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野村 重光さん
美英子さん

私にいちばん合うのが主人︒夫婦を越えて体の一部のようです︒

心の芯で私を愛してくれている︒今がふたりの青春です︒

おふたり揃って紙面に登場していただける︑仲の良
い素敵な熟年のご夫婦を募集いたします︒自薦︑他
薦 どちらでもかまいません︒掲 載 写 真は額 入りで
プレゼントいたします︒おふたりの思い出 づくりに︑
お気軽にお申し込みください︒︵ご応募多数の場合︑
抽選となることもございますのでご了承ください︶

ご夫妻
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うみよ︵よびかけのうた︶

わたぐもまさる

さやさやと かぜのゆくみち

ふわふわと たびをつづけて

みおろせば いちめんのあお

あたたかい うみのふところ

やわらかく うたいつづけて

かぎりなく ゆれるすがたよ

みおろせば はるかなるうみ

あのうみは ぼくのふるさと

わたぐもよ︵おへんじのうた︶

うみひろみ

ひろびろと ひのでひのいり

ゆるゆると なみをゆすらせ

みあげれば まぶしいそらに

ほほえんで わたぐもひとり

おおらかに おどりつづけて

どこまでも はしりつづける

みあげれば いつもわたぐも

わたぐもは わたしのこころ

工藤直子﹃のはらうたＩ ﹄
︵童話屋︶

妻が15才、私が20才でつきあい始め
ました。彼女は実父を早く亡くした後、
近所でお母さんと氷屋をしていたんで
す。丸ぽちゃで、色が白くて、若い男衆
に評判の看板娘。5人姉妹の長女で、明
るくて活発なところに惚れました。彼女
の幼い妹たちにもなつかれて、昭和31年
に結婚しました。
私は男兄弟の殺伐とした環境で育っ
たので、妻の華やかな明るさは心に温
かく染みました。
「美英ちゃんと一緒に
なって明るくなったね」と近所の人に言
われたほどです。妻は結婚してからも
会社員の私を助けて働き続け、私たち
夫婦と義母、妹4人、子ども2人の大所
帯を支えてくれました。絵心があったの
で、こけしや絵馬の絵付けなどの手仕
事をして、朝から晩まで働き詰め。本当
にがんばりやさんです。それにつねに前
向き思考で、創意工夫して作った干支や
パンダの人形は、新聞に掲載されるほ
ど話題になりました。
妹たちを嫁がせ、母親を他界するま
で10数年あまり介護し、子どもたちを
大学まで出して、ほっとした時はもう還
暦近く。それまでの苦労が出たのか、妻
は体調を崩して病院通いの日々になり
ましたが、持ち前の快活さで、スイミン
グクラブに入会して泳いだり、スキュー
バダイビングで8mも潜ったり、山歩き
の好きな私とウォーキングを楽しんだ
り…。生け花や趣味の絵手紙もなかな
かのものです。私の手作りの花瓶に妻
が花を生けてギャラリーの作品展に参
加したこと、ケーブルテレビに出演した
ことは良い思い出です。
今は活動的な挑戦は減りましたが、
探究心と前向きさは健在です。そんな
妻に私は心から癒されています。今が
ふたりの青春。これからも暖かいエネル
ギーを大事にして、仲良く人生を終わり
たいと思っています。

︵小田原市在住︶

明るく、へこたれず、笑顔で
生きる妻に心を打たれます。
本当にがんばりやさんです。

●湘和会堂インフォメーション●

陽
だ
ま
り

する︑ディレクターと呼ばれるスタッフがいます︒

湘和会堂には︑お通夜と告別式を全般的にお手伝い

喧嘩ばっかりしていたけど︑こうなっちゃうと本当

声をかける奥様もいらっしゃいます︒また︑
﹃いつも

ドライブになったわね﹄と亡くなられたご主人に

に淋しいわ﹄と言ってから︑﹃あら︑聞かれちゃっ
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たった 日間という短い時間の中で︑いちばん大切な

お別れの時を︑故人と残されたご家族にとって充実

ができる最後のひとときであり︑故人への思いを

たわね﹄と明るく語りかける方もおられます︒ 分

女性スタッフのひとりがこんな話をしてくれました︒

素直に口に出せる時間なのかもしれません︒私たち

したものにしたいと心を尽くしています︒

﹁ある晩秋のことです︒ご主人が亡くなられ︑ご自宅

はその傍らでよく聞くことで︑その思いをご葬儀に

ぐらいの短い時間ですが︑大切な人とふたりで会話

から会堂へご遺体を搬送する車中で︑付き添いの

反映できればと思っています﹂

ご葬 儀に︒

奥様とご家族のことなどをお話ししていると︑

淋しそうにそうおっしゃいました︒

そのため

﹃秋になったら︑ふたりで紅葉狩りをしながら︑京都

そのお話がずっと心に残っていましたので︑お葬式

に ︑つ ね に

亡 く な ら れ た 方 との

が始まる前に思いきって近くの公園で色づいた落ち

話しやすい

24 時間受付態勢のトータルサービスで迅速に対応いたします。

に住んでいる息子のところに遊びに行こうねと言って

葉を何枚か拾ってきて︑﹃ご主人と紅葉狩りに一緒

雰 囲 気 をつ く

思い 出 やご 家 族 の

に行ったつもりになって︑お別れの時に棺に収めら

り ︑耳 を 傾 け ︑気

いたんですよ︒それなのに︑夏に体調を崩して︑紅葉

れてはいかがでしょうか﹄とおすすめしたんです︒

づくことを大切にして

気持ちをこめ

ご親族も賛成してくださって︑最後に奥様が﹃これ

います︒

の季節を待たずに旅立ってしまいました︒一緒に行く

で一緒に行けたわね﹄と話しかけながら︑ご主人の

﹁この人だったら︑愚痴でも何でも話せる︒お客様

た ︑故 人 を

横に落ち葉をそっと置かれました︒

にそう思っていただける ︑ 安 心 で き る 話 し 相 手 に

のを楽しみにしていたのに︑とても残念です︒主人

ご葬儀では淋しさや悲しさだけでなく︑たくさんの

なることを目指しているんですが︑まだまだです

心から偲ぶ

楽しい時間をともに過ごせた︑幸せだったと感じて

ね﹂

も色づいた葉を見たかったでしょうに⁝﹄

いただきたいんです︒奥様のやわらいだお顔を見て︑

そう語るスタッフの穏やかな表情が印象的でした︒

心の絆だいじにしたい︒

それが湘和会堂のハートです︒

私もほっとしました﹂

そのスタッフはこう続けました︒

﹁ご自宅から会堂へ向かう途中で車内のカーテンを

開けて︑﹃ほら︑あなたの大好きな場所よ︒最後の

淋しさや悲しさだけでなく︑
たくさんの楽しい時間をともに過ごせた︑
幸せだったと感じていただきたいんです︒

一人ひとりの思いを映したご葬儀を
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0120-24-8130

●ご自宅●市営斎場●集会所●寺院●教会でのご葬儀・式典も承ります

カルチャー BONDS 小田原 カルチャー BONDS 平塚
TEL.0465-35-6311

TEL.0463-34-9911

〒 250-0054 小田原市多古 730-1
〒 254-0052 平塚市平塚 5-23-12
大雄山線五百羅漢駅より徒歩 10 分 神奈中バス山下団地・高村団地行古花水下車 徒歩３分

湘和会堂 小田原

湘和会堂 平 塚

カルチャー BONDS 藤沢
TEL.0466-27-4127
〒 251-0052 藤沢市藤沢 493
JR 藤沢駅より徒歩３分

湘和会堂 秦 野 湘和会堂 茅ヶ崎

れいひんかん

れいひんかん

湘和 礼殯館 西久保

湘和 礼殯館 栢山

TEL.0467-82-6677

〒253-0083 茅ヶ崎市西久保 1439-1 ＪＲ相模線香川駅より徒歩10 分

湘和会堂 六 会

湘和会堂 鵠 沼

今年12月
開業予定

〒250-0852 小田原市栢山 423
小田急小田原線栢山駅より徒歩3分

湘和会堂 西 富

湘和会堂 町 田

TEL.0465-22-4111 TEL.0463-22-0257 TEL.0463-84-7911 TEL.0467-82-1665 TEL.0466-82-4697 TEL.0466-26-7581 TEL.0466-23-4411 TEL.042-720-0201

〒250-0011 小田原市栄町 1-6-10 〒254-0032 平塚市八千代町 7-18 〒257-0057 秦野市富士見町 6-33 〒 253-0041 茅ヶ崎市茅ヶ崎 3-1-43 〒252-0813 藤沢市亀井野 273-1 〒251-0031 藤沢市鵠沼藤が谷 1-1-34 〒251-0001 藤沢市西富 684
JR 小田原駅東口より徒歩 2 分 JR 平塚駅北口より徒歩 15 分 神奈中バス富士見橋経由〜 相模線北茅ヶ崎駅より徒歩３分 小田急江ノ島線六会日大前駅より 江ノ島電鉄線柳小路駅より
神奈中バス戸塚センター行
徒歩 10 分
徒歩 4 分
JR 茅ヶ崎駅より徒歩７分
緑が丘下車 徒歩 1 分
富士見橋下車 徒歩 7 分

〒194-0022 町田市森野 1-11-14
JR・小田急 町田駅より
徒歩 5 分

＜湘和仏壇ショールーム＞ 小田原店 〒 250-0011 小田原市栄町1- 6-10 TEL.0465-22-4112 ／平塚店 〒 254-0052 平塚市平塚 5-23-12 TEL.0463-37-1322 ／茅ヶ崎会堂内 〒 253-0041 茅ヶ崎市茅ヶ崎 3-1-43 TEL.0467-86-1752 ／藤沢店 〒 251-0052 藤沢市藤沢 493 TEL.0466-27-9644

平安レイサービス株式会社 ［ジャスダック上場企業］

証券コード 2344

◎ご質問・ご相談お受けいたします◎
E メールアドレス info@syouwa-kaidou.co.jp
RFU-OP 06009-9,288100

大豆インクを使用しています。

