秋田県内在住の産業カウンセラーの皆さん、こんにちは！

今思うこと
秋田ふ れあ いこ まち会

回覧板 冬号をお届けします！

年齢を 重ね 、途 中転 職も 経験し なが ら、長年
松本美 知子

仕事を して きた 中で感 じ ていた こと が、今の 仕
事への第一歩であったと思います。定年前は

新春（ 編集 部注 ：執筆 時 ）のス ター トに 当た

「その 後は どう やって 生 きるの か 」が課 題で し

り、リ レー 投稿 を承り ま した。 コロ ナ禍 にあっ

た。また 、バブル 経済 の 崩壊や 、会社 の存続 に

て私達 の生 活も 変わっ て しまい まし た。 わたし

関わる 事件 、仕事場 を失 う、東日 本大 震災 、と

の生活 も様 変わ りしま し た。昨 年１ 月で 今まで

次々と思い出されます。そのような中にあっ

継続雇 用さ れて いた企 業 を退職 し、 縁あ って 一

て、あ る広報 に“いの ち”という 言葉 が印 象的に

昨年取 得の 資格 （キャ リ コン） を活 かし た仕事

残りま した 。そ して 、そ の後の 活動 のき っかけ

をさせ てい ただ いてい ま す。こ れま でを 思い起

ともな りま した 。秋 田で の仕事 場は 無く なりま

こし、 今思 うこ とを述 べ てみた いと 思い ます。

したが 、大宮へ 単身 赴任 をさせ てく れた 会社に

今から 50 数年 前、 長野 で高校 生ま で過 ごし

は、感 謝し てい ます。

て、高 度成 長期 で就職 率 （女子 ）の 良か った東

その年 は、東日 本大 震災 の年で あり 、今 年で

京の短 期大 学に 進学し ま した。 当時 、わ たしが

１０年 とな りま すが 、教 員で、産休 に入 った 娘

通う学 校に は、 大人び た 年齢差 のあ る方 が多く

がお産で命を落とすという信じられない事態

学んで いた こと に、驚 い たこと が思 い 出 されま

が起こ った のも この年 で した。

す。社 会に 出て お金を 貯 め、資 格取 得や ら教養

生前娘 はわ たし のこと を「お母さ んは 中途半

を身に 付け ると いう目 標 をもっ て入 学し ていた

端」と 言っ てい ました 。 思い起 こす と、 現在 、

のです 。

某大学 で学 習す る事の き っかけ には 、こ の娘 の

最初の 仕事 に就 いた時 に も、そ のよ うな 人に

ひとこ とが あり ました 。自分よ り年 長者 の学ぶ

出会い まし た。 彼女は ど う見て も数 字を 扱う銀

姿勢 、若 くとも 目標 に向 かう姿 を目 の当 たりに

行員と は少 々か け離れ て おり、 仕事 では ミスの

出来ま した 。先 人た ちが 研究を 重ね 、引 き継 が

連続で した が、 宴会で は 、楽観 的で 明る く元気

れる知 恵や 知識 を学び 、昔と違 った 学び なおし

に、当 時は やり のピン ク レディ ーな どの 物まね

から 、こ れから の自 分を 見つめ る機 会に 巡り合

や歌で 、皆 を楽 しませ て くれま した 。彼 女は２

いまし た。

年間で 学費 を稼 ぎ、保 育 士を目 指し て学 校に通

そして 、この投 稿を する にあた り 、前向 きで 、

う為に 退職 しま した。 目 標に向 かう 彼女 には適

斬新な感覚のある恩人との出会いがありまし

職と誰 もが 納得 しまし た 。自分 自身 の過 去を振

た。さて 、これか らど の ような 人 、出 来事と の

り返っ た時 、彼 女たち の ような 目標 や 価 値観、

出会い があ るの でしょ う か。そし てどの よう な

信念と いっ たも のがあ っ たか？ と問 うと 、自分

思いや 気づ きを するの で しょう か。 考え ると 、

の生き てき た時 代背景 や 環境の せい にし て、自

好奇心 は止 まり ません 。

分の存 在す ら考 える事 が なかっ たな ぁと 思いま
す。別 の見 方を すれば そ れだけ 一日 一日 の生活
を懸命 に生 きて いたの か もしれ ませ ん。

