一滴の水
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波が四方八方へと広がっていく︒
﹁きっ かけ ﹂とい うの は︑そ う
いう種類のものなのだろう︒

今 とい う瞬間 が何 ら浮き 沈み の
ない 水面 だとし ても ︑そし て︑ 仮
にそれに満足していないとしても︑
一粒 の﹁ きっか け﹂ さえあ れば ︑
大き く何 かが変 わる ことが ある ︒
一 滴の 水を誰 かが 垂らす のを 待
つか ︑そ れとも 自分 で垂ら すの か
⁝大 切な ことは ︑そ の水面 が自 分
の人生ということであろう︒

﹁ありがとう﹂
で 離れ るこ とに なりま し
そ の短 い一言 がど んな た ︒日 頃か ら本 当にお 世
特 別な とき に言 う﹁あ
に人 を幸 せな気 持ち にす 話 にな って いた ので︑ 数 りが とう ﹂は もち ろん自
るこ とか ︒その 短い 一言 え 切れ ない ほど ﹁あり が 分に も人 の心 にも 強く残
ない ことと して 感謝 する
がど んな に自分 を優 しい と うご ざい ます ﹂と言 っ りま すが ︑普 段ち ょっと
気持 ちとい うの はと ても
気持 ちに するこ とか ︒誰 てきましたが︑最後に会っ した 時に 使う ﹁あ りがと
大切 なこと なの かも しれ
もが 知っ ている こと ︒だ た 日は 年 分の 思いが 込 う﹂ の積 み重 ねも 人の心
ません︒
けど 誰も が忘れ かけ てし め られ た︑ 今ま でで一 番 を幸 せに し︑ 豊か にして
人 と人の 絆を 結ぶ 糸を
まうこと︒
の ﹁あ りが とう ﹂が言 え くれるも のだと思います︒ 潤す ﹁あり がと う﹂ とい
そ んな 大事な こと を思 たような気がします︒
﹁ あり がと う﹂ という
う言 葉︒濡 れた 糸の 結び
い出 すの は皮肉 にも 何気
﹁あ りが とう ﹂の気 持 言葉 は﹁ 有り 難く ﹂︵滅
目が 乾いた とき ︑ほ どけ
ない 日常 の中で はな い気 ち に本 当は 軽い も重い も 多に ない こと の意 ︶から
にく くなる よう にこ の言
がします︒
な いは ずな んで すが︑ そ 変化 した 言葉 だと 言われ
葉は 時が経 って も絆 を強
先 日︑ 年間 お世 話に の 時は 本当 にこ の言葉 の てい ます が︑ 人に 親切に
く結 び続け る魔 法の 水の
なっ た先 輩と仕 事の 都合 重 さ︑強さを感じま した︒ して もら うこ とを 滅多に
よう な力を 持っ てい るよ
うな気がします︒
﹁ ありが とう ﹂の 水︒
及 して四 方八 方に広 がっ ていく ︒
いつも温かい気持ちを送っ
ま たそこ で一 粒の滴 を落 とせば ︑
てく ださっ てい る文 通村
波 と波が ぶつ かり合 いま た新し い
の皆 さんに も撒 いて いけ
たらと思います︒

ふみびと
人生に加える
様々な水
ある 一つの ﹁き っかけ ﹂が 人の
生 き方 に与え る影 響力と いう のは︑
自 分自 身が想 像で きない ほど の不
思 議 さを 持 って いる ︒ きっ か け
に よ って ︑ 人は 大き く 変わ る こ
とができる︒
それ はあた かも ︑水面 へ落 ちる
一 滴の 水のよ うで ある︒ 一粒 の滴
が 水面 を波立 たせ ︑それ がま た波

編集後記

村民のみんなに聞いてみたい
ことを募集しています。こん
なことを正直聞いてみたい…
このお題にみんなで答えたら
おもしろそう…このテーマに
みんなはどう答えるのかな…
などなど、お互いを知るきっ
かけとなりそうなお題があり
ましたら、お気軽に事務局ま
でお便り下さい。
どしどしお送りくださいね！！

前号 でお届 けし た﹁ お
ス スメ の本﹂ はい かが で
し たか ？事務 局宛 ての 手
紙 には ﹁面白 かっ た︒ 良
か った ﹂とい う言 葉が 多
く 届き ︑私た ちも 嬉し い
で す︒ 本当に 色々 な本 が
紹 介さ れてお り驚 きま し
た ︒自 分だけ では 決し て
出 会わ ないで あろ う本 を
知 るこ とがで きた こと が
素 直に 嬉しい です ︒そ し
て ︑早 速本屋 さん へ足 を
運 んで しまい まし た︒ こ
れ を機 に︑村 民同 士で 手
紙 のや りとり が始 まっ た
ら︑さらに素敵ですね♪
また これか らも 定期 的
に 村人 参加型 のイ ベン ト
を実施していきます！

1

平成２３年１０月３０日
び と
み
ふ
報
会
第５５号

