ふみびと
じました︒
先日︑礼儀作法の 流派︑
小 笠原 流礼 法の 宗家︵ 家
元 のよ うな もの だそう で
す ︶で ある 小笠 原敬承 斎
さ んと いう 方の 著書を 読
ん だの です が︑ 礼儀作 法
と は他 者を 慮︵ おもん ば
か ︶る ﹁積 極的 なここ ろ
の 働き かけ と控 えめな 行
動﹂なのだそうです︒
きっ とこ の高 校生に は
﹁ 若者 ﹂で ある ことと 関
係 のな い他 者を 慮る心 遣
い があ った ので はない か
と思います︒

こころにゆとり
﹁最近の若者は⁝﹂
よ く聞 くこの 言葉 ︒実
は古 いと ころで は古 代エ
ジプ トの パピル スに も記
述があるそうで︑そういっ
た 風
｢ 習 は｣今 に始 まった
ことではないそうです︒
と はい え先日 とあ るお
店のレジで 並んでいた時︑
高校 生く らいの ﹁若 者﹂
がそ この ﹁大人 ﹂の 店員
さん より 礼儀正 しい 振る
舞い で商 品を受 け取 って
いる 姿 を見 て︑ 一 概に
﹁若 者﹂ ﹁大人 ﹂と 一括
りに はで きない な︑ と感

変化の視点

まだ 寝て いたい なと 思った 時に で

ち なみ にこ こで ご紹介
した 小笠 原流 礼法 は７０
０年 の伝 統を 誇る 流派な
ので すが ︑敬 称斎 先生が
宗家 に就 任し たの もわず
か３ ０歳 の﹁ 若さ ﹂での
ことだったそうです︒
と ころ で敬 承斎 先生に
お会 いし たこ との ある知
人に 話を 聞い たと ころ︑
先生 は礼 法を 極め ている
方で あり なが ら︑ 他者の
無作 法に 関し ては 求めら
れな い限 りは 事細 かに指
る︒おかげで今までただの義務だっ の憂 鬱が軽 くな る︒も ちろ ん︑さ
たブ ラッ シング が︑ 日々の ちょ っ わや かに目 覚め た日に は︑ さらに
とし た楽 しみに なっ た︒朝 起き て︑ 心を 弾ませ てく れる︒ ほん の少し
の奮 発で ︑こ んな にメ リッ トが
ある なん て︒ さて ︑今 度は 何を
新調 しよ う︒ そん な視 点で 生活
を見 まわす と︑ また気 持ち がはず

ヘアブ ラシ を新調 した ︒そう そ
う 買いか える もので はな いから と
ち ょっと いい ものを 選ん だ︒本 気
でこだわっている人からすれば︑
拍子抜 けする金額だろうが︑ そ
れでも 一度でわかるくらいに 使
い 心地が ちが う︒気 持ち いいく ら

んで くる︒ たま の贅沢 の効 能は予
想外に大きかった︒

お ご

摘さ れるこ とは ない そう
です︒
作 法を身 につ ける と︑
つい 人の無 作法 が目 につ
いて しまう もの です が︑
作法 ととも に時 には 人の
あり のまま も受 け入 れる
ゆと りのあ る﹁ ここ ろ﹂
も必要なようです︒
﹁若 者 で
｣ あることに
甘え ず︑﹁ 大人 ﹂で ある
こと に奢ら ず人 を慮 るこ
とを 忘れな い︑ 本当 の意
味で の﹁大 人﹂ でい たい
ものですね︒

出典﹁男の一日一作法﹂
光文社刊

お知らせ

★６月の発送日

月 の発送 は第 ２月 曜

6

日また

は 日︶まで に事務局 に
到 着す ること を︑ お近 く
の 郵便 局で確 認の 上︑ ポ
ストに投函してください︒

ぞ れ３ 日 前︵

日と︑第４月曜 日の
予定 です︒ 送りたいお 手
紙 があ る場合 には ︑そ れ

13
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も﹁ あ︑ でも新 しい ブラシ が使 え
るん だ﹂ と思う と︑ ほんの 少し 朝

気持ち弾ませる
手書き文字
い にスム ーズ に髪を とお ってい く
し ︑心な しか ツヤも 増し た気が す

27
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★アイデア募集中

文通 村をご 利用 頂い て
い る中 で︑気 にな るこ と
や ご要望 ﹁○ ○し て欲 し
い ﹂﹁ こんな のが あっ た
ら 便利 なのに ⁝︒ ﹂な ど
文 通村 をより 楽し くす る
ア イデ アを募 集し てお り
ま す︒ 皆様︑ お気 軽に ご

意見下さい︒

1

風船便はいつでも誰でも参
加できますが、その受取は新
規の方へ優先されます。
誰に届くかは風次第…。送
り方は簡単♪下の風船便切手
を切り取って手紙に貼り宛名
に「風船便を受け取った方へ」
と書いて、差出人名を書くだ
けです。あ
とは、事務
局宛の返信
用封筒に同
封下さい。
今までにな
い交流の始
まりです。
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