ふみびと

次回発送日

★３月発送日

月の 発送 日は 日 と
日と させ ていた だき ま
す︒ 送り たいお手紙が あ
る 場合 には︑ 発送 した い

日 の 日 前︵ 日 発送 の
場 合は 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︒
最近 の郵便 事情 で遅 延
の 発生 が多く なっ てい ま
す ︒文 通村で は締 切日 が
あ りま すが︑ これ はお 手
紙 を必 ず出さ なけ れば な
ら ない という もの では あ
り ませ ん︒ご 自身 のペ ー
ス で﹁ 忘れた 頃に 届く 手
紙ほど嬉しいものはない﹂
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の精神でお楽しみ下さい︒

16

背中

う︒ そこ でいい こと を考え た︒ も

理想に近づく

栄 養に 恵まれ た今 の時 る よう に︑ せっ せと動 い
代︒ 父親 の背の 高さ を超 て いる 姿は まだ 私にと っ に︑ もっ とこ うし た方が
える こと はそん なに 珍し て ﹁父 親﹂ その もの︒ 歳 いい ︑こ うし ない と駄目
くは ない こと︒ それ でも を 取っ ても 無理 矢理に で だと 言わ れて いる と︑煩
れる のも悪 くな いの かも
なか なか 超えら れな いも も働くようにと自宅に作っ わし さを 感じ なが らも子
しれません︒
のも ある もの︒ それ があ た 薪ス トー ブの 薪を元 気 ども の頃 を思 い出 すよう
と はいえ パソ コン を使
の大 きな 背中︒ 昔と 比べ に 割っ てい る限 りは︑ そ で微笑ま しくもあります︒ わせたらまるで﹁子ども﹂
ると 随分 小さく なっ た背 の 姿を 見せ 続け てくれ る
い つま で子 ども 扱いさ
の父 ︒パソ コン を教 えて
中だ けど ︑それ でも 父の ような気がします︒
れる のか ︒い つま で子ど
いる 時の︑ キー ボー ドの
威厳 はそ こかし こに 感じ
とは いえ さす がに一 人 も扱 いし てく れる のか︒
前で 四苦 八 苦し てい る
るものです︒
で は大 変だ ろう と薪割 り 複雑 な気 持ち では あるけ
﹁威 厳﹂と はほ ど遠 いそ
年 寄り 扱いは され たく を 手伝 って いる と︑心 配 れど ︑そ うや って 力強い
の姿 に︑ち ょっ と一 矢報
ない 父の プライ ドの よう そ うに 後ろ から 助言を 絶 背中 を見 せ続 けて くれる
いた ように こっ そり にや
なも のな のか︒ ﹁お じい や さな い父 ︒ま るで子 ど のが元気な証拠︒
つい ている のは 大人 気な
ちゃ ん﹂ という 扱い をす も に初 めて キャ ッチボ ー
父 が﹁ 父﹂ でい る限り
いで しょう か︒ そん なと
るに はま だ早い と思 わせ ル のや り方 を教 えるよ う はた まに は子 ども 扱いさ
ころ もまだ まだ 私は ﹁子
ども ﹂なの かも しれ ませ
嫌悪 に陥 ってし まう ことも ある ︒ 大切さはよく聞くことだ︒がむしゃ ん︒
全て をお ろそか にし てしま った 日 らに 動くよ りも ︑きち んと 休む方
には ︑自 分を責 めた くなっ てし ま が効率も上がるらしい︒であれば︑
ちゃ んと 休め る自 分で ある 方が
理想 的だ ︒そ れが わか って いれ
ば︑ 休ん だ自 分を 責め る必 要は
ない ︒ちゃ んと 理想に 近づ いてい

こんな 暮ら しがし たい ︑とい う
理 想があ る︒ たとえ ば︑ 早寝早 起
き ︒腹八 分目 ︒適度 な運 動︒清 潔
な部屋 ︒機嫌よく過ごす︒毎 日
本を読 む︒一つひとつはささ や
かなこ とだと思うけれど︑毎 日
続 けるの はと ても難 しい ︒理想 の

ると ︑褒め てあ げるの がち ょうど
いいくらいだ︒
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う一 つ﹁ 上手に 休む ﹂とい う理 想
をつ け加 えるの だ︒ 実際︑ 休息 の

越えられなくて
よいもの
お かげで 生活 にハリ が出 るのは よ
い ことだ けれ ど︑そ のせ いで自 己
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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。
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