ふみびと
戦
がしています︒
オリ ンピ ック 三連覇 の
かかったフィギュアスケー
ト の羽 生結 弦選 手︒史 上
初 の公 式戦 での 四回転 ア
ク セル に挑 んだ 今回の オ
リ ンピ ック は︑ 彼のそ ん
な 挑戦 の物 語だ ったの か
もしれません︒
二日 間の 競技 のうち ︑
初 日の 演技 で不 運にも リ
ン クの 氷の 溝に 足を取 ら
れ て︑ 思う よう な結果 と
ならなかった羽生選手︒
二 日目 に四 回転 アクセ ル
に 挑戦 して ︑惜 しくも 成

次回発送日

★２月︑３月発送日

２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 う発 送
日 の調 整を図 りた いと 思
います︒
よっ て︑２ 月末 の発 送
日 は３月 ２ 日 に︑ 月

発 送は 日と 日を予 定
して います︒︵ 送りた い
お 手紙 がある 場合 には ︑
日前 ︵３月 ２日 発送 な
ら２月 ２８ 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
ポストに投函して下さい︒

3

挑
﹁ 失敗 を恐れ ずに 挑戦
する﹂
口 で言 うのは 簡単 なこ
とだ けど ︑何か を失 うこ
とや ︑得 られる かも しれ
ない もの を得ら れな くな
るこ とを 想像し て︑ 目の
前に その 瞬間が やっ てく
ると やは り安全 な道 を行
きたくなっ てしまうもの︒
大人 にな って色 々な 経験
を積 めば 積むほ ど︑ ﹁失
敗﹂ した 後の想 像力 が豊
かに なっ て﹁挑 戦﹂ する
こと への ハード ルが 高く
なっ て来 ている よう な気

功と はな らず 四位 という
結果 に︒ それ でも 失敗す
れば 金メ ダル どこ ろかメ
失敗した後の後 悔より︑
ダル も厳 しく なる ような
成功 した後 のワ クワ クに
状況で︑誰もなし得なかっ
心が いっぱ いに なっ てい
た偉 業に 挑戦 でき るとい
た幼 い頃を 思い 出し て︑
うこ とは ︑メ ダル を取る
たま には昨 日ま での 自分
こと 以上 の偉 業な のかも
だっ たらし なか った よう
しれません︒
なこ とに少 し挑 んで みた
﹁ 挑戦 する ﹂と いうほ
くなりました︒
どの 大そ れた こと は日常
そ れはき っと 偉業 と呼
ではなか なかないけれど︑ べる ような こと でな くて
子ど もの 頃は 今よ り少し
も︑ あのワ クワ クを 思い
無謀 な﹁ 挑戦 ﹂を してい
出せ るよう な気 がし てい
たような︒
ます︒
明 日見え る景 色が ほん
の少 し変わ る︒ ただ それ
だけ の旅行 のよ うな 小さ
な冒険でも︒
勢い にまか せて 乱暴な 言葉 を使わ
ない ように と心 がける ︒一 方で︑
言葉 ばかり 美し くして も仕 方ない
なと も思 う︒ ちゃ んと 内面 も整
えて ︑そ の自 分に ぴっ たり の言
葉選 びが でき たら 最高 だ︒ うわ
べば かり飾 った 言葉は 空々 しく響

一印 象が よくて もふ とした 言葉 に
﹁あ れ﹂ と引っ かか り︑気 がつ け
ば最 初の イメー ジが ひっく り返 っ

ているなんてこともある︒

その人を映す鏡

﹁ 言葉は その 人を写 す鏡 ﹂だと 言
う ︒その 言葉 通り︑ 周り を見渡 し
て みても ︑優 しい言 葉を 使う人 は
優しい 人だし︑真面目な言葉 を
使う人 は真面目な人だ︒一見 ラ
フな態 度な人でも︑予想外に 使
う言葉が美しく︑よくよく付き合っ

く︒ そうし た意 味でも ︑言 葉はそ
の人を写す鏡なのだと思う︒

ブ上で公開中です♪

たく さんの 投稿 あり が
とうございます！現在ウェ

★みんなの目標
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そう した 経験を する と︑自 分の 使
う言 葉も 丁寧に 選び たいと 思う ︒

遠くても身近に
文通の楽しみ
て みるう ちに 内面も 品の ある人 で
あ ること がわ かった り︒ 逆に︑ 第
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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４年２月１６日
び と
み
ふ
報
会
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