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「あの時やめていれば」
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売の仲間内というのはお互い見栄もあ

はり仲 間 内の

すぐに頭 に浮

の烙印を背負うことへの心理的抵抗で

るし意地もあるから最初にやめるのは
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かぶがそれば

ある。世間向けに取り繕うことは出来る

本当に勇気がいるがよく踏ん切りをつ

のように言って

かりではない。

にしても自身をごまかすことは出来ない

けたと思う。

い た が「 廃 業

普段は冗談半

わけで、やはり事業を断念するにしても

Aさんの後も一人また一人と閉店し

できる 人 がう

分に「いやもう

自分との折り合いを付ける時間がどう

たが、
それもAさんが先陣を切ったこと

らやましい。私

資 金 繰りもし

しても必要になる。
この時ほど大義名

で精神的に楽になったことが影響して

の 場 合 、家 も

んどいし、この

分が欲しいと思ったことはない。家主

いると思う。
けれども今振り返ってみれ

土 地も担 保に

あたりが 潮 時

からビルを取り壊すから退出してくれと

ばやめた方が良かったのか我慢しても

入 っていて今

かな」などと軽

か、家族なり自分が健康を損ねて事業

継続していたほうが良かったのかと考

やめればホー

口を 叩 いてい

継続が難しくなったとか、大地震や大

えると継続していたほうが良かったとい

ムレスになって

てもいざとなる

火事の為そのどさくさでやめるとか、
な

う結論が出てこない。
そういう世の中の

しまう。ともか

となかなか 決

んにしても
「やむを得ざる」
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流れなのだろう。経済のパイが右肩上

くも継続するし
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