こと を話 しな がら ︑懐か
しく思い出して両親と笑っ
て 話せ るの は ︑き っと
﹁今 ﹂と いう 瞬間 がある
から︒
子 ども の頃 に見 ても感
じる こと がで きな かった
両親 の思 いを 感じ られる
﹁今 ﹂を 共有 でき るよう
にな った から ︑同 じ気持
ちで 笑い 合え るの かもし
れません︒
私 の手 を繋 いで いる︑
もう 遠い 記憶 の中 のあの

頃の 写真の 両親 の笑 顔︒
私に 向けら れる その 笑顔
は今 のそれ とは 少し 違う
ので すが︑ それ でも 一緒
に笑って話している﹁今﹂
の笑 顔を見 ると ︑あ の頃
を思 い出せ るよ うで す︒

お知らせ

★ 次回の発送日

月 末の発 送は ︑以 前
よ りお 伝えし てお りま し

たが ︑ 日で す︒送り た
いお手紙がある場合には︑

2

ふみびと
少 しず つ変 わっ ている こ
と はわかっていたも のの︑
自 分や 両親 の顔 が思い の
ほ か変 わっ てい ること に
驚きます︒
いつ の間 にか 写真の 両
親 の年 齢を 超え て︑あ の
頃 の二人がどんな立 場で︑
ど んな 気持 ちで 過ごし て
い たか が少 しわ かって き
たような気がします︒
あの 時は こん なこと を
言 って いた とか ︑こん な
こ とを して 苦労 をかけ た
だ ろう なぁ とか ︑そん な

29

どん なに愛 して くれ てい 発送日の 日前 ︵ 日 ︶
たか が﹁今 ﹂だ から こそ ま でに 事務局 に到 着す る
伝わるような気がして︒
こ とを 確認の 上︑ ポス ト
写 真や思 い出 ︒そ れは に投函してください︒
﹁今 ﹂を大 事に 思え るた ★ 月末の発送
めに もある のか もし れま
月 末の発 送は ︑ゴ ー
せん ︒振り 返る のは まだ ル デン ウィー ク︵ ＧＷ ︶
早いかもしれない けれど︑ 中 の郵 便局の 配達 が 月
まだ 一緒に 過ご すこ とが
日し かない ため ︑で き
できる﹁今﹂を︒
る だけ 多くの 方に 月
い つかま た誰 かと 笑っ 日 にお 届けで きる よう ︑
て話 せる︑ そん な﹁ 今﹂ 発 送日 を通常 より 日 早
を送りたいものです︒
い 日 とさ せてい ただ き
ま す︒ ご理解 のほ どよ ろ
しくお願いいたします︒
︵詳細は会報最終面︶

5

先 日︑ なぜだ かふ と思
い出 した ように 実家 で古
い荷物を整 理していると︑
昔の アル バムが ︒今 まで
見た こと もなか った 自分
の子 ども の頃の 写真 を見
つけ たの で︑両 親と 話を
しな がら 振り返 って いま
した︒
家 を出 るまで はほ とん
ど毎 日会 ってい た両 親︒
それ だけ 顔を合 わせ てい
ると ちょ っとし た変 化も
あま り気 付かな かっ たの
ですが︑お 互い年を取り︑

待つことを味わう

4

4

4
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れが 嫌で ますま す﹁ 待つ﹂ こと を 苛立 つだけ の時 間より も︑ ずっと
遠ざ ける ︒昔の 和歌 には﹁ 待つ ﹂ 豊かなものだっただろう︒
なら
をテ ーマ にした もの が多く ある ︒
時 にはそ れに 倣い﹁ 待つ ﹂こと
を楽 しみた い︒ 外を眺 めて 日が落
ちて いくの を待 ってみ たり ︑葉書
を送 り︑相 手か らの返 事を 待って
今よ りも ﹁待つ ﹂こ との多 い時 代︑ みた り︒細 切れ の時間 の中 で過ご
昔の 人は その時 間や 感情を 丁寧 に して いるの とは ちがう ︑ゆ ったり
味わ った のだ︒ それ は︑た だ焦 り とした時間を味わいたい︒

2
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5

1

手紙が運ぶ
心おどる瞬間
﹁待つ ﹂時 間が消 えて いく︒ 効
率 的に予 定を 組み︑ いつ でもス マ
ホ で情報 を確 認し︑ クリ ック一 つ
で買い物をする︒結果︑﹁待つ﹂
こ と がど んど ん 苦手 に なる ︒ ス
マ ホ を忘 れれ ば 電車 を 待つ 数 分
さ え手持 ち無 沙汰な 気持 ちにな る
し ︑レジ で前 の人が 手間 取って い
る だけで イラ イラし てし まう︒ そ

2

1

いつでも誰でも参加できま
すが、風船便の受取は新規の
方へ優先されます。
誰に届くかは風次第…。送
り方は簡単♪下の風船便切手
を切り取って手紙に貼り宛名
に「風船便を受け取った方へ」
と書いて、差出人名を書くだ
けです。あ
とは、事務
局宛の返信
用封筒に同
封下さい。
今までにな
い交流の始
まりです。
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