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はじめに 

女性の皆さんへ 
今回の内容はお付き合いしている男性、旦那さんにも見てほしい内容です。 
・自分の言葉では伝えづらい‥ 
・なかなか口下手で上手く説明できない‥ 

そんな方は動画でなくても 
このPDFをお渡しして一緒に読むのもオススメです。 

そして、男性の皆さんへ 
この内容はあくまでもイルティ個人の主観です。 

ですが、男性として 
惚れた女性を命懸けで愛して守りたい。 

その気持ちがまだあるのであれば 
昔のあなたらしさが取り戻せる内容でもあります。 

基本的には女性目線で 
お話は進んでいきますが、 

ぜひ、自分事として１つずつ当てはめながら 
読まれてみてくださいね。 
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どんな男性を選ぶべきか分からない‥ 

今回のお話は 
・理想の男性を探したい！ 
・どんな男性を結婚をした方がいいか？ 
・これからどんな夫婦になっていけばいいか？ 

それらを迷ってる方に向けての内容になります。 

イルティにいただく相談の中には 
・今の彼氏と結婚をしていいのか迷っている 
・結婚生活で気をつけるべきことは何か？ 
・結婚して幸せになるために、どんな男を捕まえて付き合うべきか？ 
などの質問が多いなと感じます。 

では、これらを解決しないままだと 
どうなると思いますか？ 

その悩みを放置したままでは 
「いつか結婚する時に失敗をして後悔するかもしれない…」 
「せっかく築いた家庭を崩壊させるかもしれない…」 
「自分の親にされた嫌なことを子供にもしてしまうかもしれない…」 

このように自分の行動に迷いが生まれ 
後悔したり、自分を責めながら 
何十年と生きてしまう可能性が高いです。 

ですが、もう大丈夫です！！ 

今回の内容を見ていけば 

男女がどのような事を気をつければ 
素敵な結婚生活を送れるのか？ 

それがわかるようになります。 
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実際、イルティは 
YouTube活動の裏側で 
音声相談を個別でやっています。 

その中で、夫婦円満コーチングという 
サービスもありまして 

夫婦２人と僕を含めて 
３人で音声相談をする時もあります。 

その、購入されるほとんどの夫婦が 
今日お伝えしていく根本を忘れて 

大切なパートナーに責めたり、 
子供の笑顔を奪ったりしてる傾向です。 

夫婦の間に僕が直接介入してますが 
実際に、間にはいた夫婦は全員、 
悩みを解決して、お互いの愛を取り戻してます。 

中には、離婚まで考えて弁護士に相談する 
一歩手前まで行っていた夫婦を 
円満に復活させたこともあるぐらいです。 

そのぐらい男女関係というのは 
特定のルールがあります。 

ぜひ、あなたには 
その根本を知って欲しいと思います。 

音声相談であれば 
その夫婦にとって必要なことだけを 
ピンポイントでお伝えはできますが、 

今回は色々な角度から 
大切なポイントをたくさんお伝えしていきます。 
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それでも、 
・私にできるかな～‥ 
・今の男性は、動画で言われる男性に該当しなかったらどうしよう！ 

と悩んでしまう方もいると思います。 
ですが、もう大丈夫です！ 

今回の「心の仕組み」を学んでいけば 
あなたが心から望んでいる理想の結婚像も 
発掘できる内容にもなっています。 

・どんな結婚生活をしたら幸せになれるのか知りたい 
・自分がどんな行動をすれば家庭がよくなるか？ 

そう思ってるのであれば 
ぜひ、最後までお読みいただく事をお勧めします。 

女性の皆さんは、 
こんな男性を捕まえて、 
こんな家庭を築いていけば 
女性も男性も、そして、子供もみんなが幸せ！ 

現在、結婚されてる方であれば 
旦那とは、ここを意識して向き合えば 
昔のような愛し合う男女に戻ることができて 

家族みんながハッピー！ 
という状況を作ることができます。 

ですが、ここでみなさん注意点です！ 

今日、説明するこの解説は 
あくまでもイルティの持論です。 

なので、これが世の中の教科書ではないし 
僕がいつも教えている心の仕組みをベースに 
こんな男女関係になればいいよね！ 

という提案でもあるので 
その点だけ考慮して読まれてくださいね、 
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夫婦関係が上手くいかないのは男性が原因 

いきなりですが、男女の問題で起こる原因は 

ほとんど男性が原因だと言えます。 

なぜなら、 
女性というのはコミュニティ重視の生き物 

コミュニティが自分の居場所であり 
その中で家庭を築くということは 
自分の一部を託している状態でもあります。 

そんな女性が自らの意思で 
愛し合いたい旦那との関係を壊してやろう！ 
という思考になることほぼないです。 
※もしある場合は、相当な理由があるときだけ 

関係が壊れてしまうまで 
・旦那に何かされた！ 
・旦那に浮気された！ 
・昔よりも当たりが冷たくなった！ 
・もう愛を感じなくなった！ 

そんな体験が積み重なってしまい 
この人とはもう無理かも。。。 
と女性は思ってしまいます。 

コミュニティ重視の女性と違い 
男性というのは軽いノリで裏切ったり 
このぐらいならいっか♪ 
という気持ちで夜の街に向かったりなどあります。 

ですが、女性が裏切る時は 
もう９割程はガチで本気ですよね。 

女性は毎日が楽しくて、充実してて、 
幸せな日々だったのに 
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急に、『もう裏切ろっかな』なんて思いません 
女性はコミュニティを 
大事にする生き物なので 

不器用で関係を悪化させてしまうような 
そのような試し行動などをするかもですが、 
本当に関係を壊しにかかってしまうのは 
主に男性側だったりします。 

ですが、ここで男女共に理解してほしいのは 
お互いのタイミングやお互いに協力し合って 
その男女関係を壊したというのが事実です！ 

ここで気を付けてほしいのは 
最初の原因を作ったのは男性かもですが 
男が100%悪いという事ではないです。 

関係が悪化した理由というのは 
100%どちらかではなくて 

お互いのこれまでのコミュニケーションにより 
共同作業により、結果的に成り立ってしまっただけです。 

本当は初期のように愛し合いたいのに… 
本当はお互いの誤解を解いたり 
すれ違いを解消してスッキリしたいのに… 

そう思うのになかなかうまくいかない！！！ 

実はここには大きな落とし穴があり 
男女ともにスタック状態という、 

身動きがとれない状態が続いているのが 
関係が修復できない原因だったりします。 
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理想の男の条件 

スタック状態の説明をする前に、 
まずは「こんな傾向の男性と結婚したら、いい家庭が築きやすいよ」 
という理想の条件を書き出してみました。 

【余裕感がある】 
余裕感があるというのは、メンタルが強いからと言えます。 
それがあるから、堂々として奥さん、子供を守ってくれる。 

ですが、余裕感がないと、いつもウジウジしてしまう。 
すぐに人のせいにしたりする、自分を守る事だけやって、相手を責めてしまう。 

【知性が高い】 
解決策が思いつくし、いつも冷静でいられます。 
焦ることもなくなる、いざという時に頼りになります。 

【ボキャブラリーが多い】 
ボキャブラリーが多いと頭の回転も速いし、 
IQも高かったりするので、 
冷静な判断をしやすい傾向です。 

また、相手のことを常に考えながら動けるので 
『相手にわからせよう！』というよりも 
『相手のことをわかってあげよう』という思考を優先できます 

【ユーモアがある】 
ユーモアがないと家庭がギスギスしやすいです。 
女性の気持ちを汲み取ったり、寄り添ったりできない 
女性は共感してほしいという気持ちすら汲み取れない傾向 

ユーモアがあるから 
お互いに笑いも生まれて幸せを感じやすかったりします。 
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【女心、女性性を理解（してくれる）】 
女心を理解できない男性は多いです。 
ですが、逆に男心を理解できない女性も多いです。 

なのに、 
男性にだけ、もっと男心を勉強してよ！ 
と言うだけ言うのに、その女性が男性の心を理解しようとしない。 

なぜなら、自分が愛されることだけに執着してしまってるから… 
そんな男女って多いと思います。 

例えば、 
外を歩いていて、急にイタリア人にイタリア語で話をかけられた場合 
理解できないから、無視したり、逆ギレしたりしますか？？ 

多分、わからないなりに 
一生懸命、相手の意思を汲み取ったり 
違う方法でコミュニケーションとれないか考えませんか？ 
なぜか、その優しさを奥さんや子供にはやらない男は多いです。 

だからこそ、それがちゃんとできる男性は 
すごくいい男性だと僕は思います。 

「理解はできないけれど、君はそれを求めているんだね」 
「こういうことなんだね、わかったよ！」 

「女の子は体が冷えやすいの！？ならお風呂沸かすね」とか、 
「たまに甘いもの食べたい！？ならアイスをいつも買っておくね」とか 
そんなことができる男性がいいですよね。 

なのに、 
女性がしんどい時に 

「ねぇ、ご飯まだ？」「あ、お風呂わかした？」 
とか言われると『こいつー！！！』ってなりますよね（笑） 
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僕はyoutubeではいつもお伝えしてますが、 
この人と一緒にいたら不幸なことでも笑って乗り越えていける！ 
そう思える男性と結婚するのが一番いいですよね。 

そして、今回は、ここをもっと深掘りをしていきます。 

イルティが最も重要視してほしい項目として 
これをやってくれる男性が超理想だと言えます。 

それが、 

何よりも絆を優先できる男性 

大切なパートナーと絆をしっかり作る！！ 
と意識できてる男性が 
本当に素敵な男性だと僕は思います。 

※いい男性を求めすぎても、 
あなたがいい男性と釣り合うか？ 
というのは、また別のお話です。 

なぜ絆を作ることが大事なのかというと 
世の中になる男女の喧嘩、 

例えば、夫婦喧嘩、離婚問題など 
それは結果としては、お互いを許せないとか 
憎しみがあるという感じだったりですが、 

元々の根本は相手を愛しているはずです。 
それが伝わらなかったり、すれ違いが発生して 
そのまま関係が修復せずに悪化してしまった 
という方が多いと思います。 
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愛し合ってる男女の罠 

男女の恋愛、夫婦関係というのは 
愛し合うがゆえに、恐ろしい罠が潜んでいます 

先ほど、説明をしたスタック状態（身動きがとれない状態） 
になると、人は怒りや悲しみを優先してしまいます。 

それによって、 
本当は相手を大切にしたいけれど 
自分の負の感情を優先してしまい関係が壊れる… 

そんな男女が世の中は多いので 
ここからは過去のご自身と見比べてみてください。 

【愛よりも心の傷】 
愛よりも心の傷を優先してしまう男女が多いです。 
相手を愛する想いやりより、相手への許せない！！ 
その感情を優先してしまう 

だけど、本当は大切にしたいはずなのに… 
そのように後悔したことないですか？ 

【感謝よりも不足】 
相手に感謝をしているはずなのに、 
それより自分は愛されてない！とか 
自分ばかりが損してないか？とか 
そんな足りてないことばかりを選ぶ人も多いです。 

相手の能力が低いとか、家事ができないとか 
それによって関係性が分断してしまう。 

感謝よりも不足に目を向けていては 
いい関係が作れたり修復するのは不可能です。 
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【幸福よりも正義】 
幸福よりも正義や選んでしまう人も多いです。 
楽しいことより正しいこと、という悲しい結果 

本来、幸せになるために生きてるのに 
それよりもルールを守ってないから許せない！ 
という正義に囚われすぎてる男女も多いです。 

幸福感を失うまでルールに囚われすぎでは 
関係がよくなることなんて不可能です。 

【信じるよりも疑う】 
相手を信じることを放棄したり、 
このパートナーで大丈夫なのかな～ 
と思い始めたら関係は壊れます。 

『信じられない、浮気してるのでは？』 
と思い始めると何やっても不信感です。 

『信じる』というのは 
プレッシャーになってしまう人もいますが 

『信じる＝任せる』でなくて 
『信じる＝恩を売りたくない』になってる男女も多いです。 

【理解よりも批判】 
理解よりも批判を選んでしまうと 
相手との関係は今以上に修復されません。 

このような選択してしまうことによって 
最初に説明したスタック状態に陥ってしまう男女が多いです。 
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これらのように、 
男女関係で重要なことは絆を作るです。 

ですが、その絆を作りたいと頭では思っても 
心がそれよりも相手を責めたり、 
関係を壊してしまう方に動いてしまう 

結果、相手を無視したり、非難したり… 
そんな生き方をして苦しんでる方は多いです 

相談者の中には 
「最初はすごく誠実性があったけど 
結婚した途端に彼は変わってしまいました」 

という内容も多いですが、 
・本当に男性だけの原因なのか？ 
・お互い、この罠に引っかかってなかったか？ 
そこもしっかり自分に当てはめるのが大事です。 

感情がコントロールできない夫婦って 
よくよく冷静に考えてほしいのですが 
子供が一番の被害者です。 

大好きなお父さんとお母さんが 
お互いを罵り合って、責め合って 
自分はどうしていいかわからなくなる 

その結果、子供はそんな 
両親を笑顔にできない無力さに 
自分を責め始めて、、、、 

男女の最初のすれ違いから素直にならないだけで 
本来手に入れれたはずの幸せを 
本人たちが壊してるだけの状況になってませんか？ 

それらを踏まえた上で 
【理想の旦那さん】ってこんな感じがいいよね！ 
というのを紹介します。 
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究極の理想の旦那像 

【PART1】 

旦那 → 奥さん → 子供 → やりたいこと 

↑こちらの流れを見てほしいと思います。 

この流れを解説すると 
旦那は常に奥さんを褒めたり、尽くしたり、構ってあげる 

そもそも、女性というのは 
「自分は大切にされてない！」 
と感じることにより不安が生じやすい傾向です。 

なので、男は奥さんを愛して、尽くして、 
かつ、逆らったりダメ出しもしないこと 
旦那は奥さんの尻に惹かれる喜びのまま生きる方がいい！ 

奥さんに愛を与えて、 
奥さんの心を常に満たしてあげる。 
そして、毎日「愛してる」と伝える。 

奥さんが機嫌を損ねていたら 
お菓子とかアイスとか言われる前に買ってあげる。 

そのぐらいのことをしないとダメです！！！ 

そうしないと 
奥さんは笑顔にはならないと理解しましょう。 

旦那は人生の９割を捧げるぐらいの気持ちで 
奥さんに尽くしてあげるから 
女性はいつも笑顔で居ることができます。 

女性というのは一人で強くなろうと思っても、 
ほとんどは離婚した後だったりします。 
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本当の意味で孤独の状態にならないと 
女性は本気で強くなろうと思いません。 

なぜなら、 
女性脳や女性性に 
そのようなシステムは存在しないからです。 

ここを男性にはわかってほしいですが、 
男性ができることを女性も同じように 
できると思わないでください。 

なのに、 
世の中の奥さんを不幸にする男は 

・これぐらいできろよ！ 
・こんなんもできないのか！ 
と言ってしまうのは 
もう本当に馬鹿野郎です。 

女性という種族は 
コミュニティで生きる生き物。 

近くに男性がいれば 
女性として愛されたい！ 
という気持ちが優先されます。 

これは依存ではないです、 
それが本能からくる女性の栄養源なのです。 

そのような女心を理解せずに 
男性の主張だけを押し付けてくるから 
家庭が崩壊するというのを男は知るべきです。 

女性目線で考えてほしいですが、 
同じ空間に心が通ってない人がいたら 

笑顔になりたくてもなれないし、 
女性は感情の生き物とも言われるから、 
『どのようにして解決していいか？』 
という道筋も言語化できずに苦しんでしまいます。 
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音声相談をいただく中でも 
夫婦の間に介入して、相談にのっていますが、 

女性側の心をどんどん深堀していくと 
本当は彼との問題を解決したい！ 

だからこそ、 
・私が強くなるしかない！ 
・私は完璧な奥さんになるしかない！ 
・私がしっかりしないといけない！ 

という思考になる女性が多くて 
これは裏を返せば９９％の確率で 
『私が悪いんだ！』 
という自分を責めてるパターンばかりでした。 

そんな状況になるから奥さんは 
旦那の前でも子供の前でも 
笑顔が作れなくなる状況になります。 

このように目に見えない真実を 
男性は本当に理解した方がいいです！ 

多くの女性は何か男性に対して 
不満が募り、我慢や遠慮が始まり 
スタック状態に陥ってしまった 
結果、浮気や不倫をしてしまうパターンです。 

根本としては、『愛してる』のに 
それがうまく噛み合わないでいる 

男性はそこを理解してあげてほしいです。 

ですが、女性も女性で 
自分が頑張ろうというのも大事だけど 
根性論で強くなろうという思考はやめてください。 

旦那さんと一緒に分かり合う方法や 
関係を修復するための「心の仕組み」を 
学んでいくのがすごく大事になります。 
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なので話は戻りますが、 

男性はいつまでも女性に尽くすのが重要！ 

女性は男性に尽くすでなく 
男性から愛されてる環境の中で、 
子供に愛を与えることがすごく重要です！ 

お母さんが過保護になってしまう理由は 
旦那が愛してくれないから、 
子供にとっての母親という立場を作って 
自分の居場所を作ろうとしてるからです。 

そうしないと、家庭の中に存在する 
自分を肯定できなくなるからです。 

愛してくれない 
存在を肯定してくれない旦那の代わりに 
母親というポジションを強調して 
子供から存在価値を認めてもらおうとして 

その結果、過保護になったり 
世話をかけすぎたり、心配を繰り返し 
自分の存在を肯定しようとします 

ですが、それは子供からしたら 
かなりの迷惑な話ですよね。 

色々な角度から解説をしてきましたが 
僕が一番伝えたいことは 

家庭が崩壊する夫婦関係が悪化する 
問題の起源は『旦那』からということ 
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旦那が奥さんを愛して、奥さんは心が満たされる 
そんな素敵な男女関係、別の言い方で言えば 
「男女のリレーションシップ」がうまくいくことで 

子供は自尊心が育っていき 
夢や理想などやりたいことが 
気持ちよくできるようになる。 

そしたら、 
子供もしっかり愛を学べて 
人間関係で愛を配れる素敵な大人になる。 

ちゃんと、この仕組みを理解して 
子供に我慢をさせない子育てをしてほしいと思います。 
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【PART２】 

男性らしさ ⇄ 女性らしさ 
                ↓ 
         子供への愛情 

そして、次の流れですが、 
男女のリレーションシップは 
こちらが理想の状態でもあります。 

Part1 ではあれこれお伝えしましたが 
こちらを重要視してほしいです。 

先程のパターン１は何かというと 
男性の方が女性性が強くて、 
女性の方が男性性が強い関係だった時の理想という感じです。 

結局、男女というのは 
まったく違う生物です。 

真逆な極性だからこそ、 
この男女関係が成り立ちます。 

ですが、 
男性性が強い男性と、 
男性性の強い女性では 

同じ極性だからこそ 
磁石で言うS極とS極だからこそ 
反発しあってめちゃくちゃぶつかり合って 
くっつくことがない状況になりやすいです。 

よくあるケースとして 
奥さんの尻に惹かれる男は 
鬼嫁とうまく行きやすいといえます。 
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ここでイルティが伝えたいのは 
男性は男性らしくいることで 
女性は女性らしくいることで 

必然的にお互いが 
真逆の極性を作ることができて 
必然的に惹かれ合う関係を作れます。 

付き合いたての当初は 
お互いにこれができていたので 
惹かれあって好き同士になったはずです。 

それが、お付き合いが続いて 
結婚生活が続いていく中で 

我慢をして 
遠慮をして 
ストレスを溜めて 
スタック状態になってしまうと 

男性は女性らしくなってしまい 
女々しくなっていく 

女性は男性らしくなってしまい 
たくましくなってしまう。 

そうやって、極性が崩れてしまい 
相手への魅力を感じなくなり 
関係が悪化する一方だったりします。 

これが男女関係が壊れていく 
流れの１つでもあります。 

これは男女共に理解していてほしいですが、 
愛を継続するのも、愛を修復するのも 

お互いの、２人の努力が、 
本当に必要だということです！ 
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結婚しても手を抜かない 

・恋をするのは受動的 
・恋をするのは能動的 

恋に落ちるということがあるように 
恋というのは気付い時には 
すでに恋をしていたりします。 

恋って勝手に落ちるイメージですよね。 
そして、好きだからアプローチしたりします。 

恋してる時の行動は、それ自体が楽しいから 
見返りを求めたりしないし 
好きだから、愛情表現が続きます。 

ですが、愛というのは 
『愛に落ちる』とは言わないし、 
愛を継続するのは愛する努力がすごく必要です。 

なので、個人的には愛というのは 
どれだけ愛を与えるという選択を選べるか！ 
とも言えます。 

それこそ、お花の水やりと一緒です。 
水をあげすぎても枯れるし、あげなくても枯れますよね。 
ちゃんと毎日、バランスよく水を上げるのが大事！ 

ですが、 

・愛する 
・愛を与える 
・相手を喜ばせる 
・相手との素敵な関係を築く 
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それよりも 
・自分の感情 
・許せないを選んでしまう 
そんな人は 
以下のような構図だと言えます。 

愛を与える ＜ 相手を責める 

愛よりも責めること 
自分が被害者であることを 
優先してしまっていると言えます。 

ですが、『愛を与える』という選択は 
やろうと思えば、やれますよね？ 

そのような『絆をどれだけ意識して優先できるか、 
そのような本当の自分の本心に素直になれるか？ 
ここが男女関係には重要だと言えます。 

本当に、愛し続けるにも努力は必要です。 

恋していた時みたいに、 
・彼と接点を作るためにきっかけを待とう！ 
・相手から告白してくるのを待とう！ 
というような思考によって 

「旦那とすれ違いになってるけど 
なんかきっかけがあればまた愛は復活するかな？」 

というのを期待をしてるのであれば、 
もう破局は確定だと思ってください。 

そこから状況回復できるのは 
世の中の１割程度だと思います。 

いつもお悩み相談室でもお伝えしてますが 
相手から来るのを待つのではなくて 

お互いがしっかり愛する努力をするのが 
本当の愛だと言えます 
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なので、付き合う前、結婚当初だけ頑張って 
後で手を抜くというのは禁止行為です。 

相手を愛するというのはそのような覚悟や 
相手を信じ続けるという強さが求められるので 
お互いの成長が必要になってくるもの 

奥さんを愛するというのも、あなたの努力が必要！ 
仕事や自分の男性としても使命を果たすのも大事だけど 
奥さんとの愛を育む能力も磨いてほしいと思います。 

ご飯を食べさせて、家賃を払って 
教育費を払ってるから役目が終わり！ 
というわけではないです。 

奥さんというのは旦那さんが思っている以上に 
苦しみや辛さを抱えながら、その弱音を吐かずに 
頑張ってる女性も多かったりします。 

これは実際に行われた実験ですが 

小学3年生くらいの算数のテストを 
成人男性に解いてもらう内容でした。 

普通にやれば誰でもすらすらと解けると思います。 

しかし、問題を解いてる最中に 
・大きな音がそこら中から聞こえる 
・座っている椅子を引っ張られる 
・何かゴミを投げつけられる 

このようなことをされながら 
問題を解くことができますか？ 

参加された男性は全員、 
「邪魔があるから解けなかった！！！」 
と回答されたそうです。 

これ、あなたの奥さんが毎日体験してることです。 
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やりたいことをやろうと思っても、 
・子供のこと 
・ご近所付き合い 
・体調が悪い 
・女の子の日 

そんな状況を毎日味わいながらも 
弱音を吐かずに、 
家事をやって頑張ってくれてます。 

それを理解できる男性になったほうが 
めちゃくちゃカッコよくないですか？？ 

そんな素敵な夫婦になるから 

息子さんだった場合 
・お父さんはお母さんといるとすごく幸せそう！ 
・ってことは、お母さんみたいな女性をゲットすればいいんだ！ 

娘さんだった場合 
・お母さんみたいな女性になれば！ 
・お父さんみたいないい男はゲットできるんだ！ 

このように憧れてもらえると親になれると思います。 

子供は、大人が思ってるほど馬鹿じゃないです。 
あなただって子供時代、馬鹿でしたか？ 

子供なりに、自分ができることを 
一生懸命にやってませんでしたか？ 

このようにパートナーの愛し方を 
ちゃんと学ぶのはすごく重要だということ！ 
うまく行ってないのであれば、学ぶしかない！ 

相手を愛するということは 
その方法を学ばないといけない 
じゃないと愛を継続するのは 
この現代社会では相当難しいです。 
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これは義務教育でも教えてくれない、 
ましては自分の親も教えてくれない 

だから、いつまでも不安を抱きながら 
苦しんでる夫婦が多いと言えます。 

なので、改めて 
何のために結婚するのか？ 

・自分を満たしたくて？ 
・安心したかったから？ 
・世間的に行き遅れた女だと思われたくないから？ 
・親のような人生を生きないように？ 

この理由だから絶対にダメ！ 
というのもないですが 

自分の本心をわかっていないと 
そこから生じるストレスにより 

無意識にスタック状態に陥って 
悪化してしまうパターンになりやすいです。 

なので『何のために？』が大事になります。 

自分は何のために 
・目の前の奥さんと結婚したのか？ 
・目の前の旦那と結婚したのか？ 

・目の前の女性と結婚したいのか？ 
・目の前の男性と結婚したいのか？ 

そことも向き合うこと、初心に戻ること、 
それが結果的に、大切なパートナーと子供が笑顔になります。 

そして、未来のお腹を痛めて産んだ我が子が 
笑顔に繋がるというのを忘れないでほしいと思います。
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