ふみびと
あ る日 ︑十ほ ど歳 の離
れた 先輩 の車を 動か す機
会が あっ た時の こと ︒エ
ンジ ンを かける とス ピー
カー から 流れて きた のは
私が 子ど もの頃 には すで
に﹁ 懐か しい﹂ と言 われ
ていたような昔の曲︒
﹁古い曲流れてたでしょ﹂
そう 聞い てきた 先輩 は︑
少し 恥ず かしそ うに ︑で
も懐 かし さに浸 るよ うに
﹁久しぶりに聴きたくなっ
て﹂ と﹁ 弁解﹂ して いま
した︒
そ んな 先輩を 見て 触発
あ

さ

さ れた よう に﹁ 古い曲 ﹂
を漁り出しました︒
るよ うな 数々 の曲 ︒知ら
﹁◯ ◯年 代の 曲﹂と 調 ず知 らず のう ちに 音は記
べ てみ ると ︑そ れぞれ の 憶に 刻ま れて いる のだと
す︒
時 代を とも に過 ごして き 感じます︒
き っとい くつ にな って
た 懐かしい曲がたく さん︒
曲 のタ イト ルや 歌詞は
も思 い出さ せて くれ るの
歌 詞も 覚え るほ ど聴い た 忘れ てし まっ ても ︑音が
でし ょう︒ 笑顔 の時 もそ
曲 が︑ 今で はタ イトル も 連れ てき た思 い出 はなぜ
うで なかっ た時 も﹁ 思い
う ろ覚 えに なっ ていな が かそ う簡 単に は忘 れるこ
出﹂ にして くれ る︒ そん
ら も︑ それ でも 聴くと 不 とができないようです︒
な人 生を彩 って くれ た特
思 議と 自分 が何 歳の頃 ︑
歳 を重 ねて くる と覚え
別な音が︒
ど んな 時に 聴い ていた 曲 てい られ るこ とは 少しず
皆 さんの 耳の 奥の 記憶
だ った かも はっ きりと 思 つ減って きてしまうもの︒ も久 しぶり に紐 解い てみ
い 出すものばかりで した︒ それでも物忘れが多くなっ
てはいかがでしょうか︒
音を 聴い ただ けで在 り ても 思い 出は 不思 議と覚
すっ かり忘 れてい た昔
し 日の 情景 が浮 かんで く えて いる もの だと いいま
の曲︒ そんな 中にこ そ美
しい 思い出 が眠 って いる
かもしれません︒
思っ ていた ネッ トが︑ ある 意味で
は世界を狭めてしまう︒
で は︑ど こに 行けば 偶然 の出会
いが ある のか ︒そ れは ︑も ちろ
ん画 面の 外だ ︒生 身の 人間 や︑
外の 景色 や︑ 街の お店 ︒そ うし
た場 所に予 想外 のもの が待 ってい

も快 適な 世界だ けれ ど︑予 想外 の
出会 いは どんど ん減 ってし まう ︒
今ま で全 く興味 のな いもの に突 然

心惹 かれ たり︑ 存在 も知ら なか っ

画面の外へ

ネット でニ ュース をチ ェック し︑
でコ ミュ ニケー ショ ンを取 り︑
SNS
ク リック ひと つで欲 しい ものを 買
う︒便 利なだけでなく︑さら に
自分の 好みに合いそうなもの を
おすす めまでしてくれる︒画 面
の 中の世 界は ︑どん どん 自分の 好

る︒ さあ︑ スマ ホを置 いて ︑外を
歩こう︒誰かに手紙を書こう︒

次回発送日

★ ３月の発送日

３月の 発送 日は 日 ︑
日で す︒ 送りた いお 手
紙 があ る場合 は︑ それ ぞ
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ながれば嬉しいです︒

前回 ︑募集 した 言葉 の
冊 子﹁ 今年の 目標 ﹂に は
本 当に たくさ んの 方に 投
稿 いた だき︑ あり がと う
ご ざい ました ！そ の全 て
を WEB
上からご覧い ただ
け ます ︒今回 の言 葉の 冊
子 が交 流のき っか けに つ

言葉の冊子

れ 日前の
日︑
日
ま でに 事務局 に到 着す る
よ う余 裕をも って ポス ト
に投函してください︒

29

31
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たも のに 驚く機 会が 減って しま う
のだ ︒世 界を広 げて くれて いる と

予想外を楽しむ
偶然が創る世界
き なもの や興 味のあ るも のにカ ス
タ マイズ され ていく ︒そ れはと て
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1

風船便はいつでも誰でも参
加できますが、その受取は新
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３年３月１日
と
み び
ふ
報
会
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