のです︒
それ でも 大人 になっ て
く ると それ が少 しずつ 違
う もの に見 えて くるこ と
も︒
自分 が生 まれ た日︒ そ
れ は同 時に 両親 が自分 を
生 んでくれた日でも あり︑
両 親に とっ ては 子ども が
生 まれ てき てく れた日 と
いうことでも︒
生ま れた 日の ことは 自
分 では 覚え てい ないけ れ
ど ︑お 母さ んに とって は
時 に命 がけ にな る苦し み
を 越え ︑お 父さ んはそ ん

な奥 さん の苦 しみ を横で
感じ なが ら迎 えた ︑きっ
と一生忘れられない日︒
もしかしたら自分にとっ
て以 上に 両親 にと って特
別な 日な のか もし れませ
ん︒
﹁もう◯歳かぁ﹂
歳を 重ね るた びに 両親が
感慨 深そ うに そう 呟いて
いた のも ︑大 人に なって
少し 意味 がわ かっ たよう
な気がしたものです︒
そ れは きっ と﹁ 自分も
随分歳をとっちゃったなぁ﹂

と自虐的に言いな がらも︑
どこ か嬉し そう にし てい
る両 親の︑ アル バム をめ
くる ように 今ま での 思い
出を 振り返 る表 情が ︑自
分の 誕生日 以上 に嬉 しそ
うだったから︒
﹁もう誕生日を祝う歳じゃ
ないよ﹂
大人 になる とそ う言 うけ
れど︑ 歳を重 ねるほ ど喜
ばしいものです︒
一緒 に歳を 重ねた 人と
交わ す思い 出が また 一年
分増えた日だから︒
大 人にな ると なん とな
く過 ぎてし まう 誕生 日︒
今年 は少し 両親 との 思い
出を 振り返 って みて はい
かがでしょうか︒

次回発送日

４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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つながれば嬉しいです︒

先日 ︑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 ！投 稿の 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

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︒

28

ふみびと
﹁誕生日おめでとう﹂
誰も がそ の日は ﹁主 役﹂
になるような日︒
大 人に なると ︑学 生の
頃の よう には周 りの 人と
お互 いの 誕生日 を知 らな
いこ とも 多く︑ お祝 いさ
れる こと も少な くな るも
ので すが ︑それ でも 自分
にと って はちょ っと 特別
な一日︒
子 ども の頃は お祝 いし
ても らっ たり︑ プレ ゼン
トを もら ったり ︑一 年で
一番 ちや ほやさ れる こと
にた だた だ喜ん でい たも

モヤモヤ解消に

好き な音 楽を聴 いた り︑ス トレ ッ

感じ るた びに旅 立っ ている わけ に の中身を︑全て取り出す︒そして︑
もい かな い︒だ から ︑自分 なり の ひと つひと つ点 検しな がら ︑また
簡単 な気 分転換 方法 がある とい い︒ 元に 戻して いく ︒それ だけ ︒汚れ
ているものがあればきれいにし︑
不要なものがあれば処分する︒
簡単 で時 間も かか らな いが ︑ず
いぶ ん気持 ちが すっき りす る︒な

仕事や 家の 用事︑ 日々 の生活 に
は やらな けれ ばいけ ない ことが た
く さんあ る︒ やりが いを 感じも す
るけれ ど︑同時に少し息が詰 ま
るよう な気持ちにもなる︒そ ん
な時︑ 全てを一旦どこかに置 い
て 旅にで も行 けたら いい けれど ︑

んだ かモヤ モヤ する時 には ︑ぜひ
試してみてほしい︒
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チを した り︒試 して ほしい のが ︑
鞄の 整理 だ︒い つも 使って いる 鞄

あの日始まった
私たちの旅
最 近はそ う軽 々しく 動け る世の 中
で はない し︑ そもそ もス トレス を

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３１日
び と
み
ふ
報
会
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