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初初めめにに

ここのの度度はは、、「「カカウウンンセセララーーででああるる牧牧師師ががおお伝伝ええすするる、、スステテキキななああなな

たたににななるるたためめのの““心心ののおおししゃゃれれ””６６かか条条」」 ををおお読読みみいいたただだきき、、心心かからら

感感謝謝申申しし上上げげまますす。。

ここののテテキキスストトのの著著者者ででああるる私私はは、、約約２２００年年のの間間、、牧牧師師とといいううおお仕仕事事

のの中中でで、、カカウウンンセセリリンンググをを通通ししてて、、いいろろんんなな方方々々のの問問題題やや悩悩みみをを、、おお

聞聞ききししてて参参りりままししたた。。そそんんなな中中でで、、おおししゃゃれれににはは、、「「外外見見ののおおししゃゃれれ」」だだ

けけででははななくく、、「「心心ののおおししゃゃれれ」」とといいううももののががああるるののででははなないいだだろろううかかとと感感

じじるるよよううににななりりままししたた。。そそししてて、、実実際際ににそそんんなな観観点点かからら人人をを見見るる時時にに、、ああ

るるひひととつつののここととにに気気付付ききままししたた。。そそれれはは、、「「心心ののおおししゃゃれれ」」なな人人とといいううのの

はは、、概概ししてて人人ととののよよいい関関係係をを築築いいてていいるる
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

とといいううここととでですす。。

確確かかにに、、街街中中でで、、外外見見ののおおししゃゃれれなな人人をを見見てて、、多多くくのの人人がが振振りり返返るる

よよううにに、、心心ののおおししゃゃれれなな人人をを見見ててもも、、人人ははつついいつついい側側にに近近づづききたたくくなな

るるももののでですすよよねね。。
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そそんんななここととをを思思いいななががらら、、「「心心ををおおししゃゃれれ」」ににすするるににはは、、どどんんななここととにに

気気ををつつけけれればばいいいいののかかをを具具体体的的にに説説明明ししたたののがが、、ここののテテキキスストトでですす。。

ああななたたににももぜぜひひ「「心心ををおおししゃゃれれ」」ににすするる秘秘訣訣をを知知っってていいたただだききたたいい

とと思思いいまますす。。そそししてて、、多多くくのの人人をを引引ききつつけけてて、、よよりりよよいい対対人人関関係係をを築築いい

てていいたただだききたたいいとと願願いいまますす。。

「「外外見見ののおおししゃゃれれ」」はは、、流流行行ががああっってて、、時時代代ととととももにに変変化化ししややすすいいもも

ののでですすがが、、「「心心ののおおししゃゃれれ」」ににはは、、流流行行ははあありりまませせんん。。一一度度、、心心ををおおししゃゃ

れれににすするる秘秘訣訣をを身身にに付付けけれればば、、一一生生涯涯、、そそれれははああななたたのの宝宝ととななるるでで

ししょょうう。。時時代代にに左左右右さされれなないい、、「「心心ののおおししゃゃれれ」」をを身身にに付付けけてて、、スステテキキ

ななああななたたににななっっててみみまませせんんかか？？

ささてて、、そそれれででははススタターートトししままししょょうう！！！！ ＼＼((^̂oo^̂))／／
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１１．．何何ででもも人人のの責責任任ににししなないいでで、、自自分分でで責責任任をを取取るるよよううににししよようう。。（（内内省省））

世世のの中中ににはは、、いいろろんんななここととをを、、ななんんででもも人人のの責責任任ににすするる人人ががいいまますす。。すすなな

わわちち自自分分でで責責任任ををととろろううととししなないいののでですす。。ここののよよううなな人人はは、、周周りりでで見見てていいてて

もも、、決決ししてて心心ががおおししゃゃれれだだととはは見見ええまませせんん。。たたととええばば……

・・ 自自分分ががここののよよううににななっったたののはは、、親親ががここんんなな風風にに育育ててたたかかららだだ。。

・・ 仕仕事事ががううままくくいいかかなないいののはは、、会会社社がが自自分分のの能能力力をを適適切切にに判判断断せせずずにに、、

適適正正ででなないい部部署署ににおおいいてていいるるかかららだだ。。

・・ 友友達達ととううままくくいいっってていいなないいののはは、、そそのの友友達達のの言言葉葉がが私私をを傷傷つつけけたたかからら

だだ。。

ななどど等等……

そそのの他他ににもも、、ここののよよううなな事事例例はは数数限限りりななくくああるるここととででししょょうう。。カカウウンンセセリリンンググ

のの場場面面ななどどでで、、カカウウンンセセリリンンググをを受受けけにに来来らられれるる方方々々がが、、「「自自分分のの問問題題のの
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原原因因がが、、自自分分のの周周りりににああるるんんでですす」」とと、、切切々々とと訴訴ええかかけけてて来来らられれるるここととををよよ

くく経経験験ししまますす。。ももちちろろんん、、そそのの気気持持ちちはは痛痛いいほほどどよよくくわわかかりりまますす。。でですすがが、、ひひ

ととつつ言言ええるるここととはは、、理理由由ががどどううああれれ、、自自分分がが今今置置かかれれてていいるる状状況況をを周周りりのの

責責任任ににししてていいるる限限りり、、そそのの人人はは一一歩歩もも前前にに進進むむここととははででききまませせんん。。責責任任転転

嫁嫁かかららはは何何ももよよいいももののはは生生ままれれててここなないいののでですす。。そそのの反反対対にに、、良良くくもも悪悪くく

もも、、今今自自分分ががここののよよううににななっってていいるるののはは、、自自分分ににもも責責任任ががああるるののだだとといいううここ

ととをを自自覚覚ししてて、、自自分分でで責責任任をを負負っってていいここううととすするる人人はは、、遅遅かかれれ早早かかれれ、、そそ

のの状状況況かからら脱脱出出すするるここととががででききまますす。。

ああるる会会社社のの、、ああるる社社員員がが、、自自分分のの望望ままなないい部部署署にに配配属属さされれてて、、毎毎日日腐腐っっ

てていいままししたた。。「「オオレレははここんんなな部部署署でで終終わわるる男男じじゃゃなないい！！オオレレがが成成績績をを上上げげ

るるここととががででききなないいののはは、、オオレレのの能能力力をを見見抜抜けけなないい会会社社のの責責任任だだ！！オオレレはは

絶絶対対にに悪悪くくなないい！！！！」」 よよくくああるる話話でですすよよネネ。。ここのの方方のの気気持持ちちははよよくくわわかかりり

まますす。。ししかかしし、、ここののままままのの状状態態ななららばば、、ここのの方方はは、、一一生生涯涯、、自自分分のの不不幸幸をを会会

社社のの責責任任ににししてて、、つつままららなないい人人生生をを送送ららななけけれればばななららなないいででししょょうう。。会会社社
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のの中中でではは、、ここののよよううななここととははよよくくああるるここととでで、、すすべべててをを会会社社のの責責任任ににすするる前前

にに、、自自分分ががそそのの部部署署ででのの仕仕事事ににどどれれだだけけ真真剣剣にに向向きき合合っっててききたたかか、、自自分分

ががそそのの部部署署ででのの仕仕事事かからら、、どどれれだだけけ学学ぶぶ姿姿勢勢をを持持っっててききたたかか、、とといいううこことと

ななどどをを考考ええるるなならら、、状状況況はは変変わわっっててくくるるここととででししょょうう。。

責責任任転転嫁嫁ででははななくく、、内内省省（（自自分分をを省省みみるる心心））すするる気気持持ちちががああるる人人ににはは、、そそ

のの人人のの望望むむ事事柄柄がが、、自自然然とと寄寄っっててくくるるももののななののでですす。。

自自分分でで責責任任をを負負うう気気持持ちちののああるる人人、、内内省省すするる人人格格ののああるる人人っってて、、素素敵敵じじ

ゃゃなないいでですすかか。。心心ののおおししゃゃれれをを感感じじるる人人でですすよよねね……。。

心心ののおおししゃゃれれ ポポイインントト１１ （（内内省省））

何何ででもも責責任任転転嫁嫁ししてて周周りりのの責責任任ににすするるののででははななくく、、自自分分でで責責任任をを負負うう

覚覚悟悟とと、、内内省省すするる気気持持ちちをを持持つつ。。
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２２．．幸幸せせ、、不不幸幸せせはは外外かかららややっっててくくるるののででははななくく、、自自分分のの心心かからら始始ままるるこことと

をを知知ろろうう（（内内生生））

自自分分がが幸幸せせででなないいののはは、、ここれれがが揃揃っってていいなないいかからら、、ああれれがが不不足足ししてていい

るるかからら、、とといいううよよううにに、、幸幸せせででああるるかかなないいかかをを、、外外部部のの要要因因にに求求めめるる人人はは、、

一一生生かかかかっっててもも決決ししてて幸幸せせににははななれれなないいよよううにに思思いいまますす。。幸幸せせ、、不不幸幸せせはは、、

ひひととりりひひととりりのの心心かからら始始ままるるとといいっっててもも過過言言ででははあありりまませせんん。。

ああるる老老人人ホホーームムにに、、ひひととりりののおおばばああささんんがが入入居居すするるここととににななりりままししたた。。ここ

ののおおばばああささんんののおお世世話話ををすするるここととににななっったた女女性性のの介介護護士士ささんんがが、、「「○○○○ささ

んん、、ここれれかかららおお入入りりいいたただだくく部部屋屋ののカカーーテテンンをを変変ええてて、、部部屋屋のの壁壁紙紙もも変変ええ

てておおききままししたたののででねね」」とと、、事事前前ににおおばばああささんんにに部部屋屋のの模模様様替替ええををししたたここととをを

伝伝ええままししたた。。ここれれをを聞聞いいたたおおばばああささんんはは、、「「ウウンン、、そそのの部部屋屋、、気気にに入入っったた

わわ！！」」とと、、話話しし出出ししたたののでですす。。介介護護士士ささんんはは、、「「ええっっ？？○○○○ささんん、、ままだだおお部部

屋屋ごご覧覧ににななっっててなないいののにに、、気気にに入入っったたかかどどううかか、、どどううししててわわかかるるんんでですす
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かか？？」」とと尋尋ねねるるとと、、ここののおおばばああささんんがが言言ううににはは、、「「部部屋屋ががどどうう用用意意さされれてていい

るるかかはは問問題題じじゃゃなないいののよよ。。そそれれにに対対ししてて、、私私のの心心ががどどうう用用意意さされれてていいるるかか

ななののよよ。。私私がが気気にに入入っったたとと思思ええばば、、そそれれががどどんんなな部部屋屋ででああろろううとと、、気気にに入入るる

のの！！！！」」

すすごごくくスステテキキななおおばばああちちゃゃんんでですすねね！！！！ ここののおおばばああささんんににととっってて、、幸幸

せせ、、不不幸幸せせはは、、境境遇遇やや環環境境、、ああるるいいははそそのの他他のの外外部部かかららのの何何かかでで決決ままるる

ももののででははななくく、、心心のの中中かからら始始ままるるももののででああっったたののでですす。。でですすかからら、、ここののおおばば

ああささんんはは、、どどここにに行行っっててもも、、何何ををししててもも幸幸せせででいいらられれるるとと思思いいまますすよよ。。ここんんなな

おおばばああちちゃゃんんをを見見るるとと、、「「ああ～～、、心心ががおおししゃゃれれだだナナーー」」っってて思思ううののでですす。。

恋恋愛愛ででもも、、ああななたたがが好好ききなな相相手手がが、、可可愛愛いいかか、、そそううででなないいかかはは、、他他人人がが

決決めめるるここととででははなないいでですすよよねね。。ああななたたがが可可愛愛いいとと思思ええばば、、他他人人ががななんんとと言言

おおううとと、、可可愛愛いいわわけけでですす。。ああななたたのの心心ががそそれれをを判判断断すするるわわけけでですす。。他他人人でで

ははあありりまませせんん。。だだかからら人人のの言言葉葉にに右右往往左左往往ささせせらられれてていいるるとと、、本本当当ののああなな

たたをを見見失失ううここととににななりりまますす。。
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幸幸せせがが、、そそのの人人のの心心かからら始始ままるるとと考考ええてていいるる人人のの生生きき方方はは、、ととっっててももおお

ししゃゃれれでですす。。そそんんなな人人ここそそ、、内内側側かからら生生ききてていいるる（（内内生生））人人でですすよよねね。。

心心ののおおししゃゃれれ ポポイインントト２２ （（内内生生））

幸幸せせ、、不不幸幸せせはは、、状状況況やや環環境境、、そそのの他他のの、、どどんんなな外外部部的的要要因因にによよっってて決決

ままるるももののででははななくく、、そそれれははそそのの人人のの心心かからら始始ままるるももののででああるる（（内内生生））。。ああなな

たたがが幸幸せせだだとと思思ええばば、、幸幸せせななののでですす。。たたととええ、、他他人人ががななんんとと言言おおううとと……。。
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３３．．過過去去ののここととをを悔悔ややむむよよりりもも、、将将来来ののここととにに期期待待すするる心心をを持持ととうう。。（（内内整整））

人人はは過過去去ののここととをを悔悔ややむむ（（後後悔悔すするる））ここととにに関関ししてて、、天天才才だだとと思思いいまますす。。

（（＾^－－＾^；； ししかかしし、、過過去去ののここととをを悔悔ややむむ人人はは、、決決ししてて前前にに進進むむここととががででききまま

せせんん。。過過去去ののここととがが足足かかせせににななっってて、、前前をを（（将将来来をを））見見るるここととががででききなないいんん

でですすネネ……。。 誤誤解解ししなないいででいいたただだききたたいいののでですすがが、、私私はは決決ししてて、、過過去去ののここ

ととをを後後悔悔ししてていいるる人人をを見見下下げげてていいるるののででははあありりまませせんん。。過過去去のの失失敗敗やや、、選選

択択のの誤誤りり、、ななどどななどどはは、、そそれれをを選選択択ししたたののがが自自分分ででああるるだだけけにに、、過過去去のの苦苦

いい根根ととななっってて、、そそのの人人のの中中にに残残るるももののでですす。。そそししてて、、そそれれがが原原因因ととななっってて、、

過過去去をを後後悔悔すするる人人のの気気持持ちちははよよくくわわかかりりまますす。。私私ににももそそんんなな経経験験ががあありりまま

すす。。ここののレレポポーートトをを読読んんででくくだだささっってていいるるああななたたもも、、そそんんなな経経験験ががおおあありりだだ

とと思思いいまますす。。そそれれははそそれれでで、、事事実実ととししてて受受けけ止止めめままししょょうう！！！！

でですすがが、、そそここににばばかかりり生生ききてていいててはは、、一一歩歩もも前前にに進進むむここととががででききまませせんん。。そそ

れれららをを反反省省のの材材料料ととししてて、、ここれれかからら何何ををななすすべべききかかをを考考ええててみみまませせんんかか。。
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そそんんなな生生きき方方のの方方がが、、よよほほどどおおししゃゃれれにに見見ええまますす。。

ああるる統統計計にによよるるとと、、７７００歳歳台台のの方方々々へへ、、「「ああななたたがが今今ままでででで、、一一番番後後悔悔

ししてていいるるここととははななんんでですすかか？？」」 とといいうう質質問問にに対対ししてて、、ももっっとともも多多かかっったたのの

がが、、「「何何ももししななかかっったた（（行行動動をを起起ここささななかかっったた））ここととにに対対すするる後後悔悔」」 だだそそうう

でですす。。年年をを重重ねねれればば、、後後悔悔とといいううとと、、何何かかををししてて失失敗敗ししたたととかか、、ううままくくいいかか

ななかかっったたとといいううここととにに対対すするる後後悔悔がが多多いいよよううなな気気ががししまますすがが、、実実はは、、「「ややろろ

ううととししてて、、ししななかかっったた（（行行動動ししななかかっったた））ここととにに対対すするる後後悔悔」」がが、、一一番番多多いいとと

いいううののはは意意外外でですすよよネネ……。。

何何かかををししてて、、失失敗敗ししたたりり、、選選択択をを誤誤っったたりりししてて、、過過去去ののここととをを悔悔ややんんででおお

らられれるるああななたた……（（オオイイ、、オオイイ、、断断定定かかいい、、（（--__--ｘｘ））……別別にに悔悔ややんんででなないいんんだだ

けけどど、、っってて方方はは幸幸いいでですすよよねね））、、たたととええ、、誤誤っったた選選択択ををししたたりり、、失失敗敗ししたたりりしし

たたここととをを後後悔悔ななささっってていいててもも、、少少ななくくととももああななたたはは行行動動をを起起ここさされれたたんんでで

すす。。そそししてて、、先先のの統統計計ののよよううにに、、行行動動をを起起ここささななかかっったたここととにに対対すするる後後悔悔はは

ししななくくてていいいいんんでですすよよ。。年年をを重重ねねれればば、、ししたたここととにに対対すするる後後悔悔よよりりもも、、ししなな



- 12 -

かかっったたここととにに対対すするる後後悔悔のの方方がが強強くくななるるとといいううここととでですすかからら……。。

総総じじてて、、過過去去ののここととばばかかりりにに心心ががととららわわれれてて、、心心乱乱さされれてていいるる人人よよりりもも、、、、

ここれれかかららののここととにに目目をを向向けけてて、、心心をを整整ええてていいくく人人（（内内整整））はは、、ととててもも魅魅力力的的

でで、、おおししゃゃれれだだとと思思いいまませせんんかか？？

心心ののおおししゃゃれれ ポポイインントト３３ （（内内整整））

過過去去ののここととををどどれれだだけけ悔悔ややんんででもも、、そそれれはは決決ししてて取取りり戻戻すすここととははででききなな

いい。。そそれれよよりりもも、、過過去去のの失失敗敗やや過過ちちをを反反省省のの材材料料ととししてて、、将将来来にに、、未未来来にに

目目をを向向けけ、、ここれれかかららののここととににつついいてて考考ええよようう。。
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４４．．自自分分のの口口のの言言葉葉にに気気ををつつけけよようう。。（（内内制制））

言言葉葉にに気気ををつつけけるる人人はは、、心心ががおおししゃゃれれだだななーーとと感感じじまますす。。言言葉葉にに気気をを

つつけけるるとといいっっててもも、、上上品品なな言言葉葉遣遣いいををすするるととかか、、ききれれいいなな言言いい回回ししををすするる

とといいうう意意味味ででははななくく、、他他人人にに対対ししててもも、、自自分分にに対対ししててもも、、積積極極的的なな、、肯肯定定

的的なな言言葉葉をを使使ううとといいうう意意味味でですす。。

言言葉葉とといいううののはは不不思思議議ななももののでで、、目目ににはは見見ええまませせんんかからら、、案案外外ぞぞんんざざいい

にに使使いいががちちななののでですすがが、、そそのの力力たたるるやや強強烈烈ななももののががあありりまますす。。私私達達はは普普

段段何何気気ななくく、、何何度度もも口口ににすするる言言葉葉ののよよううにに考考ええるるよよううににななりり、、そそのの結結果果、、そそ

ののよよううにに行行動動すするるよよううににななるるとと言言わわれれてていいまますす。。ここれれはは、、肯肯定定的的なな意意味味にに

おおいいててもも、、消消極極的的なな意意味味ににおおいいててもも、、作作用用ととししててはは同同じじでですす。。具具体体的的なな

例例をを挙挙げげてて説説明明ししままししょょうう。。

ああるる外外国国にに昔昔、、二二人人のの少少年年ががいいたたそそううでですす。。ひひととりりのの少少年年はは、、いいつつもも口口

ぐぐせせののよよううにに、、「「僕僕ねね、、大大ききくくななっったたらら、、ここのの国国のの大大統統領領ににななるるんんだだ！！！！」」
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とと言言っってていいたたそそううでですす。。ももううひひととりりのの少少年年もも、、いいつつもも口口ぐぐせせののよよううにに「「ぼぼくくなな

んんかか、、大大ききくくななっっててもも牢牢屋屋ににぐぐららいいししかか入入っっててなないいよよ……」」とと言言っってていいたたそそうう

でですす。。４４００年年後後、、ここのの少少年年達達はは、、そそれれぞぞれれ口口ぐぐせせののよよううにに語語っってていいたた通通りりにに

ななっってていいたたののでですす。。つつままりり、、「「大大統統領領ににななるるんんだだ」」とと言言っってていいたた少少年年はは、、本本

当当ににそそのの国国のの大大統統領領ににななっってていいたたんんだだそそううでですす。。そそししてて、、「「牢牢屋屋にに入入っってて

るるとと思思ううよよ」」とと言言っってていいたた少少年年はは、、本本当当にに犯犯罪罪者者ととししてて牢牢屋屋にに入入っってていいたた

そそううでですす。。ここここでで言言わわんんととすするるここととをを理理解解ししてていいたただだききたたいいののでですす。。すすななわわ

ちち、、人人はは日日頃頃、、口口ぐぐせせののよよううにに言言葉葉にに出出ししてていいるるよよううににななっってていいくくとといいううこことと、、

将将来来ははああななたたのの口口かからら生生ままれれててくくるるとといいううここととでですす。。

人人にに対対ししててもも、、悪悪口口やや中中傷傷ばばかかりりししてていいるる人人はは、、おおせせじじににもも心心ががおおししゃゃ

れれだだととはは言言いいににくくいいでですすよよねね。。反反対対にに、、人人をを認認めめたたりり、、人人のの良良いいととこころろをを

誉誉めめたたりりででききるる人人はは、、聞聞いいてていいててもも心心のの広広いい人人だだななとと思思いいまますすしし、、心心ののおお

ししゃゃれれをを感感じじるる人人でですす。。 個個人人的的ににでですすがが、、自自分分をを制制しし、、どどんんなな時時ににもも他他

人人のの悪悪口口やや、、中中傷傷をを口口ににししなないい人人をを、、私私はは最最大大限限にに信信頼頼すするるここととににししてて
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いいまますす。。そそししてて、、そそんんなな人人のの心心はは、、ととててももおおししゃゃれれにに思思ええるるののでですす。。

言言葉葉ををココンントトロローールル（（制制すするる））ここととののででききるる人人ここそそ、、自自分分のの未未来来をを切切りり開開きき、、

他他人人ととのの良良いい関関係係をを結結ぶぶここととののででききるる人人だだとと思思いいまますす。。

心心ののおおししゃゃれれ ポポイインントト４４ （（内内制制））

人人にに対対ししててもも、、自自分分にに対対ししててもも、、積積極極的的なな、、肯肯定定的的なな言言葉葉をを使使ううここととのの

ででききるる人人はは、、心心ののおおししゃゃれれをを感感じじるる人人ででああるる。。そそのの人人はは、、言言葉葉をを制制すするるこことと

にによよりり、、自自分分のの未未来来をを切切りり開開きき、、他他人人ととのの良良いい関関係係をを結結ぶぶここととががででききるるよようう

ににななるる。。
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５５．．小小ささななここととにに誠誠実実ににななろろうう。。（（内内誠誠））

人人はは人人生生にに夢夢をを持持っったたりり、、大大志志をを抱抱いいたたりりすするるここととはは決決ししてて悪悪いいここととでで

ははあありりまませせんん。。でですすがが、、大大ききななここととをを言言ううだだけけのの、、ビビッッググママウウススににななりりははてててて

ははいいけけなないいとと思思ううののでですす。。将将来来のの夢夢やや大大志志をを実実現現ささせせるるたためめにに、、今今ししなな

けけれればばいいけけなないいここととはは何何かか、、今今ででききるるここととはは何何かかとといいううここととをを考考ええ、、足足元元かか

らら固固めめてていいくく人人はは信信頼頼さされれまますす。。今今ででききるるここととをを精精一一杯杯すするるここととはは、、小小ささなな

ここととにに誠誠実実ににななるるとといいううここととななののでですす。。

小小ささななここととにに誠誠実実なな人人はは、、大大ききななここととににもも誠誠実実でであありりええまますす。。反反対対にに、、小小

ささななここととにに不不誠誠実実なな人人はは、、大大ききななここととににはは決決ししてて誠誠実実ににななるるここととははででききまま

せせんん。。ここれれははたたととええばば、、実実生生活活のの中中でで、、人人ととのの約約束束はは、、どどんんななここととににななっってて

もも守守るる、、自自分分にに嘘嘘ははつつかかなないい、、与与ええらられれたた仕仕事事はは誠誠実実ににややりり終終ええるる、、ななどど

ななどど、、ここんんなな当当たたりり前前のの小小ささななここととにに誠誠実実なな人人ににはは、、心心ののおおししゃゃれれをを感感じじ

まますすよよネネ。。
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ああるる営営業業ママンンがが自自社社のの製製品品をを、、ああるる会会社社にに売売りり込込みみにに行行っったた時時のの話話でで

すす。。彼彼ののひひたたむむききなな、、そそししてて真真面面目目なな営営業業態態度度をを見見てて、、取取引引先先のの社社長長ささ

んんかからら、、かかななりりのの良良いい条条件件でで、、取取引引ののＯＯＫＫををいいたただだいいたたそそううでですす。。彼彼はは天天

ににもも昇昇るる気気持持ちちだだっったたそそううでですす。。ととこころろがが、、そそのの翌翌日日、、更更にによよいい条条件件でで取取りり

引引ききををししててくくれれるるととこころろががああららわわれれたたののでですす。。同同時時にに違違うう条条件件ででのの納納品品はは

ででききなないい状状況況ででししたた。。彼彼はは悩悩みみままししたた。。先先のの取取引引先先ににはは、、ううままいいここととをを言言っっ

てて断断れればば、、更更にに良良いい条条件件をを提提示示ししててくくれれたた取取引引先先ととのの商商談談ががままととままるるんん

だだ。。そそののよよううにに自自分分にに言言いい聞聞かかせせるるののでですすがが、、ややははりり自自分分自自身身がが納納得得でで

ききまませせんん。。結結局局彼彼はは、、最最初初のの取取引引先先ととのの商商談談ををままととめめ上上げげ、、初初めめのの約約束束をを

守守りり通通ししたたののでですす。。““ババカカななややつつ”” ととおお思思いいにになならられれるる方方ももいいららっっししゃゃるるかか

ももししれれまませせんん。。ししかかししななががらら、、彼彼はは初初めめのの約約束束をを守守るるとといいうう、、小小ささななここととにに

誠誠実実にに従従っったたののでですす。。私私はは、、ここのの方方のの行行動動にに心心かかららのの感感動動ををおおぼぼええまますす。。

自自分分ををだだままししだだまましし生生ききてていいててもも、、そそここにに喜喜びびははあありりまませせんん。。ままたたそそんんなな人人

のの生生きき方方はは、、けけっっししてておおししゃゃれれだだととはは思思ええなないいののでですす。。
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蛇蛇足足ななががらら、、先先のの営営業業ママンンのの小小ささなな約約束束をを守守るるとといいうう行行動動とと誠誠実実ささはは、、

後後々々、、商商談談先先のの会会社社のの社社長長のの知知るるととこころろととななりり、、そそのの社社長長のの信信頼頼をを得得たた

ここのの営営業業ママンンはは、、更更にに大大ききなな商商談談をを、、そそのの会会社社とといいくくつつもも結結んんだだとといいううこことと

でですす。。ももちちろろんん、、すすべべててががここののよよううににハハッッピピーーエエンンドドでで終終わわるるわわけけででははあありり

まませせんんがが、、たたととええ、、損損ににななっっててもも小小ささななここととにに誠誠実実なな人人はは、、必必ずず大大ききななこことと

をを任任さされれるる人人ににななるるももののでですす。。そそししてて、、そそんんなな人人ここそそ、、信信頼頼ででききるる人人でであありり、、

私私ははそそんんなな人人のの内内側側ににおおししゃゃれれをを感感じじるるののでですす。。内内ななるる誠誠実実ささをを感感じじるる

（（内内誠誠））人人ににななりりたたいいでですすネネ。。

心心ののおおししゃゃれれ ポポイインントト５５ （（内内誠誠））

小小ささななここととにに誠誠実実ででああるる人人はは、、大大ききななここととににもも誠誠実実ででああるるここととががでできき、、反反

対対にに、、小小ささななここととにに不不誠誠実実なな人人はは、、大大ききななここととににはは決決ししてて誠誠実実でであありりええなな

いい。。小小ささななここととにに誠誠実実ででああるる人人はは、、多多くくのの人人かかららのの信信頼頼をを得得るるここととががでできき

るる心心ののおおししゃゃれれなな人人ででああるる。。
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６６．．かかけけたた恩恩はは忘忘れれ、、受受けけたた恩恩はは忘忘れれなないいよよううににししよようう（（内内清清））

ああななたたはは、、「「ししててああげげたたこことと」」とと、、「「ししててももららっったたこことと」」をを比比べべるるととすするるななららばば、、

どどちちららのの方方ををよよくくおおぼぼええてていいまますすかか？？普普通通、、人人はは「「ししててああげげたたこことと」」ははいいつつまま

ででもも忘忘れれなないい““恩恩着着せせががままししいい”” （（-- --；；））ととこころろががああるるよよううでですす……。。反反面面、、

「「ししててももららっったたこことと」」はは、、いいとともも簡簡単単にに忘忘れれててししままうう““恩恩知知ららずず”” （（-- --；；））

なな面面ががああるるよよううでですす…… （（反反省省））

受受けけたた恩恩をを忘忘れれなないい人人はは、、いいつつままででもも人人をを大大切切ににででききるる人人でですす。。

そそうういいうう意意味味ににおおいいてて、、心心ががおおししゃゃれれなな人人ででああるるとと思思いいまますす。。かかたたやや、、

かかけけたた恩恩ををかかささににききてて、、いいつつままででもも恩恩をを売売るるよよううなな人人はは、、心心がが寒寒くくななるる

人人でですすよよねね。。ここののよよううなな人人はは心心がが貧貧ししくく見見ええまますす。。

ああるる人人がが友友人人のの自自転転車車をを借借りりままししたた。。ととこころろがが運運悪悪くく、、そそのの自自転転車車

をを壊壊ししててししままっったたののでですす。。自自転転車車をを借借りりたた人人はは、、恐恐るる恐恐るる友友人人にに、、「「ゴゴ

メメンン！！！！自自転転車車をを壊壊ししててししままっったた……。。弁弁償償すするるかからら……」」 とといいううとと、、そそのの
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友友人人はは「「ああののねね、、ここんんなな時時はは、、壊壊さされれたた人人よよりり、、壊壊ししたた人人のの方方がが心心がが

痛痛むむももののななんんだだよよ。。私私のの方方ががおおごごっっててああげげるるかからら」」 とと、、反反対対にに慰慰めめらら

れれたたそそううでですす。。素素晴晴ららししいい人人でですすねね！！！！かかけけたた恩恩をを忘忘れれるるだだけけででなな

くく、、そそのの恩恩をを仇仇でで返返さされれててもも？？！！相相手手ののここととをを思思いいややれれるるななんんてて、、普普

通通ででききるるももののででははあありりまませせんんよよねね。。心心ののおおししゃゃれれをを最最高高にに感感じじるる人人でで

すす。。

かかけけたた恩恩、、受受けけたた恩恩、、そそれれぞぞれれににままつつわわるるととららええ方方はは、、人人のの人人格格がが

そそここにに見見ええ隠隠れれししまますす。。かかけけたた恩恩をを忘忘れれずず、、受受けけたた恩恩ををいいとともも簡簡単単にに

忘忘れれててししままうう人人ののままわわりりににはは、、ややががてて人人ががいいななくくななるるででししょょうう。。反反対対にに

かかけけたた恩恩をを忘忘れれ、、受受けけたた恩恩はは絶絶対対にに忘忘れれなないい義義理理堅堅いい人人ののそそばばにに

はは、、知知ららなないいううちちにに大大勢勢のの人人がが集集ままるるここととででししょょうう。。人人ははみみなな、、心心ががおおしし

ゃゃれれなな人人ののそそばばにに集集ままりりたたいいとと無無意意識識ののううちちにに思思っってていいるるかかららでですす。。そそ

ししてて、、そそんんなな人人にに、、心心のの清清ささをを感感じじるるののはは、、私私だだけけででししょょううかか……
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心心ののおおししゃゃれれ ポポイインントト６６ （（内内清清））

かかけけたた恩恩はは忘忘れれ、、受受けけたた恩恩はは絶絶対対にに忘忘れれなないいよよううににすするるななららばば、、人人はは必必

ずずそそばばにに寄寄っっててくくるるももののででああるる。。そそんんなな人人はは心心のの清清ささをを感感じじるる人人でであありり、、心心

ののおおししゃゃれれをを感感じじるる人人ででああるる。。
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ままととめめ

１１．． 何何ででもも人人のの責責任任ににすするるののででははななくく、、自自分分でで責責任任ををととるるよよううににししよようう（（内内省省））

２２．． 幸幸せせ、、不不幸幸せせはは外外かかららややっっててくくるるののででははななくく、、自自分分のの心心かからら始始ままるるここととをを知知

ろろうう（（内内生生））

３３．． 過過去去ののここととをを悔悔ややむむよよりりもも、、将将来来ののここととにに期期待待すするる心心をを持持ととうう。。（（内内整整））

４４．． 自自分分のの口口のの言言葉葉にに気気ををつつけけよようう。。（（内内制制））

５５．． 小小ささななここととにに誠誠実実ににななろろうう。。（（内内誠誠））

６６．． かかけけたた恩恩はは忘忘れれ、、受受けけたた恩恩はは忘忘れれなないいよよううににししよようう（（内内清清））
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最最後後にに

私私がが牧牧師師とといいううおお仕仕事事のの中中でで、、カカウウンンセセリリンンググをを行行うう時時にに、、感感じじるるここととをを

思思ううままままをを記記ししててみみままししたたがが、、心心ののおおししゃゃれれににつついいてて、、ほほんんのの少少ししででももごご理理

解解いいたただだけけままししたたででししょょううかか？？ ももちちろろんん、、ここののポポイインントトににつついいてて、、同同意意でできき

るるととこころろとと、、反反対対にに同同意意ででききなないいととこころろももああっったたここととだだとと思思いいまますす。。人人がが

１１００００人人いいれればば、、１１００００通通りりのの考考ええ方方ががあありりまますすののでで、、そそれれはは当当然然ののここととだだとと

思思いいまますす。。たただだ、、ここののテテキキスストトとといいううかかレレポポーートトをを作作成成ししままししたたののはは、、ここれれをを

おお読読みみいいたただだいいてて、、表表面面ののおおししゃゃれれだだけけででななくく、、「「心心ののおおししゃゃれれ」」とといいううもも

ののもも、、確確かかにに存存在在すするるののだだとといいううこことと、、そそししてて、、「「心心ののおおししゃゃれれ」」っってて一一体体なな

んんだだろろううとと考考ええてていいたただだくく機機会会ににししてていいたただだけけれればばとといいうう理理由由かかららななののでで

すす。。

人人はは決決ししててひひととりりでではは生生ききてていいくくここととははででききまませせんん。。必必ずず人人のの助助けけががいい

ろろんんなな場場面面ににおおいいてて必必要要ににななっっててききまますす。。そそんんなな時時にに、、人人ととのの良良いい関関係係をを
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結結んんででいいるるここととがが必必要要ににななっっててききまますす。。「「心心ののおおししゃゃれれ」」をを常常にに考考ええてていいるる

人人はは、、例例外外ななししにに、、人人ととのの良良いい関関係係をを結結べべてていいるる人人でですす。。ななぜぜなならら、、心心がが

おおししゃゃれれなな人人ののそそばばににはは、、誰誰ししもも常常ににいいたたいいとと願願いいまますすののでで、、自自然然とと人人がが

集集ままっっててくくるるかかららでですす。。

ななおお、、おお時時間間ななどどあありりままししたたらら、、下下記記ののホホーームムペペーージジななどどもも、、ののぞぞいいてて

ややっっててみみててくくだだささいいまませせ……。。ままたた、、教教会会でではは下下記記のの通通りり、、毎毎週週日日曜曜日日のの午午

前前中中にに、、教教会会員員以以外外のの方方々々ををもも対対象象ととししたた、、礼礼拝拝をを開開いいてておおりりまますす。。どどなな

たたででももおお気気軽軽ににごご参参加加下下ささいいまませせ……。。

ああななたたのの心心がが、、今今よよりりももっっととおおししゃゃれれににななりり、、人人ととのの更更ににスステテキキなな関関係係をを

築築くくここととががででききまますすよよううにに……

ｂｂｙｙ ＭＭａａｓｓａａｍｍｉｉｃｃｈｈｉｉ ＭＭａａｓｓｕｕｄｄａａ
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◆◆連連絡絡先先 tthhcc@@tt--kkiibboouu..ccoomm

◆◆ホホーームムペペーージジ hhttttpp::////tt--kkiibboouu..ccoomm//

◆◆テテレレフフォォンンササーービビスス「「ししああわわせせののダダイイヤヤルル」」 ００８８５５７７－－２２７７－－３３２２３３７７

※※上上記記のの幸幸せせののダダイイヤヤルルはは、、聖聖書書ののわわかかりりややすすいいおお話話をを毎毎日日、、日日替替わわりり

でで提提供供ししてていいるるテテレレフフォォンンササーービビススでですす。。黙黙っってて聞聞くくだだけけでですす。。

イイエエススキキリリスストト 鳥鳥取取希希望望教教会会

〒〒６６８８００－－００９９３３４４

鳥鳥取取市市徳徳尾尾５５８８－－１１３３

TTEELL＆＆FFAAXX ００８８５５７７－－２２１１－－３３６６６６３３

礼礼拝拝時時間間 毎毎週週日日曜曜日日 午午前前１１００：：３３００～～１１２２：：００００


