ふみびと
れ ては いた よう な気が し
ます︒
ちな みに 渋谷 駅前の 銅
像 にも なっ てい る有名 な
忠 犬ハ チ公 は︑ 飼い主 の
上 野英 三郎 が亡 くなっ た
後 も十 年に 渡っ て渋谷 駅
ま で迎 えに 行き 続けて い
た そう で︑ 正に 恩を忘 れ
な い犬 の象 徴な のかも し
れません︒
その 時知 人が 話して い
た のは ︑私 たち は﹁恩 を
忘 れな い﹂ とい うこと を
で きて いる か︑ という こ
と ︒昔お世話になっ た人︑

付き 合い があ った 人︑も
ちろ ん今 も変 わら ず付き
合い があ る人 にも ︒そん
な人 たち に今 でも 感謝の
気持 ちを 持ち 続け ること
ができているかと︒
そ の時 々は 確か に感謝
の気 持ち を持 って いるの
に︑ それ を持 ち続 け︑伝
え続 ける のは 意外 と難し
いも の︒ 今目 の前 のこと
に精 一杯 なの でそ れも仕
方のないこと︒
で も︑ たま には そんな

時の ことを 思い 出し て︑
その 思いを 伝え るこ とで
繋が り続け てい たい もの
です︒
﹁た まには 手紙 を書 いて
みるのもいいよね﹂
人 を大事 にす るそ の知
人ら しい﹁ 伝え る﹂ 手段
は︑ その向 こう 側で 受け
取る 人にも しっ かり 伝わ
るも のであ るよ うな 気が
しま す︒誰 もが でき るけ
ど︑ 誰もが なか なか でき
るわ けでは ない こと ︒そ
れを してく れた こと に︑
きっ と温か さを 感じ るこ
とができるから︒

重要なお知らせ

★ ４月 以降 の発 送日
の変更

郵 便局による 土曜配達
がな くなり郵便 事情の影

響を受け ているため︑
月以降 の発送日を変更
いた します︒第 ２月曜日
と第 ４月曜日を 発送日と
し︑ 事務局への 手紙の締
切日 を発送日の ３日前の
金曜 日とさせて いただき

ます ︒具体的に は４月
日︵月︶発送︑８日︵金︶
締切日となります︒

★３月末の発送

３ 月末発送は 今まで通

り 日 で す︒ 発 送日 の
２ 日前︵ 日 ︶ま でに
事務 局に到着す るようポ

ストに投函し てくだ さい︒
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つながり
﹁ 犬は 三日飼 えば 三年
恩を 忘れ ぬ﹂と いう こと
わざがある︒
先 日知 人がし てい たそ
んな 話︒ 私が実 家で 飼っ
てい た犬 は︑恥 ずか しな
がら その 生を全 うす るま
で家 族に 噛み付 く癖 をや
めさせることができなかっ
たの で︑ ついぞ そん な恩
を感 じて いたの かを 知る
こと はで きなか った ので
すが ︑家 族が家 に帰 ると
玄関 まで 申し訳 程度 のお
迎え に来 てくれ てい たの
で︑ 一応 帰りを 喜ん でく

を一口飲んでほっと息をつく︒
丁 寧に淹 れた コーヒ ーは とても
美味 しい︒ でも それ以 上に 味わっ
てい るの は︑ それ をつ くる 工程
だ︒日々︑いろいろなことがあっ
て︑ 焦っ たり 落ち 込ん だり する
時も あるけ れど ︑わず かで もこん

膨ら む様 子は可 愛ら しくて 微笑 ま
しい し︑ 深い香 りを 胸に吸 い込 む
と心 が明 るく落 ち着 く︒し ばら く

その 感覚 を楽し み︑ 粉がし ずま る

落ち着く流れ

朝起き て︑ やかん を火 にかけ る︒
お 湯が沸 くの を待つ 間︑ コーヒ ー
の 準備を する ︒カッ プを 出し︑ ド
リッパ ーにフィルターを置き ︑
そこに 粉を落とす︒お湯の沸 く
フツフ ツという音が響くと︑ 火
を 止めて ゆっ くりと コー ヒーに お

な時 間を持 つこ とがで きれ ば︑大
丈夫な気がするのだ︒
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のを 待っ て︑再 びお 湯を注 ぐ︒ そ
れを数回繰り返し︑できたコーヒー

手紙で伝える
感謝の気持ち
湯を注ぐ︒あわてず︑丁寧に︒
この瞬 間が とても 好き だ︒粉 が
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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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