていったんです。 
 
「イヤなこと」にフォーカスすると、イヤなことが引き寄せられて起きやすく
なるのはご存知でしょうか。本書でもミラーリングのページでご紹介していま
す。 
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たとえば、「ピンクの像を想像しないで」と言った途端、 
ピンクの像をイメージしてしまいませんか？  
潜在意識は、望むものも望まないものもその場で画像化します。	 

すると望まないものも脳に刻み込まれてしまいます。 
 
ですから、「落とさないで」と否定形で指示するのは逆効果。 
落とすことをイメージしてしまうからです。 
逆に、「しっかり持っててね」と言う必要があるのです。 
 
あなたはイヤなことにフォーカスしてはいけません。	 
ご自身の望む世界へと目を向けて、望みを言葉にしてください。 
 
フォーカスを変えることは、リフレーミング。 
その言葉は、きっとあなたの後押しをしてくれます。 
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------------------------------------------------------------------------------------------------

有名人のリフレーミング 
 
ナインティナインの岡村隆史さん	 

背が低いことで「チビ！チビ！」とバカにされ、いじめられることが多かった

と言います。	 

	 

するとお母さんは	 

「隆史は運動神経も良い。頭もそこそこ良い。	 

それでもし背ぇ高かったら、神様がもう『凄いのを創ってしまった』ってなる

から、背ぇだけはちっちゃくキュッとしたんや！	 

あんたが背ぇ高かったら、パーフェクトやないの！」と。	 

	 

これを聞いた岡村さんは「ああ、そうなんだ」と納得したという。	 

(Youtube【衝撃】こんなにいた!!イジメられた経験のある有名人)	 

	 

自分の足りないところを、欠点だと思わないようにすること。	 

「あんまり完璧だと、ほら、近寄りがたいじゃない。	 

だから、欠点があった方がいいんだよね」	 

って自分につぶやくと、うれしくなってきます。	 

実際、そうじゃないですか？	 

	 

	 

矢沢永吉さん	 

「音楽に出会って、スーパースターになると決めてからは、	 

苦労が苦労じゃなくなった。	 

土方やっても、フィルム運びやっても、つらくない。	 

	 

『そうだ。こういうふうに苦しいんだよな、最初のうちは。	 

こういうことがあって、いろいろやって、最後にスーパースターになるんだよ』

と自分に言いきかせていた。	 

	 

映画だ。自分の人生を映画で観てるみたいなものだ。	 

どう転んでも、いま現在より悪くなりっこない。そう思えば明るいものよ」	 

(『矢沢永吉激論集	 成りあがり-	 How	 to	 be	 BIG』)	 
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矢沢永吉さんは 3歳でお母さんが失踪、お父さんが亡くなり、親戚をたらいま

わしにされて、おばあちゃんのもとで育ちます。	 

小学 6年生から新聞配達などさまざまなバイトをして、高校は夜間。	 

苦しい少年時代を送ってきました。	 

そんな永ちゃんだからこそ、重みがあります。	 

	 

日産CMで矢沢永吉さんがつぶやいてる言葉。	 

	 

「新しい事を始めると必ず言われる。	 

	 無茶だとか、不可能だとか。	 

	 俺はそういう言葉大好きだね。	 

	 その先に未来があるって事だから」	 

これも、もちろんリフレーミングです。	 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 

受け身ではなく、能動で生きる 
 
	 私は実家で物心つくころから部屋に放置されて育ち、ドモリと知恵おくれに

なったことで、小学校入学当初は障碍者クラスに入れられるほどでした。	 

勉強も運動もダメで、友達もいない、言葉もろくに話せない。知能テストは良

かったそうなので、今でいう発達障害でしょう。私は自分がダメだから、親か

らも愛されないのだと思っていました。	 

	 私の人生が変わったのは、地域で入った公立中学です。	 

ユニークな先生が勢揃い。英語の先生は、日本語を使わない独自の教育法でし

た。1ヶ月くらいして単語の小テストがあり、追試の連絡を受けました。たしか

70点以上とるまで何度でも追試を繰り返すというのです。	 

	 ふつうは、落ち込むところでしょう。	 

	 ところが私は、雷で打たれたように感動しました！！	 

 
 
ビリからトップへ 
 
	 なぜなら、知恵おくれとして教室の中でずっと無視されてきた私にとって、

初めて「人として同等の権利」をもらえたからです。	 

	 

	 私にとっては、初めて人間扱いされた瞬間だったのです。	 

	 だって、私は70点をとることを期待されているのです！平等に！！	 

	 

	 それまで、教室の隅っこの暗い席から動くなと言われ無視され続けてきたよ

うな小学校生活。それが、私も点をとっていいんだ！って！！いくらでもチャ

レンジしていいんだって。そう感じました。	 
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	 知恵遅れとして、そこにいない存在だったのが、初めて平等に扱われた。	 

	 うれしくて、うれしくて、うれしくて。	 

	 思い出して書いている今ですら、思わず涙がにじんでしまいます。	 

	 

	 夢中になってビッシリと重ね書きするくらい単語練習し、追試は100点！	 

	 それから英語のほとんどのテストは、ほとんど100点ばかり。	 

	 すると、それ以外の教科もクラスでトップに躍り出ました。一時は全国模試

の中国地方で500位くらいにまで。そして有名公立高校に合格できました。	 

	 

	 

	 しかし、成績が上がり、クラスでさまざまな役員をやり、人気が出た私は親

に愛されたでしょうか？	 

	 答えはNOです。父は「おまえは、いいよな。頭が良くて、何でもできて人気

もあって」と嫌みを言いました。	 

	 出来のいい娘になれば愛されるかもと思ったら、そうではなかったのです。	 

	 

	 後年わかったのは、母に似た私が注目される度、父に似た妹がみすぼらしく

感じられ、夫婦のミニモデルとしてよけいにイライラを募らせていたのでした。	 

	 

	 親に愛されない、虐待を受けると、多くの子どもは自分を責めたり、自分に

原因探しをしたり、親に愛されようと空しい努力を続けます。けれども、その

努力は報われるでしょうか？	 多くの場合、報われないでしょう。	 

	 

	 なぜなら、親の方に原因があるからです。	 
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捨ててこそ、浮かぶ瀬もあれ 
 
	 度々続く暴力もあり、私は親から愛されることをあきらめました。	 

「捨ててこそ、浮かぶ瀬もあれ」と言います。もし愛されることを捨てなかっ

たら、家を出て生きていく踏ん切りがつかなかったでしょう。	 

	 

「愛される」というのは、受け身です。相手が自分を愛するかどうかは、コン

トロールできません。	 

相手次第ということは、いくら努力しても結果に直結しません。	 

すると、無力感を感じやすくなります。	 

	 

「愛されなくていい」そう決めたことで、楽になれたのです。	 

	 そして、自分が「愛する」ものを探しました。	 

	 

	 そんなころ、中学の同級生だったHくんに街で偶然再会したとき、すごく大人

っぽい印象に変わっていて驚きました。聞くと、美大へ入ったとのこと。	 

私は不思議に思いました。どうして美大にいる人ってみんなステキなんだろう

と。どことなくオシャレで、いい雰囲気の人が多い。	 

	 それは、「美を愛しているから」じゃないかと気づきました。美しいものを

愛すると、心がキレイになり、それが表情やしぐさに現れてくる。	 

	 つまり、愛されることじゃなく、愛することで、強く美しくなれるのではな

いかと気づいたのです。	 

	 

	 そして、「愛する」ということは、自分で選びコントロールできる能動的な

行為です。これは、いつでも自分でできるのです。	 

「愛される」ためにどれだけ努力しようと、結局は相手次第です。受け身の評

価は無力感を募らせることもあります。	 

	 

	 たとえば上司が異動する際に、次の引き継ぎ者を指名するとします。そして、

あなたが も業務成績が高く、みんなから人気があれば、昇進するでしょうか？	 

	 

	 いえ。むしろ難しいでしょう。なぜならその上司にとって、自分が去ったあ

とで業績が上がったらどうなるでしょう？	 その後の自分の評価にも響くかも

しれません。そう考えると、むしろあまりパッとしない人を推した方が自分の

評価が安泰なわけです。	 
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	 そういった心理が働くのが人間であり、組織です。ですから、努力して実力

があっても、評価されるとは限らないのです。	 

	 

	 だとしたら、自分が能動的に愛し、努力が実になる生き方をしたい。	 

	 後悔しないように、好きなことをやって生きていきたい。	 

	 

	 親から愛されなかったことは不幸かもしれませんが、	 

	 私に一人で生きる自立の力をつけてくれました。	 

	 

あなたも、「受け身の努力」よりも、	 

「能動の行動」をしてみませんか。	 

きっとあなたの力になってくれるはずです。	 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 

シンプルに考える	 

お金に余裕ができたのは、住宅ローンが終わったことが一番大きいでしょう。

もともと実家に住んでいる方は実感ないかもしれませんが、支出の中でももっ

とも大きな家賃がなくなってから、その分を貯金にまわせました。	 

また、貸すことで収入も増えたのです。	 

	 

-不動産を買った決断	 

持ち家志向がまったくなかったのですが、妊娠で引っ越し先を探ししていた時

にたまたまポストに入っていたチラシ。それを見て、マンションの一室を買う

ことを決断しました。	 

	 

というのも、その時に住んでいた家賃よりもローンの方が安かったからです。	 

「家賃」としてでも「ローン」としてでも、住居費を払うことは同じ。	 

だったら、いつか終わりが来る方がいいじゃないですか？	 

どう考えても、その方がお得ですよね。特に年とったら仕事が減って収入も減

るのですから。支出で も大きな住居費がなくなるのは有利です。	 

	 

本当にものすごーーくシンプルな計算です。	 

Ａ）毎月10万円の家賃を、死ぬまで一生払い続けるだけ	 

Ｂ）毎月10万円のローンを、終了まで払う＋不動産が手元に残る(売れる)	 

	 

一生で見ると、終わりがある方がゼッタイ払う金額が少ないですよね。	 

しかも、その土地や家を売ることもできる。	 

Ａはいくら払い続けても、何も手元に残りません。	 

しかも2年ごとに更新料、引っ越せば数ヶ月分の礼金や仲介料がかかります。	 

	 

もちろんＢの住宅ローンで破綻する方もたくさんいらっしゃいます。それは、

夢とか見栄とかが、収入を超える借金になってしまったのではないでしょうか。	 
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また、住宅ローンは初期は金利ばかりを払い、元本はほとんど減りません。こ

ういった金利の仕組みや、地価の下落もありますから、そこは注意が必要です。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 

-不動産のポイント	 

家を買うとなると、夢とか一生の買い物といったイメージがつきまといます。	 

私がオススメするのは、立地を重視すること。	 

貸すにも、売るにも、立地がもっとも大きなカギです。	 

	 

住宅は、場合によっては建て替えできます。	 

立地が良ければ、借り手がつきやすい。交通が便利、近くに大学があってワン

ルーム需要がある、ショッピングセンターがあって家族需要が多いなど、立地

とニーズ、賃貸額を仲介サイトなどでチェックされるのもオススメです。	 

 

	 
	 家賃替わりのローン代が浮くようになりましたから贅沢をしたくなるところ

ですが、支出を変えないようにして、そのまま貯金しました。	 

	 

	 貯まった貯金をつぎこんで、渋谷の大きな一軒家を借りることにしました。

当時はまだ珍しかったシェアハウスを考えてでしたが、結局ホストファミリー

に。ローンが済んだ原宿のマンションも賃貸に出し、二重に収入が入るように

お金の設計図を立てました。	 

	 ある程度の貯金ができたことで踏み切ったのですが、引越し時の礼敷金など

で100万円以上でしたし、 初は大きな支出が続き、貯金残高が残り5万円を切

ったときは、背中にジワリと冷たい汗が流れたのを覚えています。	 

	 

	 おかげさまでその後は順調に収入が増えていったものの、311の大地震で予約

がすべてキャンセル。他にも思いがけないことが重なって、一気に200万近い支

出に。そこから油断してはいけないことも学びました。	 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 

逆ばりの力	 

	 

	 私の娘は、東京都の次世代リーダー育成道場という高校生の留学制度で一年

間オーストラリアへ留学しました。	 

	 無償の奨学金で留学というと、みなさんから「すごく優秀なのでしょう」と

言われますが、まったく違います。	 

	 うちの娘は勉強がきらいで、学校の偏差値も低め。成績もたいして良くあり

ませんでした。	 

	 

なのに、どうして奨学生に選ばれたのでしょう？	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 

不思議ですよね。その仕組みは、こうです。	 

	 

次世代リーダーの応募は各都立高校から特別推薦1人と一般推薦(人数自由)が

提出されます。	 

終的に選ばれたのは、たしか計300人。その際、人数はハッキリとは好評され

ていませんが、半分以上〜200人くらいは特別推薦から選ばれて、残りを一般推

薦からという方式でした。	 

つまり200人くらいのワクを、各校1人の特別推薦者から決定され、残りの100人

くらいのワクを、一般推薦(人数自由)から決定される形。	 

仮に特別推薦が2人に1人くらいの倍率だとしたら、一般推薦は10人に1人くらい

の差になったでしょう。	 

というわけで、都内屈指の秀才が揃う有名高・日比谷で2番め(つまり特別推薦

に入れなかった)の人よりも、偏差値の低い学校であっても特別推薦の方が有利

なわけです。	 
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それは、暗記型の秀才だけではなく、いろんな力を持った人を輩出したいとい

う判断のようで、まさに正解です。海外でサバイブして生きていけるのは、自

分で食事を作れる生活力やコミュニケーション力、不便もなんとか工夫して乗

り越えるような力がある方が生き残れます。	 

	 

なにより特別推薦に選ばれたのも、 終選考で決定されたのも、	 

いったい何がキーになったと思います？	 

他の子よりも優位になった差別化、優位性とは？	 

	 

それは・・・・・	 

	 

	 

	 

日本文化にくわしかったことです。	 

	 

特別推薦への立候補も、東京都の 終選考も、応募は作文でした。	 

そこでアピールした点とは・・・	 

・	 囲碁将棋に強く、中学で部長をしていたこと。しかも初の女性部員・部長で、

部員も約3倍に増やした実績。	 

・	 お能を7歳から10年近く習ってきたこと。国立能楽堂などにも出演経験。	 

・	 自宅でホストファミリーをしていたので、海外の留学生と交流経験があるこ

と。	 

・	 アニメやマンガといった日本の新しい文化にもくわしいこと。	 

・	 中学で英検3級をとっていたこと	 
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伝統的な日本文化の囲碁やお能、Cool	 Japanのアニメ文化、	 

新旧の日本文化どちらにもくわしく、	 

英語力もコミュニケーション力もあるので、日本の文化を海外に紹介できます、

というアピールをしました。	 

	 

日本文化にくわしい高校生は少数派ですので、当然、目立ちます。	 

つまり、本書の第1章にも書きましたように「ブルーオーシャン」戦略です。	 

	 

みんなと同じ学力という土俵で戦うのではなく、	 

自分の得意な土俵や、少数派＝敵が少ない土俵で戦うと圧倒的に有利だという

ワケです。	 

	 

「みんなと同じ」をさければ、過当競争に巻き込まれずにすみます。	 

「人の行く、裏に道あり。花の山」という言葉をご存知でしょうか。	 

	 それこそが、「逆ばりの効果」であり、ブルーオーシャンの力です。	 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 

風水の活用 
 
 まるで宗教みたいでご紹介するのはためらったのですが、こういう方法もあ
るということでご紹介しますね。風水は実に大きな力を持っています。誰でも
使える「西に黄色」といったものだけではありません。実は風水は、特定の狙
いをもって設計することもできるのです。 
 
風水の呪いで最初の結婚 
 
 これは実話ですが、信じていただけるでしょうか。私の2回の結婚のうち最初
の結婚、それを私は「風水の呪い」と呼んでいます(笑)。 
 父は30歳前後になっても結婚しない私たち姉妹を結婚させるため、ある風水
師に頼み、私たちが結婚する風水で設計して家を新築したのです。 
 その風水師は、私たちの生年月日や姓名判断も加味し、土地選びから「コン
セントをこの場所に床から何センチ」というところまで細かく指定したそうで
す。すると……。 

 
 なんと、その家が建って半年もしないうちに妹の結婚が決まりました！ 私
は妹の結婚式に出席するため広島へ向かい、友達に会って夜遅くその家に初め
て泊まりました。翌朝、なぜか急に腹痛が……。 
 とはいえ久々の帰郷ですから、何人もの友達と会う約束をしていました。お
腹のクスリや痛み止めを飲み、痛みに耐えていましたが、夕方にはとうとう激
しい痛みを我慢しきれず病院へ駆け込んだのです。すると……。 
 お医者さんから、急性盲腸炎とのこと。「明日が妹の結婚式なので、薬で散
らしてもらえませんか」と聞きましたが、「この白血球値ではもう薬で抑える
のはムリ、緊急手術しかない」と、その場で手術室へ直行。 
 お腹を開くとすごい膿で、腹膜炎一歩手前だったとのこと。もう少し遅けれ
ば、1ヶ月の入院生活になっていたそうです。術後、ガクガクと体が激しくけい
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れんし、看護婦さんが数人がかりで体を押さえ、氷をびっしり体のまわりに積
まれて冷凍マグロのように冷やされたのを覚えています。何が起きたかわかり
ませんでしたが、体の感覚がなく、数日たって「ずいぶん熱が下がりましたね」
と聞いた数値が38度台。10日ほどで退院したものの、そのまま父の家で2週間
近く療養しました。 

 
出典：http://www.ikeda-reha.or.jp 

 
 その間、東京で何が起きていたか？ 
 1年くらい前からつきあっていた彼に、もう嫌気がさしていました。この入院
を機会に、私は別れようと思ったのです。当時の私は劇団の団長をしていまし
たので、団員たちにだけ入院のことを伝え、彼には連絡しませんでした。 
 そして2週間後、帰宅すると……。 
 留守番電話には、延々と毎日のように彼から吹き込まれたメッセージが。ゾ
ッとしました。まるでストーカーです。 
 しかも、その夜、突然ドアにノックの音が！なんと彼が目の前に！「どうし
て？」と聞くと、団員に聞き出したとのこと。 
 
 そして唐突に「結婚はどうする？」と聞かれました。はぁ？ 
「いや、別れようと思って」と素直に伝えたのですが、彼は聞く耳がありませ
ん。それからは押し問答でした。 
 私は療養したとはいえ、腹膜炎レベルでしたので、まだフラフラするほど体
にダメージが残っていました。しかも広島で療養中、「なぜまだ結婚しないの
か」と父からも親戚からも詰問されました。体が弱って体力がないところに、
精神的にもしんどいと、「ああもう、一回結婚さえすれば、みんな満足するん
だよね？丸く収まるんだよね？もう文句はないよね？」という投げやりな気持
ちになって、結婚を承諾してしまったのです。 
 まぁ、そんな状態でしたから、結婚後、彼からの多少のDVもあって警察を呼
び、1年もしないうちに私は逃げ出してしまいます。（ちなみに娘は、2人めの
夫との子です。2人めの夫とは10年近く一緒に暮らしました） 
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 ともあれ、この風水師の設計で、アッという間に30歳前の妹と、東京にいた
私まで呼び寄せられて結婚することになったのは事実です！恐ろしい力だと思
いませんか。 
 
吉方位旅行で2人めの夫と結婚 
 
 そんなわけで、私はドクターコパさんの本を読んではシールを貼ったり小物
を置いたりするようになりました。中でも特に力が大きいと感じたのが「吉方
位旅行」です。 
 最初の夫と別れ、たまたまコパさんの本を読んでいたら、「40年に一度の吉
方位」とのことで旅行を勧められていました。 
 私は「40年に一度だったら、ダメ元で試してみてもいいかな」と思い、すぐ
に決めてフィジー(東南)へ旅立ったのが10月のこと。 

 
 その2ヶ月後のクリスマス……。2人めの夫となる彼に一目惚れされたのです。 
 彼は11歳も年下の美容師見習い。まだ20歳そこそこの彼と、30過ぎの私は
元夫から逃げてまだ離婚成立していません。まさか結婚することになるとは思
いませんでした。勇気ある若者だな～みたいな(笑)。しかし出会って数日後のお
正月、彼は帰郷した実家で家族に結婚宣言。そのまま数年同棲し、結婚したの
です。 
 結婚当初、仕事がノッていた私の年収は600万円(月50万)、彼の2～3倍はあ
りました。バブルの名残りの時代、年収も学歴も低い彼との結婚を、周囲の女
子は信じられないという目であきれられました。ところが……。 
 
 結婚と同時にアシスタントから一人立ちし、彼のお給料はグングン上がって
いきます。また、彼の元上司だった人がテレビと組んで美容師版・料理の鉄人
的な番組をしかけ、結婚したい職業第1位が美容師に！ あれよあれよと空前の
美容師ブームが起き、花形職業になりました。 
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 すると、周囲から急に羨ましがられるようになってしまいます。まるで誰も
見向きもしなかった無名の新規株を買ったら、一気に値上がりしたような気分
でした。みんなバカにしてたのに……です。 
 
 そう。三高とか時代に踊らされないで、自分の価値観（私の仕事を認めてく
れる）で選んだのが正解でした。念願の子どもを持つことも叶いましたし、ま
た離婚後、きちんと毎月養育費を払ってくれる誠意があります。 
 この夫との出会いも、吉方位旅行の2ヶ月後なのです。 
 
吉方位がズレ、いじめが起きた凶旅行 
 
 私は長い間、不妊でした。まったく避妊をしないのに妊娠しないのです。そ
れも10代から30代の20数年間にもわたって！ 相手に子供のいない人生を背
負わせる罪悪感で、結婚には絶望していました。それが不思議なことに正夢の
ようなものを見て妊娠、私と同じ誕生日に陣痛が起き、翌日に娘が生まれてき
ました。 
 信じられないほど幸運な気持ちでした。一生手に入らないと思っていました
から。可愛くて可愛くて、たった一人の大事な娘です。 
 一方で、私は仕事が大好きでした。それには2つの理由があります。一つは経
済力、一つはヤリガイです。 
 両親のケンカを毎晩のように深夜に渡って仲裁し、母の自殺未遂や、父が愛
人を作って不在続きという中で、「こんなに憎み合っているのにナゼすぐ別れ
ないのだろう？」という疑問がわいたのです。 
 その答えは、意地とお金でした。父はコンプレックスの固まりで、母にも私
にも後妻さんにもDVやモラハラ。母は自分の人生を台無しにされた気がしたこ
とでしょう。美人でしたし、女としての意地もあったでしょう。その上、二人
で運営した喫茶店、その稼ぎから買った土地が値上がりし財産ができたのも一
因でした。人目をひき明るく人気ある母を、父は専業主婦にして表に出さない
ようにすると、母は気が滅入るようになりました。 
 それを間近に見ていた私は、「女だからといって結婚して夫に頼る無防備な
状態はリスキーだ。経済力を持つことは、自分の人生をいつでも思い通りにで
きる。仕事は、人生の舵を自分の手に握ることだ」というビリーフを持ちまし
た。 
 また、自分が好きで入った広告業界で実力を認められ、腕をかわれて「百世
さんなら」と仕事を依頼されるのは、正直快感でした。 
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 そんなわけで、もし不妊でなければ、忙しい仕事に追われて、シッターさん
頼みの子育てだったかもしれません。不妊でやっと生まれたからこそ、何にも
かえがたかった。 
 
 実はいじめが始まる直前、カナダへ3週間の親子留学をしました。娘が2～3
歳、ちょうど言葉を覚える盛りで、そんなときに英語に慣れたらという思いや、
私自身も休息がしたくて。しかし15年前の当時、親子留学という言葉もほとん
どない時代。吉方位は東でしたが、親子留学ができる学校がアメリカでは見つ
からず、カナダのバンクーバーへ。東と北東の方位線ギリギリだと思ったので
すが、実際は鬼門の北東でした。 

 
出展 http://unsei.sakura.ne.jp/yuuki/category11/ 

 
 その旅行から帰国後……。 
 長期の海外旅行に、さらに嫉妬をつのらせたある母親から、嫌がらせや娘へ
のいじめの幕開けでした。その詳細は、ここでは省きます。ただ裁判にも勝訴
したほどでした。とはいっても、弁護士と裁判費用の方が何倍も大きく、黙っ
て泣き寝入りはしないという思いだけで闘ったようなものでしたけれど。 
 凶方位へ出かけたこと、それも長期だったこともあってか、こんなに次々と
不運が重なっていくとは思いませんでした。いじめ被害、収入の激減、夫とも
離婚したのですから。 
 
開運吉方位旅行で、賃貸収益が数倍に 
 
 もう一つだけ吉方位旅行の変化をお知らせしましょう。 
 私が持っている不動産のうち、浜松町のワンルームを月に8万5000円で賃貸
していました。中古で買ったこともあり元々かなり古い物件で、数年来、建て
替えが検討されていました。 
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 そんな折、隣のビルと一緒に建て替えれば、今の2倍近い高さのビルにでき、
権利が上がり、建て替え費用もおさえられるという超好方針が浮かび上がりま
した！ ざっくりした図面もでき、大手のデベロッパーが入り、2016年からの
着工を目指して、オーナーの同意と隣のビルとの折衝が進んでいた2014年。 
 
 吉方位旅行は、年に一度の「大開運吉方位」を使います。2014年の大開運月
は6月、中でも7日・16日・27日が最も運気の高い日でした。そこで6月27日、
私と娘の方位が良い南西の香港へ2泊3日の旅を楽しみました。 
 帰国後しばらくして、8月に更新したばかりの入居者が、なんと9月末で退出
するという連絡が。更新料を払われたばかりで、いったいナゼ？ 狐につまま
れたような気分でした。毎月の収入がなくなりますから、せっかく吉方位旅行
に行ったのに失敗だったかしら？と。 
 ……ところが、そうではなかったのです！ 
  
 10月にリフォームを終え賃貸募集をはじめましたが、2016年から工事とい
うことは期限付きの貸し出しです。2年以下しか住めないのでは、入居者にとっ
てかなりのハンディ。礼敷をなくしても、期限付きだけにお問い合わせはあり
ません。このまま空室が続くと思うと、頭が痛い思いでした。 
 そんな中、数年来のお友達がAirbnbをやっていることを知りました。少し前
から耳にはしていましたが、数日ごとの滞在では収入も不安定ですし、予約が
埋まるのかどうか、英語のやりとりや掃除などいろんな手間を考えると、なか
なか腰を上げる気になりませんでした。しかし、工事までの短期間条件のため
賃貸ができないまま空室続きなら、やってみるしか他に手はありません。 
2014年、まだ民泊という言葉もなく、エアビーアンドビーと言うたび、「え
あ・・・？？」と聞き直される時代でした。 

 
 友達に詳しく話を聞くと、家賃の2倍にはなるというのです。本当に？ 
 半信半疑のまま家具を揃え、12月半ばにスタート。すると……なんと翌日に
は年越しの予約が入り、翌週からゲストが入居しました！ 
 12月～2月は月に10数万円、人気の桜シーズン3～5月は、なんと月に20数
万円に！！これまでだいたい8万5000円でしたら、2～3倍近くの収入になった
のです。 
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 これも6月末の旅行の恩恵だと思うのは、私だけでしょうか。 
 当時の入居者から退去の連絡が入ったのは、8月末。そう、やはり旅行から2
ヶ月後なのです。 
 しかもAirbnbを始めて1ヶ月たったころ、隣のビルとの合同建て替えの合意
が得られず計画が延期。もし少し時期がズレていたら、Airbnbのやりとりや掃
除を面倒に感じて、そのまま一般賃貸を続けていたでしょう。 
 
 もちろん、すべてが風水に頼ってきたわけではありませんよ。渋谷でのホス
トファミリーは自分で考えて思いついたものです。 
 ただし、引越し先の方位と時期には風水を調べてこだわりました。 
 
 風水は、運気の力を借りるもの。向かい風の逆風に立ち向かうのも良いかも
しれませんが、追い風に乗って進むとラクに前へ進めます。「占い頼り」では
なく、「運気に助けてもらう」。もちろん自分なりに考えて、リスクも取りつ
つ努力することが第一です。けれど、私はこういった力を活かすよう心がけて
きたことが、うまくいった大きな一因なのではないかなと感じています。もち
ろん凶にも働きますから、ご自身でよく調べられた上でご判断ください。 
 
私の風水の結果をまとめますね。 
-最初の結婚……風水設計された家に一晩泊まったとたん急性盲腸炎。結婚に。 
-２度めの結婚……10月にフィジーへ吉方位旅行。12月に出会った男性と結婚。
その後、20数年間の不妊だったのに妊娠でき、出産。 
-いじめ……吉方位ギリギリと思ったら鬼門の大凶方位へ親子留学。帰国後すぐ
始まったいじめと嫌がらせ。数年間ストーカーされ、PTSDを抱える。 
-Airbnb……6月に香港へ吉方位旅行。8月に入居者が退出。12月にAirbnbに
すると、収入が2～3倍に増えました。代行業者に委託し、そのおかげで海外移
住のもっとも大きな収入の柱に。 
 
風水の使い方 
「開運吉方位」で検索していただくと、良いサイトが出てきます。「吉方位.com」
がオススメです。 
 一年の中で最も良い開運吉方位の月日は誰にとっても同じで、吉方位は本命
星（私は六白金星）によって違います。旅行や引越など、大きく動く際は、ご
自身の吉方位や時期を利用しましょう。 
 また、ご自宅からの方位を調べるには「あちこち方位」というサイトも便利
です。 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 

寄付をする	 

	 

いろんなビジネス本やメンタル系の本に、感謝をすることや、寄付が良い効果

をもたらしてくれることが書かれています。	 

私がいろんな危機にあいながらも、なんとかやってこれたのは、	 

もしかすると、20 年以上さまざまな団体に寄付を続けてきたおかげかもしれま

せん。	 

	 

寄付を本格的にするようになったのは、阪神淡路大震災だったと思います。地

震直後、日本の自衛隊よりも早く、地球の裏側から真っ先に現場に着いたのが、

海外の救援隊でした。それが国境なき医師団だったのです。	 

しかし、日本政府が活動の許可を出さず、数日も待たされて、うなだれる隊員

たち。その写真を新聞で見たときの思いは忘れません。命より対面を重視する、

日本政府の腹立たしさ。他国に無償で駆けつけてくれる国境なき医師団を素晴

らしさ。	 

	 

それからしばらくして、日本事務局が開設されたことを知り、まっさきに寄付

会員になりました。	 

すると、生々しい現場のリアルな活動の報告レポートが届き、さらに感激。自

分の寄付が役立っていることを実感しながら、10 年会員を続けました。	 

	 

他にも、フォスター・ペアレントとして子供に寄付をしたり、ユニセフや赤十

字からは、自分の住所や名前が入ったあて名シールをお礼にいただいていまし

た。	 

今も、人身売買に取り組む「かものはし」や、貧困問題に取り組む「もやい」

などに毎月自動引き落としの寄付をしています。	 
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収入が多くて余裕がある時期に始めたのですが、収入が激減して生活が苦しく

なってからも、なにかしらの寄付を続けてきました。	 

だって苦しんでいる様子を聞いたら、ほっておけないじゃないですか。現場に

かけつける体力や技術や役立つ力はなくても、寄付することで役に立てる。	 

自分だけじゃなくて、みんなで笑顔になりたいでしょう。	 

戦争や災害などのニュースを知ると、なんだか落ち着かない気持ちになって寄

付をしてしまうのは、病気かもしれません。 近はクラウドファウンディング

が増えすぎて、少々迷いがちですが。	 

	 

学校の赤い羽募金のように、私はみんな寄付をしているものだと思っていまし

た。自分がかなり収入が落ちて、ペットボトルに水を詰め、電車賃も節約する

ような状態でも寄付をしていましたから。	 

ところがあるときに聞いたら、ほとんどの人が寄付をしていなかったんです。	 

びっくりしました。	 

	 

ときどき、ビジネス系の本にも「寄付をすると、運がよくなる。ビジネスがう

まくいく」ということが書かれています。	 

具体的には収入の５〜10％が良いそうです。	 

ちょっぴりお財布は軽くなりますが、その分、誰かの笑顔が増えると思ったら、

きっとうれしくなりますよ。	 

それに、運が良くなって、ビジネスまでうまくいくんですから！	 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

すべてを失っても	 

	 

黒柳徹子さんの自伝『窓ぎわのトットちゃん』の中に、こんなシーンがありま

す。	 

ふつうの小学校を退学になって、ちょっと変わっていたトットちゃんをまるご

と受け止めてくれた自由な小学校、トモエ学園。	 

	 

その大切な校舎が、東京大空襲で焼け落ちてしまいます。	 

燃え上がる炎を見ながら、校長先生は息子さんに、こう声をかけます。	 

	 

「おい、今度は、どんな学校、作ろうか？」	 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

だいじょうぶ。	 

だいじょうぶ。	 

	 

あなたのすべてが、きっと強みになります。	 

	 

どんなことも逆手にとって、必ず活かせる。	 

私は、あなたの力を信じています。	 

	 

2016年	 8月吉日	 百世安里	 

	 

P.S.	 

アマゾンレビュー、首を長～くしてお待ちしております。 
プレゼント、ぜひお受け取りくださいね。 
http://www.mental-support-jp.org/#!blank/km9cq 


