
1

Dreams come true♪
こんな自分でも出来たんだから、誰でも やりたいことや叶えたい夢は、叶う♪
By Juichi Tagawa

　みなさま、こんにちは♪ELEVEN 

VILLAGEの寿っちゃんこと寿一です。
今日は、ここ３ヶ月で劇的に変化した
自分自身に起きた変化や気付き、そし
て学びをシェアしようと思います。何
故このようなことをしよう！と思った
かと言うと、こんな優柔不断で、心配
性で、口だけの 自分でも出来たんだか
ら、絶対みんなも やりたいことや夢が
ある方は、必ず叶う♪と心から思いま
すし、みんなと一緒に新しい世界へ旅
立ちたい！と思い、この記事を書こう
と決心！しました。ここ三ヶ月で自分
の身に起こったことは、全部で７つあ
るので、一つずつ書いてゆきます。

　まず、１つ目は、自分自身に自信が
付いたこと。ずっと昔からの悩みだっ
たのが、自分に自信が無かったこと。
自分の考え、気付き、ひらめきに自信
を持つことが出来なかったんで
す。。。それが、今は自信がつき、自
分の考え、気付き、ひらめきを大切に
出来ていてるので、自分のことを大切
に出来ています。結果、相手の大切に
してることも大切に出来るので、人と
の繋がりが、以前よりも深く繋がれる
ようになりました。
　二つ目は、全てOK!と、心の奥から
思えるようになったこと。今までは
Happyなことは、◎。SadやAngerな
ことは×。と思っていました。

なので、Happyなことは喜んで話すけ
ど、SadやAngerなことは隠していた
し、そんな感情を出すのは格好悪いの
で、何重にも、頑丈な蓋をしていまし
た。結果、感情がいつの間にか無くっ
てました。だけど、今は、喜怒哀楽、
全てが◎。色んな感情を味わって、人
生の幅がより一層広がりました。
　３つ目は、自分の感情、素直な気持
ち、普段感じていることに素直になっ
たこと。今までは、日々の忙しさで、
人生を味わないで、作業としてこなす
ことに没頭。いかに早く 仕事を終らす
かに専念してました。それに、イヤな
ことがあると、、、心を閉ざし、いつ
の間にか
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心がカチコチになる。しかし、今は、その心がほぐ
れ、、、やわらかくなり、リラックスすることで、
自分の感情、素直な心、感じてることに、素直になる
ことが出来てます。すると、自分の心の奥から湧き出
る感情や、今まで、ずっーと温めてきた気持ちに出逢
えることが出来ました。その泉を発見出来たことは、
本当に大きな収穫です。
　４つ目は、どれだけ心を込めて出来るかに専念して
いること。今までは、仕事量を大切にしてました。つ
まり、どれだけ仕事をこなすか、一日にどれだけの仕
事量が出来るかを重視してました。しかし今は、感情
ベースで、自分の心に素直になって、やりたいときに
やり、休みたいときは休む。そして、仕事量よりも、
どうやったら、相手が喜んでくれるか。ゆっくりで
も、OKなので、どれだけ心を込めて、愛を込めて、
出来るか、ということを大切にしよう！と思えるよう
になりました。
　５つ目は、これは、凄く重要なポイントだと思いま
す。ここ大切です。今までの私は「思考は現実化す
る」や「イメージングの大切さ」について知っていた
し、やっていたつもりになってました。夢100個書い
てみたり、宝地図を作ったり、自分なりにイメージン
グしてみたり、、、頭では、分かっていたが、、、イ
メージしても願ったことは、実現しなかったんで
す。。。しかし、今は、イメージしたことは、のちの
ち自然と叶うようになったんです。

　それは、より具体的にイメージし、そして、そのイ
メージに感情や、感じてること、見えるもの、聞こえ
る声、、、などをより鮮明にイメージすることで、不
思議とイメージしたことは叶うようになりました。イ
メージすることが先で、後から現実が付いてくる感
覚。だから、頑張ってる感もなく、至って普通。もう 
叶ってるのが当たり前で、普段から生活しているの
で、すっごく楽しい。しかも、あとから現実が付いて
きて、自然と夢が叶う。
毎日朝から晩まで、一生懸命頑張っていたのが、、、
今は、頑張らず、普通に、楽しく、自分が感じるま
ま、無理せず過ごしています。もっと言うと、今は、
努力感なしに、夢は、叶うものだ、と確信してます。
今までのと自分と比較すると、本当に不思議で仕方な
いです。
　６つ目は、姿勢が変わったこと。不思議と姿勢が変
わるだけで、沢山のことが変わっていきました。ま
ず、声色が変わりました。お腹の奥から声が出てるの
で、自信いっぱいの声が出て、相手への伝わり方も変
わりました。次に姿勢が正され、自信があるように見
え、相手の反応が変わりました。そして、逃げないよ
うになりました。これは自分の中では、とっても大き
なことで、昔までは、癖で、何か物事が起こったとき
に、自然と逃げてました。向き合えてなかったんです
よね。（それは自分では、全く気が付いて無かったん
です！笑。）そして、最後は、念願の猫背がやっと治
りました！笑 この姿勢を治すことは、簡単だけど、
ビックリするぐらい効果抜群です！　

イメージすることが先で、後から現実が付いてくる感覚♪
より具体的、より鮮明に、感情、視覚、聴覚、体感などを感じ尽くす。
By Juichi Tagawa
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“Lorem Ipsum Dolor Set 

Ahmet In Condinmentum. 

Nullam Wisi Acru Suscpit 

Consectetuer viviamus 

Lorem Ipsum Dolor Set 

Ahmet. Lorem Ipsum Dolor 

Set Ahmet In Wisi Acru 

Suscpit Consectetuer 

viviamus.”

Leo Praesen

　最後、７つ目の最後は、大切にすることが変わった
こと。今までは、人の応援。まず何よりも最初に、人
の応援をし、そして、余った時間に、自分のことをし
てました。しかし、今は、まずは自分の夢を叶えるた
めのことをしてます。その上で、自分の夢を通じ、自
分の夢で、みんなへの応援や社会貢献をする！＆した
い！と思えるようになりました。これを読んでる方か
らしたら、そんな当たり前だよ、それが普通だよ、と
思うかもしれまんが、自分にとっては凄く大きなこと
なんです。
　そして、自分の夢を叶える過程や、夢を叶えたこと
で、学んだこと、気付いたことをシェアして、みんな
の役に立ちたい！こんな自分でも出来たんだから、絶
対みんなも、やりたいことや、夢は叶う！と心から思
えるようになりました。

　今までの私を知ってる人なら、みんな分かると思う
けど、優柔不断で、心配性で、口だけで、、、
こんな私でも、小さなことから大きなことまで、やり
たいこと、欲しかったもの、ずっーーーーー前から叶
えたかった夢が叶いました。
　なので、絶対に、みんなも、やりたいことや夢は、
絶対に叶う、と心の奥から思います。
　今は、４月で何かは始めるのには、絶好のチャン
ス！絶好の時期だと思うので、是非この最高のタイミ
ングに、
　私と一緒に、そして、みんなと一緒に、新しい世界
へ旅立ちましょう！！！！！！
　最後まで、つたない文章をお読み下さり、誠に有り
難うございます。次回の不定期！？「月刊ELEVEN 
VILLAGE」は、岡山での生活について、書こうと考え
てますので、お楽しみに♪See you＾ー＾

Let’s start to go new world together!!!
私と一緒に、みんなと一緒に、新しい世界へ旅立とう！！！
By Juichi Tagawa
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