ふみびと
そし て変 わっ てい かなけ
れば なら ない こと もきっ
とたくさんあることでしょ
う︒
だ から こそ ﹁変 わらな
い﹂ 関係 でい られ ること
にど こか 安心 する のかも
しれません︒
忙 しく 走り 続け ている
よう な毎 日の 中︑ ちょっ
とだ け立 ち止 まっ て休ん
だり ︑あ るい は少 し戻っ
て振 り返 って みる ような
ほん のひ とと きの ささや
かな時間のような︒

月︑

月発送日

次回発送日

★

月 は暦上 ︑日 数が 少
な いた め手紙 を書 く期 間
が 短く ならな いよ う次 回
よ り 回分の 発送 日を
〜 ２日 後ろに ずら し調 整
をはかりたいと思います︒
よっ て︑ 月発 送日 は

日と 月 日に︑ 月
発 送日は 日 と 日の 予
定とさせていただきます ︒
︵ 送りた いお手紙があ る
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場 合には ︑ 日前︵ 日
発送なら 日 ︶までに事
務 局に 到着す るこ とを 確
認 の上 ︑余裕 をも って ポ
ストに投函してください︒

3

★みんなの目標

日頃 サイト 上で 発

表です♪お楽しみに！

月

16

子 ども がで きて ︑お互 い
の 環境もあの頃とは 全く︒
性 格も ほん のり 丸くな っ
て︑考え方も接し方もきっ
と あの 頃に は想 像もで き
な いほ ど変 わっ ている に
違いないでしょう︒
それ なの に﹁ 変わっ て
し まった﹂と思うこ とも︑
違 和感 を感 じる ことも な
く 変わ らず 親し くでき て
い るの はな んだ か不思 議
なものです︒
人は 大人 にな るにつ れ
少 なか らず 変わ ってい く
もの︒

少し ずつ変 わっ て︑ 少し
ずつ 成長し てい くこ とは
大事 なこと ︒そ れで も変
わら ないと ころ も同 じく
らい 大切に 感じ たい もの
です︒
﹁変わってないなぁ﹂
ふ とした 時に お互 いに
口に し合う 何気 ない その
ひと 言が︑ 成長 した こと
より も少し 嬉し く感 じる
時もあるから︒
例 えばそ れが 少し の欠
点であっても︑誰かにとっ
ての ﹁変わ らな い﹂ 安心
にな ってい るよ うな 気が
します︒

3

2

2

2

子どもの 頃からの友達︒
お互 いぶ り返さ れる のも
恥ず かし い思い 出を 持ち
合っている貴重な関係︒
子 ども の頃は 喧嘩 をし
たり して 腹が立 った こと
も数 えき れない けれ ど︑
いつ しか 些細な 言い 合い
もな いほ ど穏や かな 間柄
に︒
気がつけば随分と変わっ
たも のだ なぁ︑ とふ と感
じることがあります︒
ち ょっ とお腹 が出 てき
たり ︑笑 った時 のし わが
深く なっ たり︑ 結婚 して

ちゃ んと季 節を 巡らせ てい る︒そ
の﹁ コツコ ツ﹂ がなか なか 難しい
身か らする と︑ 季節に 置い てきぼ
りに され てし まう 気が わず かに
して しま うけ れど ︑や さし い日
差し はそ んな 焦り もや わら げて
くれ る気が する ︒寒さ につ い丸め

れる ︒﹁ 光の春 ﹂は ﹁気温 の春 ﹂
より もず っと早 いの だと︑ 誰か が
教えてくれたのを思い出す︒

毎日 同じ ように 寒さ を繰り 返し て

光の春

ずいぶ んと 日が長 くな った︒ つ
い この間 まで ︑夕方 にな ったか と
思 うとあ っと いう間 に日 が落ち て
いたの に︑今は夕暮れを味わ う
余裕が ある︒頬にあたる風は ま
だ冷たく﹁これからが寒さ本番﹂
と 身をす くめ たくな るけ れど︑ 見

てし まう背 中を すっと 伸ば して︑
新鮮な春の光を楽しみたい︒

1
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いる よう でも︑ 自然 という のは コ
ツコ ツと 少しず つ歩 みをす すめ ︑

3

10

手紙のある
穏やかな時間
上 げる日 差し は柔ら かく ︑確か に
春 は近づ いて いるの だと 教えて く

2

2

16

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
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