タ イム カプセ ル︒ 小学
校を 卒業 する時 など に大
人に なっ た自分 に向 けて
手紙 を書 いたり ︑そ の時
の思 いを 綴った りし て︑
何年後︑何十年後に集まっ
てそ のメ ッセー ジを 受け
取るもの︒
子 ども の頃に 憧れ たそ
れは ︑私 の小学 校で は埋
めることは なかったので︑
何十 年後 かの今 ︑そ の古
き日 の自 分の思 いを 鮮明
に思 い出 すこと はで きな
いけ れど ︑ふと した 時に

荷 物を 整理 して いると ︑
前 に色 々な 人か らもら っ
た 手紙 が︑ まる でタイ ム
カ プセ ルの よう に出て く
ることがあります︒
どんな内容だった かも︑
申 し訳 ない ので すが物 に
よ って はも らっ たこと す
ら も忘 れて いた ちょっ と
し たメ モの よう な手紙 も
入っていたり︒
もら った 時も もちろ ん
嬉 しい ので すが ︑不思 議
と 何年 も経 って 読み返 す
と ︑そ の時 とは 違った 喜

冬の幸福度

びが生まれるものです︒
今 はス マー トフ ォンに
膨大 な量 の情 報が 残せる
時代 ︒読 み返 そう と思え
ば︑ いつ でも 片手 でかつ
ての思い出を﹁読み返す﹂
ことができます︒
顔 文字 や絵 文字 を使っ
た文 章で ︑あ る意 味では
より 感情 を表 現す ること
もで きる のか もし れませ
ん︒
そ れな のに なぜ かスマ
ホで 見る それ とは また違
う懐 かし さを 感じ られる
新 調して みた り︒お 気に 入りの 写 な音 楽を じっく り聞 き︑大 切な 人
真 を印刷 して 部屋に 飾る のもお す に手 紙を 書く︒ そん な風に 過ご し
す めだ︒ 家の 住み心 地を 見直す と︑ てみ ると ︑この 寒さ がもう 少し 続
いて もい いかな とい う気持 ちに な
る︒ そし て︑居 心地 のいい 室内 の
窓か らふ と外の 冬景 色に目 をや れ
ば︑ 差し 込む日 差し にはも う春 の
気配 がに じんで いる ことに 気が つ
くはずだ︒

次回発送日

次回 の発送 日は 月 の
日 数が 短い暦 の関 係上 ︑

月 日 ︵月 ︶とな
り ます ︒送り たい お手 紙
がある場合には︑

の時を感じられる ような︒
月 日 ︵土︶ ま で
どこ かで自 分が 送っ た手 に 事務 局に到 着す るこ と
紙が ︑いつ か誰 かの タイ を 確認 の上︑ ポス トに 投
ムカ プセル にな って ︑ほ 函してください︒
んの 少しで も懐 かし い気
持ちを蘇らせてく れたら︒ ★ 言葉の冊子
そん な気持 ちも 添え て手
前回 募集し まし た﹁ 言
紙を 送るの もい いか もし 葉 の冊 子〜み んな の目 標
れません︒
〜﹂が出来上がりました︒
ず っと先 まで 残る 今の た くさ んの方 にご 投稿 い
気持ちをたくさん 乗せて︒ た だき まして ︑誠 にあ り
が とう ござい ます ！素 敵
な 冊子 が出来 上が りま し
た ので ぜひホ ーム ペー ジ
上からご覧ください︒

のは ︑その 人の 字か らど
こか ﹁温度 ﹂の よう なも
のを 感じら れる から ︒そ
んな気がします︒
綺 麗な字 でな くて も︑
その 人のあ りの まま の字
だか らこそ ︑そ の人 のあ
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冬 の幸福 度は 一気に 上が る︒そ う
し て整え られ た部屋 で︑ いつか 読
も うと思 って いた本 を読 み︑好 き

3

ふみびと
いつか誰かの
タイムカプセル
二月に入り︑寒さも本格的になっ
た ︒暖 冬だと 油断 してい たか らか︑
こ とさ ら寒さ がこ たえる 気が する︒
こ んな 時 期は 無理 をし て 外に 出
ず ︑家 で の時 間を 豊か に する こ
と を考 え たい ︒家 具の 配 置を 見
直 して ︑模様 替え をして みた り︒
温 かな 飲み物 を飲 むため のカ ップ
や ︑暖 かく過 ごす ための 部屋 着を
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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。

2

令和２年２月１５日
び と
み
ふ
報
会
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