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前回紹介 した拳士のお母 さんか ら、 下のよ うなお返事をメールにていただきました

主魔たより、拝抗いたしました。4/tは態れておりましたが、とてもをしそうでした。
私 も、先生 の寺 かれていた、人は競でも本未 「民くな りたい」 と頼 っているもの、 とい う挙 を口々鷺 しな
がら、子供 たらをみてお りました。 たた、息奉期 の八口に立 って、なか r4かそれを無 置に出せなかった り、
またちょっとしたことに傷ついて熊病になった りして、その願 いが兵 っす ぐにな く場 P/rを
るのはなか
凡つ tす
なか夫究なこヒだな、と 感 じてお うました。なので、今回の子鋲試験 での姿 を鬼て、白 乙力理 め られる、と
い う体験がこんなにも子供のミ を動かすのだ、と、この様 な社会 を持てたことを本 身に薦球 いたしました。
今後 とも、 この気持 らを忘れず、 しっか り自分 を鬼つめ ながら精と してはしい と思 い ます。
和 よ、次のような返事を送りました
メールあ りがとうござい ます。
おつ しゃる重 り、息ネ期 にさしかかった子供 は、 とて も維 しいですね。 しか し、 この複雑 な時期が、みと
がそうであったように、子供からえ人になるために人究査宰 な時lMでもあります。ね も小学校 の枚 民を務 め
て、今子 で20年 目になりますが、鳥奉域 の八frに立 った子供 たらと接するヤで尾 うことは、慈主人人が、
人人 として、子供たらに対 して、兵剣に、キ仕態を持 らながら接 しているとい うことを、試実 に示 してい く
ことが大力 なのではないかとい うことです。子供の吉☆にキ を頼 けなが ら、民い華は 良い、工 しい群は工 し
い、間主 っていることは間主 っている、そうい うことを、自分の考 えとして、子供 たらにしつか り示 してい
くことが夫"な のではないかと。attに
は声を紀げて言 うこともあるで しょう。 しか し、それみヤ
、単に 自分の
ブライドがあつ けられた とか、自分の立場 をす るためにどなったとか、そうい うことではなくて、本当に、
その子の ことを、その子の在 り方を工 してい きたい、そうい う気持 ちで、楽剣 に表魂 した吉者 は、摩かに伝
わる、そんな気が します。子供 とマ
Stつかることを恐れていけないなと思ってい ます。
ただ、を も学校 や客 ではそうしてい ますが、と能では、今 までは、前主院長の小次先生 のtOEと して期間
力張 かったので、あくまで濡佐後 としてやって きたため、そこまで強 く指率を入れられてい ません。ただ今、
ナ じずつ 略

色J を出 しつつ あるとい うところです。そんなわけで、第 発とも、進浅豊営 を凡守 っていた
た さ、ご協 力い ただけれ,rと思 い ます。 よろ しくお願 い致 します。
「
最近の若い人は ,t,。 J私 もそんな言葉を、しヽつの問に力掟 うような争齢になつてしまいまし亀 40歳 を過

ぎて、最遅思うのは、若V世 代の在 り方を責める前に、自分の、大人としての、責任ある社会人、教育者としての
在 り方を、もつと賞鮒 こ考えないとしWサないなとい うこと軌
「
子は親の背中を見て育つJと いいます1こ れを社
会に広ヽ本 去 「
若者は、社会の大人の背中を見て育つJと い うことが言えるので まないでしょう力、 つ まり、新 し
いtLftは、常に、その上の世代を見て成長しているので曳

もし、今の浄 W代 に問題があるとしたら、それ ま私

達、前 (?)世 代に 責 任があるとい うことなのではないかと思うの屯

「前 1穀1の
先 、記 tよ
子の数 」
rstlとは、姿かたちそのものを写すもの上

lk」 とは、手本と力横範 とい う意味で坑 つまり、子供の費 よ、
大人の姿をそのまま写しているとい うことであり、子供あるV増 若者の (任リデ tよ 大人である私達自身の ■
在
'で
リガ
い
ltlで
もあると うことなので曳 そして、
ある私達大人や規は、子供や若都 こ対 して、予ヽとして、模
'を
範として、人としての 化 リガ
示 していかなけ加才
れヽ
けない、そうい う責任を負つているとい うことなの軌
小さV頓 、「
ああい う人になりたいJと い う、人生の目標のような人がいまし/̲そ の人を常に自分の理想として
イメージしながら、いろんなことを考えてきたよ うに思いま丸 つまり、その人だつたらどう行動するだろう、ど
う■断 するだろうと。一種の 「
価値登駒 として,自分の中に大簡 ヒさせてきたのでしょう。時力過 ぎ、社会の中核
となりつ つある私達の午的 よ、そろそろ、子供たちの、若者たちの、日標となるにふさわしい人降なり、力なりを
備えていなけれ nWナ ないの力お 、そんな気がしま曳 また、これから、社会の担 い手となつていく若り拘 方々
に,よ 自分の在り方を明閥 こ確立できるまで,よ 自分の 日標とする人や尊敬する人を自分の中に持つこともいいの
かなと思いま汽
)で
私にとっての、今の行動の価値基準Fよ 少林寺拳法の 【
教え
曳 事あるごとに、少林寺拳桜の蒔 と として、
どう行動 しているかとVヽうことを自分に問Vヽ
力村するようにしていま丸 菊境すること'1まなかな力難 しいことです
"で
が、餓
ること
、行動 ま少 しずつ変わっていきま抗 大切なのは、自分がどう在 りたV功 ヽ
と、常に考えるこ
とだと思いま抗
結手

①冬の観日の田韓について
11月 になり、夜はめつきり冷え込むようになつてきまし名 そこで、冬の練習時の服装についてお知らせ しま
汽 練習欧 道着の下に、アンターシャツ等、着てもかまいません。ただし、練習の妨↓
〕こならない程度の服装に
してくださし、

②連路椰について
私のパ ソコンヘのア ドレス送信ありがとうございま丸 まだの方、早めにお願いたいしま丸 また、匁常の酪
ですが、私の携帯の方へ連絡いただけれ まと思いま丸
確

′彬

〜

コ ン ア ドレ ス
ドレ ス

③新春法会について
申現けの 1月 16日 (■lに、第一教広

さいたま市内の少林寺毒桜遣院 支部合同の 「
新春遊会 Gまう力 及び鏡師 き」を

行いま汽 午前 9時 か ら午後 3時 くらいまでの予定で曳 豚汁や8食 もでまえ 自での餅 つきもれ ヽ
ま曳 参加費につい
ては適院の方で出 しますので、人数確認のため、下記の用紙を提出くださV、 また、当日、豚汁作 りや俳つ きのお手伝い
ができる裸毒嗜の方おられましたら、記入 いただヽ料 まと思い ま曳
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新春法会に多加(
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お手伝いできる保題者の方、ご配入 ください。
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