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朝は 「
おはよう」 の 一言 から

あけま しておめ でとうござ います。

本年も、延命 山正光寺 初詣 にご参拝賜りあ りがとうござ います。
「一年 の計 は元旦にあ り、 一日 の計 は早朝 にあ り」と申 しますが、皆様方 も平成 二十 二年寅年 の新年
の朝を気持ち新 た にお迎え にな った ことと思 います。
と ころ で、朝 のすがすが し いお 日様 の光を浴び る こと は、生命 にと ってはと ても大事 です。朝 日は体
内 のリズ ムを整え、 日 々の健康 を保 つためには欠 かせな いと言われ て います。
「
早起き は三文 の徳 （
得）」と いいますが、仕事 であれ、遊 び であれ、 一日 のことを成す には朝をどう
過ごす かで良 くも悪くも変 ります。 「
夜寝 て、朝起き る」は古 より当たり前 のことな のですが、現代 人に
と っては、 そう も いかな いよう です。朝 に元気が無 く、夜 に元気 があ ると いう よう に、朝起き る ことが
と ても つら いよう で、 また夜 早く寝 る ことを惜 しむ人が多 く見受 けら れます。 江戸時代 の儒家 で、健康
長寿 の秘伝書 とも言われ て いる書 「
養生 訓」を記 した こと で著名な 貝原益軒 の言葉 に 「
古 人は 人 の朝
早く起 く ると、遅 く起 く るとを 以 て家 の興廃 を知 ると言 へり。朝 早く起 く るは家 の栄え るしるしな り、
遅 く起 くるは家 の衰 ふ因な りと言 へり。」とあ ります。 しかし、今 の日本社会 は、朝型 ではなく夜型だと
い っても過言 ではあ りません。
夜型社会 は、 犯罪 の背景、 環境 問題、教育 問題 の大 きな要因 にな って いる ことを私たち は自覚 しなけ
ればな りま せん。特 に問題な のが、 眠らな い子ども の増加 です。 世界 の国 々の中 でも 日本 の子ども は最
も遅寝 であ ると調査さ れ て います。 そして遅寝 であ るため、睡眠時間が短 く、 かえ って子ども の成長 に
害 を及ぼ す とま で言われ て います。最 近 の医学的な 見解 では、睡 眠時 間 の減 少 は、 子ども特 に幼児期な
ら脳細胞 の形成 に良 くな いとさ れ、 小学 生だ と学習能力 の低 下、集中力 の欠如、感情 の不安定 に つなが
り、大 人に至 っては老化をすす めるとされ て います。
こう した こと は、最 近 の小学生 の学 力 テ スト の結 果を みれば 端的 に表さ れ て います。夜遅 くま で遊 ん
だ りして、睡眠時間 の短 いに子ども に対 して、夜九時ご ろま でには就寝 して、早起きを して いる子供 は、
塾 に行 かな く ても学校 の授業だ け でそれな り の結 果を残 して います。 あらため て 「
よく寝 る子は育 つ」
と いう諺を噛 みしめなければな りません。
夜型社会 から脱す るためにも、朝 の時間を有意義 に過ごす ことを考え よう ではあ りませんか。
ちな みに僧侶 の生活 は、朝 のお勤 め （
勤行） から始 まります。 お勤 め開始 は、 日 の出頃が基本 です。
ご 本尊 さま にお水や お香をささげ、経典 を読 誦す る こと で、 心を律 し、昨 日を感謝 し、今 日 一日 の無事
を祈 ります。 でも こう した こと は、仏壇や神棚があ る家 であれば、誰 にでも でき る事 です。朝起き て、
身支度 を整え、ご先祖様や神棚 にお参 りす る こと で、自然 と心 にゆとりが生まれ ると思 います。
そして、ゆとりを感 じながら、家族 同士 で、ご 近所 で朝 のお互 いの挨拶 「
おはようござ います。」を 元
気良 く交わ せば と で、更 に気持ち よく朝 の 一時 を過ご せる のではな いのでし ょう か。 そもそも 「
おはよ
うござ います」には 「
お早くお目覚 め ですね。」とう いう相 手を思 いや る気持ち の表れ の言葉 とされ て い
ます。
仏教 の教え の中 に 「
和顔愛 語 （
わげ んあ いご）」と いう言葉あ ります。穏や かな顔 で優 し い言葉を交わ
す と いう意味 ですが、朝 の挨拶 に こそ、 こ の教え の大事さがあ ります。 目覚 めると いう こと の喜 び、 そ
れ は生き て いるから こそ実感 でき る喜 び であ ります。 そ の喜 びを素直 に顔 に表 し、相 手 の目覚 めを喜ぶ
思 いや り の気持ちを何気な い挨拶 に込め てみませんか。
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朝を迎え、家族 同士が、ご 近所が、 地域社会 が、 お互 いの挨拶 「
おはよう」を和顔愛 語 の精神 で交わ
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す ことが できれば、 必ず夜型社会を脱 し、 元気 のあ る、思 いや り のあ る社会 を築 ける こと でし ょう。
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