ふみびと
でいる花よりも自信を持っ
て 美し いと 言え る一つ の
作 品の よう なも の︒そ れ
が 一年 で一 番贈 られる 日
なのだそうです︒
母の 日に 送り 出す花 を
育 てる のに かか る時間 は
お よそ 年 ︒そ れだけ の
手 間と 時間 をか けても ︑
花 が咲 いて いら れるの は
長 くて もわ ずか ヶ月 ︒
贈 る人 と贈 られ る人の ほ
ん の一 瞬の 笑顔 のため に
か けら れる 途方 もない 労
力︒
たく さん の人 たちの 笑

顔の 後ろ で︑ それ を支え
てい る人 たち がい ると思
うと ︑花 や私 たち が普段
何気 なく 手に して いるど
んな もの も︑ とて も大切
なも のに 感じ られ るもの
です︒
贈 り物 ︒そ れは 買った
人が 誰か に贈 るも のだけ
ではなく︑心を込めて作っ
た人 から それ を買 う人へ
のも ので もあ るの かもし
れません︒
そ れを 買っ た人 が︑ま
分の 楽しみ のた めにす るも の︒そ
れ以 上でも 以下 でもな くて ︑それ
で自 分が判 断さ れてし まう べきも
ので もな いし ︑も ちろ ん正 解も
ない ︒趣 味は 素敵 なも のだ けれ
ど︑ だか らこ そあ えて ︑﹁ たか
が趣 味﹂と 考え る︒自 分が 楽しけ

たそ れをも らっ た人 が︑
ほん のひと とき 笑顔 にな
れる時間のギフト︒
作 り手が どん な思 いで
これ を作っ て︑ どの よう
にこ こまで 届い たの か︒
そん なこと に思 いを 馳せ
る時 間でさ えも ︑人 の思
いを 感じら れる 特別 な時
間のように思えます︒
大切な誰かに笑顔になっ
て欲 しい︒ もら った 人に
喜んで欲しい︒
そ こに込 めら れた 色ん
な人 の思い が感 じら れる
ひと とき︒ それ もひ とつ
の﹁ 贈り物 ﹂な のか もし
れません︒

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︒

月の発送日

★ ５ 月 だけ 発 送 週 が
変わっています︒

月は GW
が あっ た た
め ︑ 月中は 例外 的に 第
５ 月曜 日に発 送を 行い ま
す ︒６ 月以降 は通 常通 り
第 ２︑ 第４月 曜日 ︵ 月

日︑ 日 ︶と なりま す
の でご 理解の ほど よろ し

くお願いいたします︒

1
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贈り手の気持ち
﹁ 母の 日﹂こ の日 は毎
年花の好きな母に花を贈っ
てい るの ですが ︑花 の卸
しを して いる友 人に とっ
ては ︑全 国の人 に自 慢の
花を送る特別な日︒
そ の友 人の送 り出 して
いる花は︑ホームセンター
など で売 られて いる 他の
花と 比べ ると決 して 安い
わけ では ないけ れど ︑少
しで も長 い時間 ︑綺 麗に
咲い た花 を楽し んで もら
える よう に︑手 間を かけ
て最 高の 状態で 送り 出さ
れた それ は︑ど こに 並ん
され てし まうか もし れない ︒だ と
した ら︑ なんて 答え るのが 正解 な
んだ ろう ︒そん なこ とを一 瞬考 え

てし まう のだ︒ もち ろん︑ 趣味 と

自分が楽しめるもの

趣味は？と聞かれると少し戸惑っ
て しまう のは なぜだ ろう ︒趣味 だ
と 思って るも のがな いわ けでは な
いのに ︑すんなりそれを口に す
ることができない︒
趣味 だと言うからには︑上 手
じ ゃない と詳 しくな いと ︑その 資

6
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れば それで いい ︒安心 して ︑自分
なりに趣味を育てていきたい︒

27
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いう のは そんな もの ではな い︒ 誰
かの ため ではな く︑ 他でも ない 自

5
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続く想いの
受け渡し
格 がない 気が する︒ それ に︑趣 味
が 何かで 自分 がどん な人 間か判 断

3

5

5

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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