「工 」 と は 、 「― J 疫

「工 」 ま っ て 自 分 を 見 つ め る … 。

合掌
今回は 「
=す 」 とい うこ とについて考 えてみたい。
「
L儀を正す」等、 「
正す」 とい う言 い方を します。 「
姿勢 を正す」 「
ネ
整える」 「
まつす ぐにする」 とい う意味で
す。 これは、少林寺拳法の 「
道場での心得Jで 最初に学ぶ 「
却下照顧」に通 じるものだ と思 います。 「
却下照顧」
は、足元を照 らす とい う意味で、常に自分の在 り方を確認 しよ うとい うことです。具体的な行動 として、脱 いだ
履物を揃 えようとい うことですが、常に履物 を揃えることを意識す ることで、自分 の在 り方も振 り返 る習慣 をつ
けるとい うことです。
一」 と 「
「
工す」の 「
正」の漢字。本来の意味は違 うのです が、私 はこれを 「
止」の組み合わせ として考えま
一 時停止Jで す。つま り、 「
一」時、立ち 「
した。 「
止」まって、考 えることです。今 の 自分は正 しい在 り方をし
ているか、間違 つてはいないか とい うことを、立ち止まつて考えてみること、 これ こそ 「
正すJと い うことの意
味だと。人 は、 日常の生活 の中で、仕事や勉強など、諸々の事情に追い立て られ るよ うに、日々生活を していま
す。そんな慌ただ しい生活 の中で、なかなか、今 の 自分 の在 り方はどうかなど、改 めて考 えることはあ りません。
一」度立ち 「
ただただ走 り続ける生活では、 「自分」を見失 いがちです。 自らを 「
正すJと は、 「
止」ま って、自
分の在 り方を見直す とい うことだと言えます。
では、 「自分」 とは何か。 これ も漢字で考えてみると、 「自Jら

「
分」か り、 「自」 らを 「
分」けると読む こと
ができます。つま り、己を知 り(「分」か り)、または、諸々の事象 について 「
分」か り、「自」 らの生 き方を選ん
で(「分」けて)いくとい うことです。世の中のことを知 り、己のことを知 り、自らの生き方、在 り方を決めてい

くとい うことです。 よく言われる、 「自分を しっか り持ちなさいJと い うのは、そ うい うことです。 これは、少
林寺拳法 の 「自己確立」 につなが ります。
人は、ただただ歩き統ける、走 り続 けることだけが生きることではあ りません。時 には立ち上まって じっ くり
考 えてみるこ とも大切なのですね。
今 日、1月 17日 は、 「
阪神淡路大震災」 のあった 日です。今 日この 日をこ うして思い出す ことで、災害に備
えるとい う教訓 に した り、被災者同士の助け合 いや、多くのボランテ ィア、募金な どの温かい支援があった とい
〜 の 日」
う人 としての温かみに勇気をもらった りします。今 日だけではあ りません。暦 には、様 々な記念 日や 「
とい うのがあ ります。 これ らは、その 日ふ と立ち止まって、そのことについて考えてみてほしいとい う日なので
正す」 とい うことです。
すね。 これ も 「
日本人 の生活 ス タイルである、靴を腕 ぐとい うこと。 1日 の中で、何度 もあるこの行いの度に、自己の在 り方
を振 り返 ること、 これが、 日々 自分が正 しく生きているかを自らに問 う良い機会 になっているのです。 「
人 とし
て正 しく生きてい るかJと 問われたときに、いつでも胸を張 つて、「
はい。正 しく生きています。」 と言 える 自分
でいたい と思 います。
一休宗純」 とい うお坊 さんがいます。 とんち小僧 で有名な 「
一体 さん です。彼 の名前 「
一
私の好きな人 に 「
」
体」とい うの も、実はそ うい うことを表 していたのではないか と思 います。一休み して、自分 の在 り方を振 り返
って考えてみませんか とい うメッセー ジが込められているような気がするのです。
人が人生において立ち止まるとき、それはえて して控折感 を味わつている時が多 い。しか し、そ うした控折が、
自己を見直す機会 を与えて くれたのです。 じっ くりと自分 の人生について考える時間をくれたのです。有難いこ
とですね。人生そ うや って生 きてい く方が、くよくよと悩 んでい るより、よつぽど楽 しい と思いませんか。
結手

