ふみびと
ます︒
時に 大遅 刻を したり ︑
大 事な もの を忘 れてき た
りと︑周りからしたら困っ
た もの です が︑ 逆に何 も
か も完 璧に そつ なくこ な
す よう なと ころ ばかり 見
て いた ら︑ もし かした ら
少 しは 妬む 気持 ちも現 れ
たのかもしれません︒
そう 考え ると 意外と 人
の 魅力 とい うの は︑欠 点
が あっ てこ そ感 じるも の
で ある よう な気 もして き
ます︒
周り の人 がも しいつ も

優しい人 ばかりだったら︑
毎日 がも し学 校も 仕事も
なく 休み だっ たら ︑人の
優し さも ︑学 校や 仕事の
休み も同 じよ うに はあり
がた みを 感じ るこ とがで
きないかもしれない︒
人 の﹁ 欠点 ﹂と 言える
よう なと ころ も︑ 人の長
所を ﹁魅 力﹂ と感 じられ
るた めの スパ イス のよう
なも のな のか もし れませ
ん︒
時 には ちょ っと 怒りっ

ぽか ったり ︑だ らし ない
とこ ろがあ った り︑ そう
いう ある意 味で は﹁ 人間
らし い﹂一 面が ある から
こそ 感じら れる その 人の
魅力︒当たり前で はない︑
人そ れぞれ の良 さを 感じ
るた めのア クセ ント のよ
うな︒
久しぶりに会っ た友人︒
あの 頃と同 じく やっ ぱり
遅れ てきた けれ ど︑ そん
なと ころに どこ か安 心感
を覚えます︒
い いとこ ろば かり じゃ
ない ︑けれ ど悪 いと ころ
ばか りじゃ ない ︒そ んな
人の ﹁魅力 ﹂を 感じ させ
てくれるから︒

お知らせ

６月の発送日

月 回目 の発送 は
日︵ 月︶の予定で す︒ 送
り たい お手紙 があ る場 合

日と

日

に は︑３ 日前 ︵ 日︶ ま
で に事 務局に 到着 する こ
と を︑ お近く の郵 便局 で
確 認の 上︑ポ スト に投 函
し てく ださい ︒な お︑

月 の発送 は︑
の予定です︒

★アイデア募集中

文通 村をご 利用 頂く 中
で ︑気 になる こと やご 要
望 ﹁○ ○ して 欲 しい ﹂
﹁ ○○ があ ったら 便利 な
の に⁝ ﹂など 文通 村を よ
り 楽し く快適 にす るア イ
デアを募集中です︒皆様︑

お気軽にご意見下さい︒

1

魅力引き出すもの
先 日久 しぶり に会 った
友人 のこ と︒学 生の 頃は
勉強 がで きて︑ スポ ーツ
も周 りよ り頭一 つ抜 けた
才能 を持 ち︑ユ ーモ アの
セン スも ある︑ 私か ら見
たら 羨ま しいく らい に恵
まれ た彼 ですが ︑不 思議
と彼 を妬 むよう な気 持ち
にな る人 は周り にい ませ
んでした︒
そ れは 一見完 璧の よう
に見 える 彼が︑ そん な風
に感 じさ せない くら い抜
けて いる ところ があ った
から のよ うに今 では 思い

も︑ 自然と ︑同 じよう にマ スクの
下で 微笑ん でい た︒マ スク が当然
の生 活にな って ずいぶ ん時 間がた
つ︒ それ がま た変 わっ てい くこ
とへ の是 非に は︑ いろ いろ な意
見が ある だろ う︒ ただ ︑道 行く
人の 微笑み が見 えると いう のは︑

がな いせ いだっ たの だ︒ま た会 釈
とと もに 微笑ん で︑ その人 は通 り
過ぎ てい った︒ もう 顔の下 半分 は

マス クで 隠れて いた けれど ︑私 に

そこにある微笑み

散歩中 ︑向 こうか ら人 がやっ て
来 るのが 見え た︒な ぜだ か心ひ か
れ て︑思 わず 見つめ てし まうと ︑
こちら に気がついたらしい相 手
は︑ほ ほ笑んで軽く会釈をし て
よこし ︑それから手にしてい た
マ スクを 身に つけた ︒そ れで︑ 私

やっ ぱりい いも のだ︒ そう 感じら
れる出来事だった︒
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はし っか りと相 手の 笑みが 見え る
気が した ︒だか らな のだろ う︒ 私

良いところ
悪いところ
は ﹁ああ ︑そ うか﹂ と納 得した ︒
違 和感と 新鮮 さの正 体は ︑マス ク

27
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24

11

7

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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