ふみびと

お知らせ

★４月の発送日

次回は４月 日 ︵月︶
の 発送 です︒ その 場合 ︑

日 前の 日︵金︶ が
締切日 となります︒送
り たい お手紙 があ る場 合
は 余裕 をもっ てお 手紙 を
お送りください︒
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新しさ

とを 始め るのは ︑か なりの エネ ル

新しいリスタート

﹁温故知新﹂
帯 一つ あれ ばで きてし ま
前 に学 んだこ とや 昔の います︒
事柄 をも う一度 調べ たり
想像 もで きな いほど の を特 集し た雑 誌が 並んで
考え たり して︑ 新た な道 開 発者 の方 々の 努力の 積 います︒
温かさ︒
理や 知識 を見い 出し 自分 み 重ね ︑ま さに ﹁温故 知
電 気が 通っ てい るわけ
新しきを温︵たず︶ね︑
のも のと するこ と︵ 新明 新 ﹂の 賜物 が今 の便利 さ でも ない ︑最 新の 機能が
故き を知る ︒そ んな 本来
解四字熟語辞典より︶
といえるでしょう︒
ついてい るわけでもない︑ とは 逆の感 じ方 がで きる
瞬 く間 に進歩 して いく
しか し︑ そん な中で も アナ ログ な文 房具 が︑今
のも ︑最新 の技 術に 囲ま
現代 の技 術︒携 帯電 話が ﹁ 故︵ ふる ︶き ﹂もの が 改め て脚 光を 浴び ︑人々
れて いる現 代だ から こそ
世の 中に 普及し 始め た頃 な くな って いる かと言 え に愛 され てい るの は︑や
かもしれません︒
は︑ 外に いても 電話 がで ば そう いう わけ でもな い やア ナロ グな 時代 に生ま
ほ んの一 瞬で ︑し かも
きる のか と感動 した もの ようです︒
れた 人間 とし ては 嬉しい
無料 でメー ルが 送れ てし
です が︑ 今やど こに いて
ここ 数年 ︑文 房具ブ ー ものです︒
まう便利な世の中︒
もす ぐに 調べた いこ とは ム が続 いて いる ようで ︑
最 新の 技術 に囲 まれて
手 紙や文 通の 文化 も便
調べ られ るし︑ メモ を取 書 店に 行け ばい つも雑 誌 いる から こそ 感じ ること
利さ という 壁を 越え てい
るの も︑ 本を読 むの も携 コ ーナ ーの 一角 に文房 具 ので きる ﹁故 き﹂ ものの
つま でも人 々の 心を 温め
新し いもの であ って ほし
ない 人も いるか もし れない ︒ど う るの はどう だろ う︒経 験が あるか いものです︒
せ続 かな い︑と 最初 から思 って し ら始 め方は わか るし︑ 道具 や知識
まう こと もある だろ う︒新 しい こ も少しは残っているかもしれない︒
それ に︑ つま ずき 方も わか って
いる から ︑今 度は もう 少し だけ
でも 長く 続け られ るか もし れな
い︒まっさらなスタートではなく︑

新しい こと を始め るの にぴっ た
り の季節 だ︒ 大人に なっ ても進 級
進 学のイ メー ジは強 いし ︑心地 よ
い天候に何はなくても心が弾む︒
やりた いことがある人はぜひ こ
の時期 にスタートをきるのが い
い だろう ︒気 持ちは あっ てもな か

リス タート ︒今 年はそ んな 春はど
うだろう︒

月の発送日
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ギー が必 要だ︒ なら ば︑以 前や め
てし まっ たこと を改 めて始 めて み

いつの時代も
温かいもの
な か︑と いう 人もい るだ ろう︒ 新
し いこと なん てすぐ には 思いつ か

3

月は GW
による 祝日
が多いため例外的に第３︑
第５ 月曜日に発 送を行う
予定 です︒これ により︑
お手 紙を書くリ ズムが崩
れに くくなるの ではない

★ ５月 だけ 発送 週が
変わります︒
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かと 思います︒ ご理解頂
けますと幸いです︒

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。
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