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おしゃれに生きる 二宮尊徳に学ぶ
下野 讓
ヒューマン・スマート株式 会社代表取締役社長 、心学 明誠 舎理事

2012年2月24日

おしゃれとは 、着飾ることではなく五感を刺激して感動 し、おしゃべりと笑いの人生 を送る

サイト内検 索
検索

ことにあるが、おしゃれの定義 でもう一つ大切 なことはこころをみがくことにある。
最近は着飾るばかりで思いやりのない人が増えてきているような 気がする。そんな人をお

ニュースランキング

しゃれな人と呼べるだろうか ？ そこで私の尊敬 するもう一人の先哲、二宮尊 徳に触れてみ

1 「
カーネーション 」撮影終了 ＮＨＫ朝ドラ

たい。

2 ２万 ３０００人挑む 府公立高前期入試
3

二宮尊徳は１７８７年、神奈川 県に生まれているが 石田梅岩 のおよそ １００年後 にあたり、
梅岩から大きな影響 を受けていると思われる。少年時代 から勉強家で薪(まき)を背負い本
を読む銅像 が有名 で、積小 為大や天道人道を唱えている。天道は天の恵み、人道 は努力
する人間 の恵みのことで、地震大雨などは 天道 、これに対処 するのが人道 である。
江戸時代は天候不順により、たびたび飢饉 に襲われている。ある夏のこと茄子(なす)を食
べた尊徳は秋茄子 の味がするということで冷害 を予想し、粟(あわ)や稗(ひえ)を作らせた。
その結果餓死者 を出さなかった。一人一人 に働く意義 を教え、至誠、勤労、分度、推譲を説
いている。

4

府知事 、出資金返還求 める意向 花博協 会 、１４
億評価 損
大阪 らしい料理 特別価格 で レストランウィーク

5 難波宮 を体感 大 阪歴史博物館がアプリ開発
≫もっと見る

連載・特集
日曜インタビュー

自己 犠牲とチームワーク
(2月26日)
四代目笑福亭円笑 東西舌鼓考

至誠とはきわめて誠実なこと、石田梅岩の正直と同じで嘘(うそ)をつかないや騙(だま)さな
いということだ。

師匠 に 大当り の大皮肉
(2月25日)
日日発掘100 撰

勤労は一生懸命働くということで、梅岩の勤勉 と同じである。

豆専門店「
ナッツダム」
(2月25日)

分度とは自分 の身に合った生き方をいい、梅岩の倹約に通じる。入るを計って出を制すと
いうが、日本国家の財政 はバランスが大きく崩れたままになっている。支出削減を早急に行
うべきで後世 に大きな借金を残してはならない。
修証義（道元の教えを纏(まと)めたもの ）に「
向かいて愛語 を聞くは心を楽しませ、向かわ
ずして愛語 を聞くは肝に銘じ、魂に銘ず」と記されている。尊徳は愛語録と名づけ善行記録
を村人 の前で発表させ、人々のやる気を起こさせている。褒めてやらずば人は動かじであ
る。

澪標 ―みおつくし―

おしゃれに生きる 二宮尊徳
に学ぶ
(2月24日)
大森均の釣れ釣れ草

冬の風物詩余呉湖のワカサ
ギ釣り
(2月24日)
関西あの人この人

独自の感性を生かし
推譲とは他人 のために使うということである。昔は飢饉 や火事が多く、人々は他人との関
わりの中で生きていた。推譲することを、風呂の湯にたとえて相手 に与えても戻ってくるし自
分に取っても戻ってゆくと述べて利他を薦めている。

(2月22日)
関西あの人この人

「
痛い」イメージ払拭
(2月22日)

高校生のころ父と一緒に岡崎の農場で報徳の勉強合宿に参加した。そのとき無報酬での
労働提供 を行う実習に参加した。お願いしてもなかなか仕事 に就けなかった。下座行という
ことだと最近思 うようになった。尊徳研究家 だった父は私に謙譲、推譲から讓と名ずけた。

大阪ヒト元気録

大阪 から音楽を発信
(2月22日)
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父の期待通 りの人間にはならなかったが、努力 はしてきた。

浪華紙魚百景 大商大商業史博
だより

商人道の梅岩 も農民道の尊徳も日本人の生活習慣に大きな影響 を与えた偉大 な人物 だ
ったといえるのではないか？

大阪町人 の救民記録
(2月22日)
あきない見聞録

人と社会のお役に

二宮尊徳の教えは戦後教育の中で否定された部分が否めないが、はっきりしていること

(2月21日)

は進駐軍の考えでなかったことである。司令部の新聞課長インボーデン少佐は加藤仁平先
生から尊徳の話を聞き、日本が生んだ最大の民主主義者 であると讃(たた)えて、マッカーサ

≫もっと見る

ー元帥 にジェファーソンやリンカーンに匹敵 する偉人 であると報告 している。
尊徳は経済と道徳の関係にも言及 していて道徳なき経済はたわけであると言っている。現
在の社会はグローバル資本主義の影響 で金儲け主義に走っていて、まさにたわけの生活
であると思うが、われわれは本来の日本人に戻っておしゃれな人生 を送りたいものと思う。
（しもの・ゆずる 大阪市中央区）
勉強大っ嫌い子の最終手段
勉強嫌いな子の成績が短期間でUPする 登録数No1、業界最
安値《無料体験OK》
www.popura -k.com

すぐに通える"通信制高校"
"2月生募集中"2月29日まで受付中。試験や面接無しで入学
可!中央高等学院
chuos.com

藤沢にある有名な幼児教室
子供の才能を伸ばす伸芽会の幼児教室 万全の名門幼稚園・
小学校受験指導。
www.shingakai.co.jp

リクルート
の薬剤師求人
総求人3万件以上！リクルートでしか 見つからない非公開求人
も多数
recruit -yakuzaishi.jp

最新記事

おしゃれに生きる 二宮尊徳に学ぶ
(2月24日)

モゾモゾ体操＆ドライヤーのすすめ
(2月21日)

今、ここ…潜在能力を開発する
(2月17日)

麻疹・
風疹ワクチン（
ＭＲワクチン）の接種率向上を
(2月14日)

導かれた道は国際交流と友
(2月10日)

堺からの発信３ −百舌鳥古墳群と堺人−
(2月7日)

住まいのクレーム・ワースト３
(2月3日)

「楽しい顔」をつくるには
(1月31日)

超高齢時代とサクセスフルエイジング
(1月27日)

母が残してくれた宝もの
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(1月24日)
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