ふみびと
手 紙を 書くと き︑ また
は文 章を 書くと き︑ 人そ
れぞ れ気 をつけ てい るこ
とがあると思います︒
面 白い 内容に でき るよ
うに︒失礼 のないように︒
或い は間 違った 日本 語を
使わ ない ように ︑な どと
いったとこ ろでしょうか︒
確 かに 知らず 知ら ずの
うちに間違った言葉を使っ
てし まっ たら恥 ずか しい
とい う気 持ちは ある かも
しれません︒
昨 今︑ ﹁バイ ト敬 語﹂

と 言わ れる ︑主 に若者 が
使 う﹁ 間違 った 日本語 ﹂
が 問題 とし て挙 げられ る
こ とが 多い ので ︑言葉 の
使 い方 を特 に意 識され て
い る方 もい らっ しゃる こ
とと思います︒
と ころ がそ ん な中 ︑
﹁ バイ ト敬 語﹂ といわ れ
る 言葉 の間 違い は︑日 本
人 の思 いや りや 気遣い か
ら 生ま れた もの だとい う
学 者の 方が いま した︒ そ
の 方に よる と︑ まだ十 分
に 敬語 の使 い方 を知ら な
いであった︒
その人 曰く ︑成功 の反 対は﹁ 何
も しない こと ﹂︒﹁ 失敗 ﹂は︑ 成

成功の反対

な りわい

編集後記

文通 村にも 回 目の 冬
の 訪れ です︒ 多く の手 紙
が行き交う文通村の冬は︑
寒 さを あまり 感じ ない ら
しいです︵笑︶︒それは︑
手 書き の字か ら伝 わる 温
か さの せいで しょ うか ︒
寒 々と する冬 には ︑コ タ
ツ に入 って手 紙を 書け ば
身も心もホカホカ♪

少し 早いで すが ︑年 末
年始の回送についてです︒
月 日は ︑年 末年始 の
た め回 送はお 休み です ︒
年 始は 月 日の 発送 か
らになります︒詳しくは︑
次 回会 報に﹁ お知 らせ ﹂
を同封いたします︒

お知らせ

3

投稿のお題、募集中！

い一 部の 若い 小売 業など
の店 員の 方が ︑少 しでも
丁寧 に気 持ち を込 めて話
大切 なこと は相 手を 敬う
そう とし て誤 って 使った
気持ちや思いやる 気持ち︒
言葉 が定 着し てし まった
それを﹁間違った日本語 ｣
のだということです︒
とい われる もの から 逆に
そ れが 正し い日 本語
教え られた よう な気 がし
｢
｣
では なく ても ︑相 手を思
ます︒
いや るが あま り︑ 間違っ
言 葉とい うの は世 代を
てし まっ た言 葉で あると
超え るたび に少 しず つ形
した ら︑ それ はそ れで美
を変えていきます︒
しい 言葉 でも ある のかも
文 章を書 くこ とを 生業
しれません︒
とし ている 方が 使う よう
﹁ 言葉 ﹂を 使う ときに
な 正
｢しい日本語﹂や読
む人 の心を 惹き つけ るよ
うな 美しい 日本 語を 誰も
が使 えるわ けで はあ りま
せん が︑言 葉の 持つ ﹁温
かみ ﹂は次 の世 代に 伝え
てい けるも のだ と思 いま
す︒
前 の世代 の人 々が 残し
た温 かい心 の便 り︒ それ
だけは変わらずに︒
ら一 番遠 い行動 であ るがゆ えに ︑
成功の反対に存在するらしい︒
ぜ ひ︑ これか らの 子供た ちに 伝
えて ゆき たい話 であ る︒同 時に ︑
数々 の発 明を成 し遂 げたエ ジソ ン
の言葉も紹介したい︒
﹁﹃ 失敗 ？﹄こ れは ︑うま くい か
ない とい うこと を確 認した 成功 だ
よ﹂
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功 に向か う努 力の過 程で 起こる 必
要なものなのだと︒
﹁何も しな いこと ﹂は ︑成功 か

30

温かい
心の便り
昔︑ どんな 話の 流れか は忘 れた
が ︑﹁ 成功﹂ の反 対は何 かと ︑あ
る人に尋ねられたことがある︒
﹁ 成功 ﹂ の対 義語 は ﹁失 敗 ﹂
で あろ うか ︒そ う 考え た私 は
﹁失敗﹂と答えたのであったが︑
そ の人 が言い たい ことは ︑単 なる
国 語の 話では なく ︑人生 一般 につ
い ての 成功の 反対 は何か とい う問

1

1

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！！
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