
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「江戸しぐさ」というものの中に「七

三の道」、「七三歩き」というものがあり

ます。道を歩くときは

3 割が自分の道と心得て、他の急いでい

る人の邪魔にならないように配慮するこ

とで、江戸では並んで道をふさいで歩く

ことは「野暮」とされていたそうです。

江戸は古くからは巨大な都市でしたから、

人々が気持ちよく暮らすために生活の知

恵から生まれたものでしょう。

私はよく土手をサイクリングします。

朝早くから散歩やジョギングの人たちが

いて、通路の端を歩いてもらうと走って

いる人も自転車も走りやすいものです。

しかし時折、

しそうにおしゃべりをしながら歩いてい

る人がいます。後ろにつく人は通れずに

少しイライラしています。そういう中に

は年配の方が多く、「いまの若い者は」と
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いうことを聞きますが、人生を達観した

人たちも他人のことを気にするのを忘れ

てしまっていることがあるのです。人に

配慮する気持ちを持つことは年齢に関係

ないようです。自分たちだけの道路でな

いことを自覚しましょう。また、歩道は

いくら自転車通行可でも、あくまでも歩

行者が優先であること、自転車に乗って

いることを自覚していれば、さも歩行者

が邪魔であるかの

スピードで走り抜けるのは「絶対にやっ

てはいけないこと」だと気が付くと思い

ます。特に朝夕の子どもの送迎や通勤通

学の時間帯に自転車優先であると勘違い

している自転車を見かけます。ちょっと

した心配りをすることで気持ちよく利用

や生活ができると思います。

世の中は

いのです。お互い気持ちよく生活するた

めにはどうしたらよいかということを機

会あるごとに家族間で話し合っていきま

しょう。「お巡りさんに怒られるから」「あ

のおじさんが見ているよ」ではなく、ど

うしたらよいかということを分か

く説明してあげることで、子どもより理

解が深まると思います。
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当日は、おひさま保育園

話になっております当法人役員、江戸川区

懇談会では、理事長、来賓の皆様から温かい挨拶を頂戴しました。副理事長の乾杯

の発声後は、清新おひさま保育園、東小岩おひさま保育園職員による楽しい余興をは

さみながら始終和やかな雰囲気の中で皆様と懇談を深め

前副理事長より激励の言葉を頂戴して閉会となりました

結びに当法人役員の皆様、江戸川区役所の皆様におかれましてはお忙しい中、ご出

席いただき、ありがとうございました。未来の担う子ども達のために職員一同、精一
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