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手紙という魔法
いる が︑と うに 忘れて しま ってい
る︒ 私たち にも ︑手紙 を書 く楽し
み︑ 手紙を もら う楽し みが あった

かとも思います︒
文 通村 は生 まれ てまだ
間も ない とい うこ ともあ
り︑ 正直 なと ころ 現時点
では ︑に ぎわ って いると
は言えません︒
し かし ︑か つて の古き
良き 時代 の素 晴ら しき文
化を 思い 出し ︑文 通村へ
足を 運ん でく ださ る方が
少し ずつ です が増 えてい
ます ︒文 通と いう 響きに
特別 の想 いを 抱い てる方
もた くさ んい らっ しゃる
と思 いま す︒ ﹁文 通﹂に
はそ れだ けの 魔法 がある
のだと思います︒
は ずな のだ︒ それは ︑私 たちが 初
め て字 を習い ︑初め て字 を書け る
よ うに なり︑ 読める よう になっ た
ときの感動︒私たちは いつの
間にか︑その感動を忘 れてし
まってはいないだろうか︒
手紙に は魔法がある︒誰もが使
え て︑ 周りを 幸せな 気持 ちにさ せ
ることのできる魔法である︒︵保︶

た のでしょう︒ある いは︑
プ ライ バシ ーの 問題な ど
か ら︑ 文通 を避 けるよ う
に なっ たの かも しれま せ
ん ︒そ して ︑今 ではメ ー
ル や携 帯電 話な どがあ ふ
れ る便 利な 都会 へと引 越
し てし まい まし た︒そ れ
が 悪い とは 言い ません ︒
私 たち は情 報化 社会の 恩
恵 を享 受す る立 場にい ま
す ︒た だ︑ どこ かに忘 れ
去 って しま った 大切な モ
ノ をふ と思 い出 しても 良
い 時期 にあ るの ではな い
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とをふと思うときがある︒
で も︑私 たち はその 感動 を既に
体験 してい る︒ そう︑ 体験 はして

文 通村 とは︑ どん なと
ころ かま だ不思 議に 思う
方も 多い でしょ う︒ どれ
だけ のふ みびと がい て︑
どれだけの手紙が行き交っ
てい るの か︒と ても 気に
なるところ だと思います︒
だか ら︑ 文通村 の今 の様
子に つい て少し お話 させ
てください︒
文 通村 は︑世 間で 言う
とこ ろの ﹁過疎 村﹂ かも
しれ ませ ん︒人 々は ﹁文
通﹂ とい う不便 なモ ノか
ら離れ︑忘れ去ってしまっ

ふみびと
ふみびとが
集まり始めています

手紙に は︑ 魔法が ある ︒心を 揺
さ ぶるよ うな 強さと ︑心 をなで る
ような優しさ︒
ふと 思うことがある︒日本
で初めて文字が発明されて︑
その文 字を書ける人と読める
人 が登場 して ︑想い を言 葉に初 め
て 表した とき の感動 はど んなに す
ば らしか った のだろ う︒ そんな こ
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問い合わせ：文通村事務局

電話 0476−37−6067
平日9時〜16時（土日祝日を除く）
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文 通とい う文 化が この
現代 でこれ から どの よう
な道 をたど って 行こ うと
して いるの か︒ それ は誰
先日 ︑４６ 年ぶ りの 皆
にも わかり ませ ん︒ ただ 既日食がありました︒
少なくとも﹁文通 村﹂は︑
私は その皆 既日 食を 見
手紙 の素晴 らし さを 知る る こと はでき ませ んで し
すべ ての人 たち の居 場所 た ︒し かし︑ テレ ビで 放
にな りたい と切 に願 って 送 して いる日 食の 瞬間 は
います︒
ビデオに録画できました︒
目 的は 日食の 瞬間 に起 こ
る ︑太 陽が月 に隠 れ光 の
リ ング ができ ︑あ ふれ る
光 がダ イヤを 作る ﹁ダ イ
ヤ モン ドリン グ﹂ とい う
現 象で す︒実 際の ダイ ヤ
の 指輪 は高価 で買 うこ と
は でき ません が︑ いず れ
ダイヤが必要なときになっ
た ら︑ 録画で 撮っ たダ イ
ヤ モン ドリン グを まだ 見
ぬ 大切 な人に 贈り たい と
考えています︒ ︵高︶

文通村では、ふみびとの皆様か
らの要望等をお待ちしています。
たとえば、「川柳の大会を開催し
てほしい」「なぞかけの大会を開
催してほしい」「俳句をみんなで
作りたい」などなど。ふみびとの
みんなが作る村「文通村」は皆様
のご意見を募集しています。
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方と日常のことや趣味︑悩みな
ど様々なことを語り合えたらう
れしいです︒お手紙おまちして
います︒
﹁お遍路﹂さん
ピーナッツ通り１番地
﹁銀河の旅人﹂さん
六甲通り１番地
﹁お歳﹂ 代
﹁趣味﹂ 写真︑旅行
﹁自己紹介﹂毎日仕事に追われ︑
休日は家でボーっとしているこ ﹁アクア﹂さん
とが多いです︒パソコンやメー 琵琶湖通り１番地
ル︑テレビ等︑機械化した日常
の中で︑学生時代にやっていた
文通が懐かしく思います︒
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﹁お遍路﹂さん
ピーナッツ通り１番地
﹁お歳﹂ 代
﹁趣味﹂旅行︑書道︑絵
﹁自己紹介﹂区切りうちの歩き
遍路をしています︒ 年後の満
願をめざしています︒やり通せ
るか不安があります︒何でもよ
いですから情報がありましたら︑
お知らせください︒また︑お手
紙を送りあえる方を探していま
す︒よろしくお願いします︒
﹁文通村村長﹂
文通村役場 番地

文通 村では ︑安 心して 楽しく 手紙を 交換 するた め
にこの 紙面上に は必ず﹁ ペンネ ーム﹂と ﹁文通村 住
所﹂が掲載されています︒これが文通村の特徴です︒
会報 を見て気 になった 人がい れば︑そ の人のペ ン
ネームと文通村住所を封筒に書いて文通村宛てに送っ
てくだ さい︒文 通村は︑ お相手 の方にそ のお手紙 を
回送い たします ︒この安 心文通 システム により︑ 自
分と相 手の個人 情報をや り取り せずに︑ 誰とでも 文
通をすることができます︒

たとえば︑実際にやってみましょう︒
この会報を見て︑気になった人がいるとします︒
その人は︑
ペンネーム﹁小五郎﹂さん
文通村住所﹁ピーナッツ通り６３番地﹂だとします︒

株式会社 文通村

行き

①封筒の宛名の住所に文通 村の住所を︑宛名にペン ネームを
書きます︒そして︑中に便箋などを入れてください︒
②その封筒を今度は︑文通 村への返信用封筒に入れ ︵複数の
人と文通も可︶︑切手を貼り送って下さい︒
※︵５人ぐらいと文通をや り取りする場合︑封筒に 一枚ずつ
切手を貼るよりも︑返信 用封筒に切手を一枚貼る 方が会員
の皆さんのご負担も少なくなるはずです︒︶

文通村ピーナッツ通り６３番地

小五郎様

ゴーヤ通り２１番地
﹁ひまわり﹂より

返信用
封筒
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﹁アクア﹂さん
琵琶湖通り１番地
﹁お歳﹂ 代
﹁趣味﹂読書︑散歩︑パズル︑
写真を撮る
﹁自己紹介﹂はじめまして︒し
ばらくメールでのやり取りを主
にしていたのですが︑やはり手
紙のあたたかさ︑ポストを開け
る楽しさをまた味わいたくなり
ました︒老若男女問わず色々な
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