ふみびと

こ とがで きる のは人 間の 強さだ と

前を向けなくても

離れた人 とのやり取り︒ りも︒
だけ増え︑あるいは変わっ
かつ て何 日もか けて 手紙
その 時代 時代 を感じ さ てい く中 で︑ それ でも一
を送 って いたも のが ︑電 せ る懐かしいやり取 りは︑ 番手 間の かか る﹁ 手紙﹂
そ れは﹁ 新し い﹂ でも
話で すぐ に連絡 が取 れる 本 当に 些細 なも のであ っ とい う手 段が 今も 残って
﹁古 い﹂で もな く︑ ﹁良
ようになり︑それからメー て も︑ その 時は 確かに 人 いて ︑し かも 今ま でより
い﹂ でも﹁ 悪い ﹂で もな
ルや
など様 々な 形の と の繋 がり を感 じてい た も特 別な もの にな ってい
いもの︒
SNS
コミ ュニ ケーシ ョン の手 も の︒ 形や 繋が り方は 全 るのは不 思議なものです︒
﹁ いいね ﹂が 届く まで
段が生まれました︒
く 違う けれ ど︑ それで も
手 軽な ﹁繋 がり ﹂があ
の時 間は 違 うけ れど ︑
ポ ケベ ルでは 少な い文 人 と繋 がっ てい ること を るか らこ そ感 じら れる手
﹁い いね﹂ の気 持ち が送
字で 工夫 して送 った り︑ 感 じら れる ︒ど れだけ 時 書き の温 かさ ︒ど ちらも
れる ところ はき っと 同じ
携帯 電話 が学生 にも 普及 代 が流 れて も人 はそん な 人を 繋ぐ 手段 とし て残っ
ものなのだと思います︒
した 頃に は﹁ワ ン切 り﹂ ひ とと きを 求め ている よ ていてほしいものです︒
これ からも きっ と変 わっ
と言 って 電話を １コ ール うな気がします︒
い つも 繋が って いる安
ていく﹁繋がり﹂の形︒
だけ 鳴ら し合う とい う︑
時代 が変 わっ てコミ ュ 心と 手紙 が届 いた 時の喜
そ れが人 と人 との 繋が
ちょ っと 変わっ たや り取 ニ ケー ショ ンの 形がこ れ び︒
りが 強くな って いく もの
であってほしいも のです︒
け たり︑ 楽し みをみ つけ よう︑ と う︒ つら い時に はつ らいと 認め て
手 紙でし か送 れな い少
い う心が けは 素晴ら しい ことだ ︒ しま うこ とも大 切だ ︒そう でな い し特 別な思 い︒ そん な特
ど んな苦 しい 時にで も希 望を持 つ と︑ つぶ れてし まう ︒もち ろん ︑ 別な ひとと きも ︑た まに
今は 周囲 や環境 に頼 るのも 限界 が は添えて︒
ある ︒そ れでも まず は自分 が自 分
のつらさを認めてあげる︒そして︑
前を 向け なくて も︑ 毎日を ただ 過

いつ もと違 う日 々が続 く︒ 多く
の 人が ︑思う よう に過ご せな い苛
立 ちや 悲しみ を感 じてい るだ ろう︒
中 には そ んな ネガ ティ ブ な気 持
ち は封 じ 込め て暮 らし て いる 人
も いる か もし れな い︒ 苦 しい の
は 自分 だけで はな い︑も っと 大変

ごし てる だけで 十分 なのだ と︑ 自
分を褒めてあげてほしい︒

次回発送日

次 回の 発 送 日は５ 月
日 ︵土︶とな ります︒
送 りた いお手 紙が ある 場

合 に は ︑５ 月
日
︵木︶ までに事務局に
到着することを確認の上︑
余 裕を 持って ポス トに 投
函してください︒

ト上からご覧頂けます︒

この 度の緊 急事 態宣 言
を 受け ︑前回 に続 き当 事
務 局内 のスタ ッフ を縮 小
し たた め︑今 回も 会報 の
新 規ご 入村者 掲示 板を 新
規 の方 のみ同 封さ せて 頂
き ます ︒申し 訳ご ざい ま
せん︒会報はインターネッ

★ 今 回 の発 送 物 に つ
いて
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思 う︒け れど も︑同 時に ︑無理 に
前 を向く 必要 はない のだ と強く 思

手紙でしか
送れないもの
な人もいるのだからと︒
﹁こ んな時 こそ ﹂と笑 顔を 心が

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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