ふみびと
で ︑帰 った らお 礼がし た
い と申 し出 たの ですが 男
性がひと言︒
﹁お互い様だから﹂
そ の言 葉だ け残 して何 事
も なか った よう に去っ て
いかれました︒
山奥 で見 ず知 らずの 人
に ︑車 を降 りて 声をか け
る とい うの はき っと誰 に
で もで きる こと ではな い
こ と︒ もし かし たら困 っ
て いる のか もし れない と
思 って も︑ それ を行動 に
移 すこ とは ︑思 ってい る
以 上に 重い 一歩 のよう に

お知らせ

★５月の発送日

次回は５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︒

16

お互い様
昔 山奥 で車の タイ ヤが
パン クし て立ち 往生 して
しま い︑ 電話で 助け を呼
ぶこ とも できな かっ た時
のこと︒
車 の通 りもほ とん どな
い中 ︑た った一 台た また
ま通 った 車に乗 った 男性
が車 を降 りて﹁ どう かし
まし たか ﹂と声 をか けて
くださいました︒
その男性が車に詳しかっ
たこ とも あり︑ スペ アタ
イヤ に替 えてい ただ き︑
なん とか 車を動 かす こと
がで きる ように なっ たの
るこ とに 徹底的 に集 中して みる ︒
全て じゃ なくて いい ︒今だ けと 決
めて ︑丁 寧すぎ るく らい丁 寧に 作

紙の 上を走 る微 かな音 ︑ペ ンの質
感︑ わずか にイ ンクが 滲む 様子︒
そう いった 全て に心を 澄ま せてみ
る︒ 時間 にす れば ほん のわ ずか
なの だけ れど ︑そ うや って 集中
する だけ でず いぶ ん気 持ち が落
ち着 くのだ ︒そ うやっ て少 しでき

思います︒
そ れで もそ の一 歩をこ
踏み 込んだ 親切 とい うの
ちら に向 けて くだ さった
はで きなか った かも しれ
こと に感 銘を 受け て︑今
ない︒
度困 って いる 人が いたら
そ う思う と︑ あの 時い
自分 が手 を差 し伸 べよう
ただ いた温 もり は誰 かに
と思 い︑ 車の 応急 処置が
分け ること がで きて ︑知
でき るよ うに 勉強 するよ
らな いうち に広 がっ て︑
うになりました︒
それ がどこ かで ﹁お 互い
も しあ の時 助け てもら
様﹂という気持ちに繋がっ
わな かっ たら ︒な んの見
ていくように思います︒
返り も求 めな い︑ 人の優
普段 はなか なか 感じ るこ
しさに出 会わなかったら︒ との ない見 ず知 らず の人
もし かし たら 自分 も一歩
との 繋がり ︒そ れを 感じ
られ る瞬間 がこ の一 言に
詰ま ってい るよ うな 気が
します︒
﹁お互い様﹂
たっ た一言 のそ の魔 法の
言葉︒
業を して みる︒ たと えばメ モを 取

集中とゆとり

春は穏 やか で過ご しや すい季 節
だ ︒思う 存分 この時 期を 味わい た
い と思う のに ︑いろ いろ な用事 が
重なる のもこの時期︒あれも し
なきゃ これもしなきゃと気持 ち
ばかり がせいて︑なかなか気 持
ち が落ち 着か ない︒ せっ かくの 季

た心 の余白 で︑ しっか りと 春を味
わえたらと思う︒

月の発送日
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る時 ︒字 を丁寧 に書 くのは もち ろ
ん︑ ペン の先が 紙に 触れる 感触 ︑

自分の色塗る
日々に余白を
節 なのに とま すます 心が ざわめ い
て しまう ︒そ んな時 は今 やって い

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︒

5

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。

5

令和４年４月２５日
び と
み
ふ
報
会
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