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潮でその匂いは市内にまで達しています。夏休みが始まる頃には、事態が収束して欲しいですね。
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特に子育てをしている時には特に一歩引いて物
事を落ち着いて考えることができました。
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てしまえばきっとすぐに終わります。自分だっ
て疲れて眠いし、「まっ、いいか」と楽な方へ

                                                                          

地域と福祉

 It is not how much we do, but how much 
love we put in the doing. It is not how 
much we give, but how much love we put in 
the giving 
 
 これは、1979
れたマザーテレサの言葉です。何かに躓きそう
になった時にこの言葉を思い返します。それ
は、仕事ではもちろんのこと、家族に対しても
特に子育てをしている時には特に一歩引いて物
事を落ち着いて考えることができました。
 
 今、目の前にあることに本質的に何が必要な
のか、感情や気持ちを抑えたいがために逃げ道
を選んでしまってはいないか、流されてしまえ
ばその方が楽だけどそれが本当に良いことなの
か。「今」を解決したいために、落ち着いて冷
静に考えてより良い判断をするというのは、と
ても難しいのですが最終的に良い方向に向かな
ければ、相手にとってもそれは毒になってしま
うこともあるのではと思います。
 
もう寝る時間なのに宿題が出来なくて子供が

困っています。夜も遅くなったし…答えを与え
てしまえばきっとすぐに終わります。自分だっ
て疲れて眠いし、「まっ、いいか」と楽な方へ

いのちを敬い

若松台幼稚園の

                                                                          

福祉のあん

It is not how much we do, but how much 
love we put in the doing. It is not how 
much we give, but how much love we put in 

 

1979 年にノーベル平和賞を受けら
れたマザーテレサの言葉です。何かに躓きそう
になった時にこの言葉を思い返します。それ
は、仕事ではもちろんのこと、家族に対しても
特に子育てをしている時には特に一歩引いて物
事を落ち着いて考えることができました。

今、目の前にあることに本質的に何が必要な
のか、感情や気持ちを抑えたいがために逃げ道
を選んでしまってはいないか、流されてしまえ
ばその方が楽だけどそれが本当に良いことなの
か。「今」を解決したいために、落ち着いて冷
静に考えてより良い判断をするというのは、と

のですが最終的に良い方向に向かな
ければ、相手にとってもそれは毒になってしま
うこともあるのではと思います。

もう寝る時間なのに宿題が出来なくて子供が
困っています。夜も遅くなったし…答えを与え
てしまえばきっとすぐに終わります。自分だっ
て疲れて眠いし、「まっ、いいか」と楽な方へ

いのちを敬い いのちを愛し

若松台幼稚園の園児たち

                                                                          

あんし

It is not how much we do, but how much 
love we put in the doing. It is not how 
much we give, but how much love we put in 

年にノーベル平和賞を受けら
れたマザーテレサの言葉です。何かに躓きそう
になった時にこの言葉を思い返します。それ
は、仕事ではもちろんのこと、家族に対しても
特に子育てをしている時には特に一歩引いて物
事を落ち着いて考えることができました。

今、目の前にあることに本質的に何が必要な
のか、感情や気持ちを抑えたいがために逃げ道
を選んでしまってはいないか、流されてしまえ
ばその方が楽だけどそれが本当に良いことなの
か。「今」を解決したいために、落ち着いて冷
静に考えてより良い判断をするというのは、と

のですが最終的に良い方向に向かな
ければ、相手にとってもそれは毒になってしま
うこともあるのではと思います。 

もう寝る時間なのに宿題が出来なくて子供が
困っています。夜も遅くなったし…答えを与え
てしまえばきっとすぐに終わります。自分だっ
て疲れて眠いし、「まっ、いいか」と楽な方へ

HP／http://www.shalomwakaba.com
いのちを愛し 

園児たちによる

                                                                          

しん懸け

It is not how much we do, but how much 
love we put in the doing. It is not how 
much we give, but how much love we put in 

年にノーベル平和賞を受けら
れたマザーテレサの言葉です。何かに躓きそう
になった時にこの言葉を思い返します。それ
は、仕事ではもちろんのこと、家族に対しても
特に子育てをしている時には特に一歩引いて物
事を落ち着いて考えることができました。 

今、目の前にあることに本質的に何が必要な
のか、感情や気持ちを抑えたいがために逃げ道
を選んでしまってはいないか、流されてしまえ
ばその方が楽だけどそれが本当に良いことなの
か。「今」を解決したいために、落ち着いて冷
静に考えてより良い判断をするというのは、と

のですが最終的に良い方向に向かな
ければ、相手にとってもそれは毒になってしま

 

もう寝る時間なのに宿題が出来なくて子供が
困っています。夜も遅くなったし…答えを与え
てしまえばきっとすぐに終わります。自分だっ
て疲れて眠いし、「まっ、いいか」と楽な方へ

七夕写真

http://www.shalomwakaba.com
 いのちに仕えることによって

による七夕の飾り付け

                                                                           

け橋 
It is not how much we do, but how much 

love we put in the doing. It is not how 
much we give, but how much love we put in 

年にノーベル平和賞を受けら
れたマザーテレサの言葉です。何かに躓きそう

は、仕事ではもちろんのこと、家族に対しても
特に子育てをしている時には特に一歩引いて物

今、目の前にあることに本質的に何が必要な
のか、感情や気持ちを抑えたいがために逃げ道
を選んでしまってはいないか、流されてしまえ
ばその方が楽だけどそれが本当に良いことなの
か。「今」を解決したいために、落ち着いて冷
静に考えてより良い判断をするというのは、と

のですが最終的に良い方向に向かな
ければ、相手にとってもそれは毒になってしま

もう寝る時間なのに宿題が出来なくて子供が
困っています。夜も遅くなったし…答えを与え
てしまえばきっとすぐに終わります。自分だっ
て疲れて眠いし、「まっ、いいか」と楽な方へ

流されたいそれが人の常です。でも、一歩引い
て考えてみる。答えを教えてしまえばすぐに終
わるし子供も「ヤッター」で済みますがそれで
は、誰のためにもならない、子供のために決し
て良いことではありません。一緒に悩み一緒に
考える。時間がかかるかもしれ
んで困っている子ども自身に解決できるように
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て考えてみる。答えを教えてしまえばすぐに終
わるし子供も「ヤッター」で済みますがそれで
は、誰のためにもならない、子供のために決し
て良いことではありません。一緒に悩み一緒に
考える。時間がかかるかもしれないですが、悩
んで困っている子ども自身に解決できるように
導いてあげる。忍耐力や根性が、必要な時があ
るかもしれません、それでもどうすることが一
番良いのか、そうするにはどうしていかねばな
らないのかを見極める時間を大切にし、正しい
判断ができ、それを実行していく力を持てる人
間になれたらと思います。私自身、子育ては、
ほぼ終了していますが（笑） 

最後に日本語訳を付け加えておきます。
大切なのは、どれだけ多くをほどこしたかで

はなく、それをするのに、どれだけ多くの愛を
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は初めてで、最初は自分が何をした
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するばかりでした。
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つ仕事をしています。

勤務を始めた頃、先輩職員が

用者に「ありがとう」を連呼するの

にとても違和感がありました。
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「ありがとう」は自分が何かをして

もらった時の応答だと思っていたの

で、何がそんなに「ありがとう」な

のか腑に落ちませんでした。

でも、スムーズに動けない方、意

思疎通の難しい方などが、こちらの

お願いを受け入れて下さったことに

対して、嬉しくもあり「ありがと

う」の思いから、今ではすんなりと

言える様になりました。

また、

と行って貰えるととてもうれしく励

みになります。

 

先日の書道の時間に、デイサービ

スご利用の
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の感謝を込めて書いてみたと仰って

いました。

 

「ありがとう」の一言で空気を変

える力がある気がします。これから

も意識して「ありがとう」と発して

いきたいと思います。
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