ふみびと
は 春は 新た な出 会いが 楽
し みと いう より も︑別 れ
に よる 不安 の方 が遥か に
強 かっ たこ とを 覚えて い
ま す︒ 今ま で当 たり前 に
毎 日会 って いた 友人に 明
日 から は約 束を しなけ れ
ば 会え なく なる ︒新し く
出 会っ た人 に声 をかけ な
け れば 友達 がで きなく な
る ︒社 交的 な人 にはき っ
と 思い もよ らな いよう な
そんな不安が︒
それでもその不安な日々
を なん とか 乗り 越えて 出
会 い︑ 長年 付き 合いを 持

奇跡のための準備
桜 の季 節︒桜 は別 れの
象徴 でも あり︑ また 出会
いの象徴でもあります︒
この時期になるとニュー
スな どで も卒業 式の 様子
など が流 れ︑大 人に なる
と必 ずし もこの 時期 に出
会い や別 れがあ るわ けで
はな いの ですが ︑や はり
別れ の寂 しさを 感じ るも
ので す︒ 皆さん にと って
は春という季節︑﹁別れ﹂
と﹁ 出会 い﹂ど ちら の印
象が強いでしょうか︒
子 ども の頃と にか くお
とな しか った私 にと って

てて いる のが 今の 友人︒
恐ら く何 百と いう 数の人
たち と知 り合 って きた中
で︑ 今付 き合 いが ある友
人と いっ たら 数人 から多
くて 十数 人︒ 偶然 や運な
どに 味方 され たと ころも
ある かも しれ ませ んが︑
そん な奇 跡的 な確 率で長
年の 付き 合い が持 てたの
も︑ きっ と誰 かと の別れ
を経 た代 わり に出 会えた
から︒
桜 が散 るの は次 の年に
番贅 沢なの は︑ その時 間を これと
言っ て何を する でもな く静 かに過
ごす ことだ ︒窓 から差 し込 む光が
床に 落ち てつ くる 影だ とか ︑だ
んだ んと 色を 変え てい く様 子だ
とか を︑ ただ 眺め る︒ そう して
いる と︑は るか 千年前 ︑清 少納言

いが する ︒この 朝の 空気を 味わ い
たく て︑ 自然と 目が 覚める のが 早
くな る︒ 春眠暁 を覚 えず︑ はま だ

ちょっとだけ先のことだ︒

春はあけぼの

一日ご とに 春が近 づい てくる の
を 感じる 今日 この頃 ︒う ららか な
気 温︑穏 やか な日差 し︑ 優しい 風︒
本当に過ごしやすい季節だ︒
でも それは陽の当たる昼間 の
ことで ︑朝の空気はまだ少し ひ
ん やりと して いる︒ それ も春の 始

が﹁ 春はあ けぼ の﹂と 書い た気持
ちがよくわかる気がするのだ︒

咲く 準備を 始め るか らだ
と言 う人が いま す︒ もし
かし たら別 れと いう のも
そうなのかもしれ ません︒
お互 いにと って 次の 出会
いを ︑もし かし たら 生涯
に渡 る縁を 咲か せる ため
の準備のような︒
そ れでも なお 別れ を経
ても う一度 出会 えた とし
たら ︑その 縁は まさ に奇
跡の ように 感じ るも ので
す︒ 別れと いう もの が避
けられないのだと したら︑
願わ くはそ んな 奇跡 を感
じる ための 準備 であ って
欲し いもの です ︒し ばし
の別 れ︒そ れが お互 いが
笑っ て奇跡 を約 束す るも
のであるように︒

重要なお知らせ

★４月発送日の変更

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 は次回４

月 日︵月︶発送の場合︑
日前の８日︵金︶が
締切日 となります︒
今 後は︑送り たいお手
紙が ある場合︑ それぞれ
発送 日の３日前 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
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窓 の外 が薄暗 いう ちに布 団を 抜
け出 して ︑部屋 の窓 を開け る︒ 一

ご縁を咲かす
桜の季節
ま りのよ いと ころで ︑こ の新鮮 な
空 気にキ リリ と身が 引き しまる 思
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ストに投函してください︒

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。

3

令和４年３月３１日
び と
み
ふ
報
会
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