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「子育てをいっしょに楽しむ」「子育てをいっしょに楽しむ」

『年寄りのための童話 長生きを楽しむコツ その十二』で、第２０話

「相客を楽しむ」を書きました。その一部をこの事務所便りの３１１号、

３１２号（平成２８年３月号、４月号）で紹介しました。予想もしないほ

ど、反響がありました。「夫婦は、あまり干渉し合わない方がいいようで

す」とか、「わが子といえども、自分の思い通りに育てようなどと考えな

い方がいいですよね」などと、共鳴して下さる方が多くおられました。講

演会や本などで紹介して下さったり、出版している本に転載して下さった

方もおられました。ただただ嬉しく、感謝、感謝です。

調子に乗りました。「相客を楽しむ」に続くものを書いてみたいと考え

ました。「相客を楽しむ」を一歩前進させたものを書きたいと思ったので

す。そんなことを考えていましたら、相客として隣にいるだけでなく、せ

っかく夫婦、親子、兄弟、恋人、友人、同僚、隣人となれたのです。「求

められたら手を貸す」だけではなく、「いっしょにやることを楽しむ」こ

とを『長生きを楽しむコツ』のアイテムとして書くことにしました。

「いっしょにやることを楽しむ」の１話として、この事務所便りで「子

育てをいっしょに楽しむ」という話を、本の発刊に先立ち、紹介します。
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「子育てをいっしょに楽しむ」ということの他にも、「いっしょにやるこ

とを楽しむ」ことはたくさんありますが、今回は「子育てをいっしょに楽

しむ」を紹介します。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

〇 相客から共同作業を楽しむへ

『長生きを楽しむコツ その十二』において、第２０話『相客を楽しむ』

と題し、「夫婦も親子も兄弟も、はとバスの相客同士のような関係が人生

を楽しみ合える」と述べました。

「互いに少しでも相手の役に立てればそれで十分であり、一定の距離を

置いて、あまり干渉しない方がうまくいく」という話をしました。

それはその通りだと確信しています。ですが、もう少し欲を言えば、運

命的な出会いで夫婦、親子、兄弟、恋人、友人、同僚、隣人となれたので

すから、「干渉しすぎない」、「求められたら手を貸してやる」というだけ

ではなく、「いっしょにやることを楽しみ合おう」と、もう一歩踏み込ん

でみたいものです。

互いに相手を 敬 いながら、同じ目的に向かっていっしょにやることを
うやま

楽しめれば、相客の関係からもっと進化した関係になれそうです。

１人で楽しむより、誰かといっしょにやった方が楽しいことはたくさん

あります。そもそも、誰かといっしょにやらなければ、１人ではできない

ことも多くあります。

スポーツの中にはチームでなければできないものが少なくありません。

恋愛だって、夫婦生活だって、親子だって、兄弟だって、友人・同僚・隣

人だって、１人では成り立ちません。

「誰かといっしょにやることを楽しむ」ということは、「人生は楽しみ
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合うのみ」という『いなべんフィロソフィー』においては不可欠な要素な

のです。

殊にも、夫婦、親子、兄弟、恋人、友人等の深い縁で結ばれた人間関係

を楽しむためには、いっしょに楽しみ合うアイテム（品目、道具）を持つ

ことは大事なこととなります。

このアイテムは、特別なことではなく日常、つまり、普段の生活の中に

ゴロゴロ転がっています。無意識にいっしょにやることを楽しんでいます。

それをもう一度見直し、意識的に深めることを提唱したいのです。今回は、

それぞれの置かれた関係の中で、「いっしょにやることを楽しむ」具体的

方法について考えてみます。

こんなことは、改めて言わなくても多くの人はすでに実践していますが、

この機会に見直し、もっと深めるきっかけになればと願っています。

〇 運命共同体

「運命共同体」などという言葉もあります。「人間の生き方やものごと

のなりゆきの吉 凶を、同じ条件で結びついている仲間」（角川必携国語辞
きっきょう

典）というような意味だと思います。

吉凶とは、縁起や運のよい、悪いということですから、「共にやり、共

に笑い、共に泣く仲」ということになります。

現在、地球上には７３億人を超える人間がいるそうですが、死んだ人、

これから生まれてくる人も入れたら、人間はほとんど無限の数となります。

その中で、共にやり、共に笑い、共に泣く仲という人間関係は、そう多く

はありません。せいぜい、数人ないし数十人というところです。運命共同

体となれるのは、奇跡的な縁なのです。

せっかく奇跡的な縁で運命共同体となったのです。何かをいっしょにや

って、人生を楽しみ合いたいものです。
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「人生を楽しみ合う」ためには、共同、つまり、２人以上の人がいっし

ょに何かをしたり、結びついたりすることを楽しみ合うことが最も大事な

ことです。

はとバスで、どじょうを食べに行っても、自分１人だけが旨いどじょう
うま

を食べられるということはないのです。不味いどじょうに当たったら、自
ま ず

分も不味いし、相客の誰もが不味いのです。旨いどじょうに当たったら、

自分だけではなく相客も旨いのです。これも運命共同体なのです。はとバ

スの相客という短時間の運命共同体もあるのです。

はとバスの相客は、短い時間ですが、その間は運命共同体なのです。も

のごとのなりゆきの吉凶を同じ条件で結びついている仲間は、自分の意志

とは関係なく、その時々によって生まれます。

その中でも、夫婦、親子、兄弟、友人、チームメイト等は、はとバスの

相客と比べれば長時間、場合によっては一生の運命共同体となるのです。

このような関係は、特別に縁の深い関係です。

長い間続く運命共同体という関係では、いっしょにやることを楽しむか

どうかは、人生そのものを楽しみ合えるかどうかということになります。

この運命共同体となった仲間を楽しみ、いっしょに何かをすることを楽

しみ合うことが、『いなべんフィロソフィー』の哲学である「人生は楽し

み合うのみ」を実践する最重要アイテムなのです。

「いっしょにやることを楽しみ合う」ことは、いろいろと体験しました。

７４年間の人生でいっしょにやって楽しかったという印象が強かったこと

を、『長生きを楽しむコツ』の第２１話としてまとめてみます。

「いっしょにやることを楽しむ」具体的な方法は、無数にあります。第

２１話だけでは、その中の大事な部分だけでも書ききれません。第２２話

として「その２」を書きたいと考えています。



- 5 -

〇 夫婦でいっしょに子育てを楽しむ

「いっしょにやることを楽しむ」ことの代表は、夫婦だったら子作りと

子育てでしょう。この子作りと子育て作業をいっしょに楽しんでやること

は、夫婦という関係を楽しむ上では一番の共同作業です。

弁護士という仕事柄、離婚事件にかかわることは少なくありません。そ

の体験から、子作り作業は共同作業として楽しみながら、子育て作業につ

いては、いっしょにうまくやれない夫婦が多くいるという印象が強くあり

ます。

子作り作業は楽しんで一緒にやれているのですが、子育て作業はいっし

ょに楽しんでいないのみならず、子育て作業のトラブルが原因で離婚する

夫婦さえ少なくないのです。

離婚話となれば、子供の奪い合いとなります。こうなっては、子育ては

夫婦がいっしょに楽しむアイテムどころか、争いのアイテムになってしま

うのです。

子作り作業だけでなく、子育て作業をいっしょに楽しんでやらなければ、

子を持つ夫婦としては、夫婦がいっしょに人生を楽しむ大事なアイテムを

捨ててしまうことになります。

子育てを夫婦でいっしょに楽しんでやる。これは、夫婦がいっしょにや

ることを楽しむ基本形です。ここができなければ、夫婦は他のことをいっ

しょに楽しむことなどできません。

子育てをいっしょに楽しめれば、老人となって孫育てをいっしょに楽し

めます。子育てをいっしょに楽しむことは、子作りを楽しむような一瞬の

楽しみと違い、いわば一生ものです。

これを楽しむことは、「人生を楽しみ合う」という哲学の実践において、

夫婦としては最も有効な方法です。夫婦は、一面でははとバスの相客の距

離を保ちつつ、子作り、子育てという共同作業を深く楽しみ合うべきです。
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そして、その延長線上というか進化形として、老夫婦が孫育てをいっし

ょに楽しむところまで行きましょう。

孫育てを楽しむことは、子育てを楽しむこととは一味違います。体験す

ればわかりますが、しみじみ「孫と遊べてよかった」と実感できます。「子

育てができ、その上、孫育てまでやれ、自分達の夫婦関係はよかった」と

思えます。「自分達夫婦の人生はよかった」との思いは、老夫婦でいっし

ょに孫育てを楽しんでいる時に、心の底から湧いてきます。

３人の子供達はみな成人し、私達夫婦は２人の孫といっしょの時が楽し

い時間になりました。曲がりながらも子育てを終え、孫といっしょになん

だかんだとやっていますが、孫に対しては「ああしなさい、こうしなさい」

と言う場面は、孫の身が危険だと思う時以外にはありません。孫に対して

は、一切注文はしません。

５歳の孫娘は、「ジッチは怒ったことがないけど、どうしてなの？」と

聞いてきます。「可愛いからだよ♪」と言うと、「そう」と言いながら嬉

しそうにしています。

パパ、ママに叱られ、ババにも叱られ、最後の 砦 はジッチです。この
とりで

時ばかり、ジッチに救いを求めてきます。チャンスとばかり、抱きしめて

やります。

３人の子供達を育ててみて、うるさく注意をして育てた子と、あまりう

るさく言わなかった子とを比べてみると、その出来上がり具合には差はな

いという印象です。

上の２人は年子ですが、上の２人と下の１人は１０歳くらい離れていま

す。上の２人に対しては、うるさいことを言いました。下の子には、うる

さいことは一切言いませんでした。成人した子供達を見ていますと、どち

らも差はありません。

親がうるさく言わなくとも、世の中に教えられ、自ら成長し、それ相当
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に自己形成をしているようです。

親だからといってうるさいことを言う必要はないのです。親や子供が面

と向かって話し合う時間など、ほんのわずかです。１日のうち何時間ある

でしょうか。あまりありません。

子供は、学校や友人や世の中で揉まれて成長していくのです。接する時
も

間は割と少ない中で、うるさく言うより互いに癒し合った方がいいのです。
いや

離れていても、話をしなくとも、互いに愛し、愛されているという思い

があれば、それでいいのです。接し合える時には、愛情を注ぎ合えばそれ

でいいのです。それが強い印象として心に染み渡るのです。「思ってくれ

ている」という信頼関係が生まれるのです。

「孫に対しては責任がないから、ただ可愛いだけで怒らないのだ」とい

う方もいますが、私の経験では、子育てをしてみて、怒る必要はあまりな

く、愛情を表に出し、夫婦で子育てをいっしょに楽しむだけで、子供は素

直に育つという確信があるから、孫を怒らないのだという印象です。

つまり、老人は子育ての経験から得た知恵があるのです。子育ては、怒

ったり厳しく躾けたりしても効果はなく、「癒し合い、愛し合い、楽しみ
しつ

合えば、それでよい」という体験から、「ただ愛情を注ぐだけ」という孫

に接するベストの方法を体得しているのです。

夫婦は、子育てをいっしょに楽しみ、孫育てをいっしょに楽しむという

身近で素晴らしいアイテムがあります。これに感謝し、これを活用しなけ

れば、「人生を楽しみ合う」という『いなべんフィロソフィー』は実現で

きないのです。

夫婦でいっしょに子育てを楽しむことは、運命的な出会いで夫婦となり、

一生という長い間運命共同体として共に歩むことになる夫婦関係におい

て、いっしょにやることを楽しむコツの基本であり、これがうまくやれな

いようでは、夫婦は「いっしょにやることを楽しむ」ことは難しいと思い

ます。
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

『田舎弁護士の大衆法律学
ある医療過誤裁判に対する疑問

過失と因果関係の証明』

この本は、すでに三陸印刷株式会社さんに入稿し、現在印刷作業に入っ

てもらっています。７月中には発刊できるのではないかと思われます。

医療過誤裁判に対する疑問や 憤 りをぶつけたいと思い、書き出したの
いきどお

ですが、書いているうちに「自分の説得力不足に問題があったのではない

か」ということに気づきました。そこで、第３段として、説得方法はなか

ったのだろうかと勉強し直してみました。

第３段の書き出しには、「この段では、『窮鼠猫を噛む』の思いで、こ
きゅうそねこ か

のような裁判所を説得する方法はないかと思い詰め、『雨垂れ石を穿つ』
あ ま だ うが

の雨垂れの一滴にでもなればとの思いを込めて、裁判所を説得する方法に

ついて、いま思いつく自分の考えをぶつけてみます」と述べました。

その上で、主な説得方法として、下記目次に記載した方法を紹介しまし

た。未熟なものですが、医療過誤裁判のみならず、苦しい民事裁判を闘っ

ている弁護士の先生方の何かの参考になることがあれば、こんな嬉しいこ

とはありません。お読みいただければ幸甚です。

ご購入いただけるような代物ではありませんが、購買申込書を同封させ

ていただきます。

●目次

第３段 説得方法

１．説得力不足を反省
２．主な説得方法
○ 証明の程度と判断のよりどころ
○ 民事裁判の場における証明
○ 「ルンバール事件」最高裁判決

○ 相当程度の可能性理論
○ 期待権の侵害
○ 経験則
○ 推認論
○ 推定則
○ 割合的認定論
○ 民事裁判の本質論


