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住みよい街づくり

「
な ご や か オ夏憂て展≡¬T」

第 13号では「花と緑いっぱいの街

に」の題で市民憲章第 3条との関わり

で住みよい街づくりについて記 しまし

た。人はだれでも「住みよい街」で日

々の生活ができるのを望んでいるので

はないでしょうか6

本号では、市民憲章第 2条の「たが

いに尊重しあい、なごやかな家庭をつ

くりましょうJについて記させていた

だきます。

社会構成の基本的単位は家庭です。

そして、ひとりの人間の人格形成は、

なんといっても幼少期から思春期まで

を過ごす家庭環境を抜きにしては考え

られません。

近ごろ、ビート・タケシこと北野武

さんのご母堂サキさんが逝かれました。

そして、各種のマスコミ報道は、数日

間にわたりその人となりについて述べ、

子供たちにとってどのような母親であ

ったかに焦点を当てていました。ご自

身が苦学されたこともあって、なかな

かの教育ママであつたようです。

NHKドラマ「たけし君、ハイ !|

でも描かれていたと思いますが、末っ

会長 山 出 正 一

子の武さんは目に入れてもいたくない

ほど可愛いわけですが、「この子をき

ちっとした人にしたい」との思いから

折に応、れて厳 しい態度で「たけし」を

育てていきます。しかし、心の奥には

何とも言えない暖かい愛情を感ぜずに

はいられません。そこには母親を中心

にした和やかな家庭がありました。

武氏は、「この母があったればこそ、

今の自分がある」と涙にむせびながら

述懐していました。 ただ厳しいだけ

だったり、感情にまかせて場当たり的

に叱りつけるのでは、子供はいじけた

り反感を持つ結果、親子の心がだんだ

ん離れていきます。だがまた、ただや

さしいだけの可愛いがりようでは、や

がて周囲の人たちの迷惑などまったく

気にしない、身勝手な大人になってし

まうことでしょう。「心の通い合う、

なごやかな家庭Jが、住みよい街をつ

くりあげるひとつの要因でしょう。

一人一人の子供が、暖かく、やさし

しヽかを持った、なごやかな人に育って

いってくれるように願っています。
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