2008「サンタさんへの手紙」手紙文作品集
【11 才の部】
372

サンタさんへ サンタさん、お手紙ありがとう。私もクリスマスが楽しみでクリスマスが早
くこないかなと思っています。
サンタさんもトナカイさんと一緒にがんばってみんなにプレゼントをあげて下さい。
温かいココアを入れてまっています。

373

（福島県 緑川 琴美 11 才）

サンタさん、プレゼントどうもありがとうございました。それと、あんなにステキな手紙を
ありがとう！友だちに見せたら、みんなびっくりしていました。もらったゲームも楽しかった
です。手紙を読んで、はじめてサンタさんのすんでいる場所が分かりました。サンタさんの家
族や仲間などを教えてくださり、本当感謝しています。サンタさんも健康でいてください。
（山形県 池田 陽介 11 才）

374

こんにちは、サンタさん サンタさんにききたいクェッションがあります。
1one サンタさんはいま、なんさいですか？
2two サンタさんのおひげは、なんねんかんのばしているのですか？
3three クリスマスの日、どうやって、トナカイと、とんでいるのですか？
いつもプレゼントをありがとうございます。

375

（埼玉県 中村 友美 11 才）

クリスマスにコテをくれてありがとうございます。
～質問です～
・本にさんタさんの奥さんの名前がメアリーとかいてあったんですけど・・・。どっちが本当
ですか？
・妖精には、いまからでもなれますか？
・妖精たちがスパイをしてるって本当ですか？

376

（千葉県 大川 萌恵 11 才）

東京ではもうウグイスが鳴き出しましたよ。春は近いです。でも、姿は見えませんが…
いつも、きれいな切手ありがとうございます。クリスマスツリーを囲んで、輪になってる小
動物達、楽しそうですね。私も輪の中に入って行きたいです。フィンランドの春はどんな感じ
ですか。鳥達がさえずり、花々が咲きだすんでしょうね。では、お体に気をつけて下さい。
（東京都 三原 佳代 11 才）

377

おてがみありがとうございました。とてもうれしかったでーす！サンタサン、ありがとう！

サンタサンにてがみをもらうのははじめてだったので、とてもビックリしました。フィンラン
ドから、てがみがきた！と思うと心がウキウキします。サンタサンの生活のことがいろいろと
分かるととてもウレシイです。わたしは、変なしゃべり方ですみません。サンタサン、来年も
たくさんてがみください！
わたしがもらったクリスマスプレゼントはブルクロスのバックデス！とてもウレシカッタデ
ス！来年もサンタサンがきたらとてもウレシーナ～と思います！サンタサン来年もよろしく！
ｂｙほなみ
378

（東京都 萩原 帆南 11 才）

サンタさんへ プレゼントありがとう!!今年も私の家までプレゼントをわざわざ持って来て
くれて、本当にありがとうございました。ものすごくうれしかったです!!!来年もまたお願いし
ます。サンタさんが来てくれるのは、６年生まででざんねんです・・・。５年：加地 亜由美
（東京都 加地 亜由美 11 才）

379

サンタさん プレゼントをありがとう。サンタさんのことばは なにごですか？わたしは、
にほんご（日本語）です♡

380

（神奈川県 倉本 綾乃 11 才）

サンタさんへ 私は、サンタさんのいる、ラップランドというところにいってみたいです。
サンタさんのおくさんが、やいてくれるクリスマスパイというパイをみて、たべてみたいなと
思いました。
オーロラや、真っ白な雪におおわれた森など、なんて美しいのかなと想像しています。サン
タさんも、今年も元気に、クリスマスの準備にとりかかってください。
私のトナカイの人形で、名前はキャラメルリボンっていいます。サンタさんのトナカイで、
カワイイ名前のトナカイっていますか？

381

（神奈川県 青山 雅 11 才）

サンタさんぼくはサッカーをがんばってます。どうしたら J リーガーになれるの？カカやロ
ナルドのようになりたいです。
サンタさんにどうしたらあえますか？ りゅうたより

382

菅原 瑠太

11 才）

サンタさんへ お料理セットありがとう 今年のクリスマスの日サンタさんのためのお料理
を作るので来てください。啓晃

383

（神奈川県

（神奈川県 川路 啓晃 11 才）

サンタさんへ 元気そうですね。私達もいつも元気です。ところで、来年は私はたのんでも
いいのですか？でもそれはいいとして、いつもクリスマスはくれてありがとうございます。毎
年とても楽しみです。手紙を見たらとてもいそがしそうですね。それに幸せに暮らしているよ
うですね！！いつも本当におつかれさまです！！後、お母さんが、まくら元にくつ下を置くと
いっていました。たぶん、うらやましいんだと思います。サンタサン、これからもがんばって

下さい！！よう精トント達もがんばって下さい！！良いお年を！！
（長野県 浅野 有紀・哲也 11・8 才）

384

お元気ですか？サンタさんへ 私は、今回初めてサンタさんから手紙が送られてきて、とて
もうれしかったです。「サンタさんなんか、いないよ。」という人もいますが、私はサンタさ
んを信じています。世界中の子供達にプレゼントを届けるのは、とても大変で、忙しいと思い
ますが、体に気をつけて、これからも私達に夢と希望をあたえ続けて下さい。いつもありがと
うございます。感謝しています!! 加藤早紀より

385

（長野県 加藤 早紀 11 才）

サンタさんへ サンタさん、お手紙ありがとう！うれしくて、ついお友達にも見せてしまい
ました。サンタさんは、クリスマスは！すごくいそがしいですね。私の家は、そんなに、いそ
がしくないです！お仕事トナカイのペッテリトナカイとがんばって下さい！！
（愛知県 星 実希 11 才）

386

サンタさんへ 毎年クリスマスが楽しみです。今年もプレゼントください。本物のサンタさ
んを見てみたいです。珠希
お元気ですか？わたしは花粉しょうで、毎日がつらいです。クリスマスの朝は、おきるのが
楽しみです。わたしは、来年六年生になります。自分でも１年は早いなぁ。と思っています。
千里

387

サンタさんへ

（静岡県 八木 千里・珠希 11・8 才）

ゲームありがとうございました。お手紙もクッキーもありがとうございま

した。お手紙のきって、すごくカワイかったです。あと、ゲームとそのゲームの「トリロジー
CD」というのもありがとうございます。すごくうれしかったです。風花より
（三重県

388

天白 風花

11 才）

サンタさんへ お手紙ありがとうございました。サンタさんのお手紙に はげまされて、こ
れからも勉強をがんばります。来年も私の家にプレゼントをもってきてください。一度だけそ
りにサンタさんといっしょに乗りたいです。まさこより

389

サンタさんへ お仕事大変だったろうけど大丈夫でしたか？これから秋ぐらいまで休んで冬
になったらまたがんばって下さい。まりより

390

（京都府 平井 雅子 11 才）

（兵庫県 加藤 茉里 11 才）

サンタさんへ 今年もたくさんのプレゼントをありがとうございました。うれしくてクリス
マスイブの夜に夜空を見上げていると、サンタさんがそりにのって、真っ赤なリボンを持って
とびまわっているような気がしました。サンタさんの全国へのプレゼントは、地球に赤いリボ
ンをかけて幸せをとどける事（皆等同に）なのでしょうか？もしそうだったら、とてもステキ

な事だと思います。
一番最初のサンタさんからのプレゼントは皆がすめる地球だったのでしょうか？今では地球
温暖化がすすみ、自然がこわされていっています。私はこの地球という宝物を大切にしてほし
いと思います。なのでサンタさんはお空の上からいつまでも見ていて下さい。
サンタさん、大好きです♡ 上田さつき
391

（奈良県 上田 さつき 11 才）

サンタさんへ いつもプレゼントありがとうございます。私は、サンタさんを信じてます。
みんな、お父さんやお母さんが、サンタさんだって言うけど、私はお父さんとお母さんは、け
ちなので、買ってくれるわけがねぇだろうと思っています。今、友達に、サンタさんはおるっ
て！とみんなに言っています。すると、おらんしぃとかえってくるのでおこっておるしとかえ
したら、「ん～」と言ってなっとくします！で、これからもプレゼントよろしくおねがいしま
す♡

392

（大阪府 岩田 知佳 11 才）

サンタさんへ 今年で終わりだけど、サンタさん１回だけでもいっしょに会ってくれません
か。1 回だけでもサンタさんと会ってみたいです。次の手紙でいけるかむりか手紙に書いとっ
てください。サンタさんと会ってみたいな。りょうより

393

（大阪府

田川 諒

11 才）

サンタさんへ サンタさんはまい年の夏、なにをしているのですか？私は、まい年の夏は家
族でキャンプに行くんです。いつも、川がある所に行くんです！そこの所は空気がきもちいし、
夜にはまんてんの星空が見えるのですよ。だから、サンタさんもぜひキャンプに行ってくださ
い。たのしいと思います！

394

（大阪府

11 才）

サンタさんが子どもの時にプレゼントを送っていたのは、誰がプレゼントを送っていたので
すか？

395

小西 昭南

（京都府

眞継 仁

11 才）

サンタさんへ お手紙ありがとうございます。サンタさんのコルバトゥントゥリ山のお話は
なんだかとてもおもしろくて、なんかもっとサンタさんのお話が聞きたくなりました。24 日
はとても忙しいと思いますが、トナカイたちと協力してプレゼント配りを無事終われるよう、
頑張ってください！ねながら応援しています！つかさより Merry X'mas
サンタさんへ お手紙ありがとうございます。サンタさんのすんでるフィンランドって五大
州のどこですか。おしえてください。わたる

396

（奈良県

古田 つかさ・亘

11・9 才）

サンタさんへ 素てきなお手紙をありがとうございます。私は、この前のクリスマスイヴに
あなたの夢を見たことがあります。そこは私の家のリビングで私がサンタさんへのプレゼント
として送ったクッキーをミルクで飲んでいる夢でした。その時、トナカイは外につないでいた
のでしょうか。赤いぼうし等のトレードマークですぐにサンタさんだと分かりました。

さて話は変わりますが、鹿児島は１月に久しぶりに雪がふりました。福岡にもふりました。
フィンランドはいつも雪がふっていますか？ふっているのなら、いつかフィンランドへ行って
雪遊びをしたいです。来年もぜひ世界中の子供達に夢を与えて下さい。失礼します。
（鹿児島県 大薮 茉奈 11 才）

397

サンタさんへ お手紙とプレゼント、ありがとうございます。大切にします。
ぬいぐるみは、もう作り終わったので、もし、覚えていたら、まくらもとに、そのぬいぐる
みを置いておきます。
それでは、サンタクロース、ムオリさん、パイロットトナカイ、トントさんがんばってくだ
さい。 前野冬華より

398

（鹿児島県 前野 冬華 11 才）

サンタさんへ お元気ですか。日本ではもうすぐ春が来ます。三月はひな祭り、卒園・卒業
式、修了式などの行事があります。そして、桜や桃、たんぽぽ、すみれ、桜草が咲きます。私
の小学校では、お別れ集会の準備で大忙しです。サンタさんへ、プレゼントは本を下さい。
（長崎県

松嶋 珠子

11 才）

【12 才の部】
399

DEAR☆SANTASAN

サンタさんへ。まいとし、プレゼントをくれて、とてもうれしい

です。いつも、12 がつ 25 にちのあさを、とてもたのしみにしています。
きょねんの 24 にちのよるに、みうのへやにあったクッキーは、おいしかったですか？サン
タさんがてがみをかいてくれたので、うれしかったです。
これからも、みうを、みまもっていてください。
400

（秋田県 古川 美羽 12 才）

サンタさん いつもプレゼントありがとう！とってもうれしかったです。私は中学校になっ
てももってきてくれるのかなぁ？なんて思ってます。もし、それが無理でも、いつまでもサン
タさんのこと信じてます。

401

（福島県 岡本 野乃花 12 才）

サンタさんお元気ですか。ぼくはもうじき小学校を卒業します。楽しい思い出をたくさん残
して、中学校に入学します。
これからも好きなサッカーをつづけたいと思います。今年もプレゼントを待っています。い
つもプレゼントをありがとうございます。SORA より

402

（千葉県 中村 創良 12 才）

サンタさん！こんにちは！はじめまして…元気ですか？？手紙が書けるなんてとってもうれ
しいです！！サンタさんに聞きたいことがたくさんあるからで～す！冬になると忙しいですよ

ね？
1.なんで、サンタになったんですか？
2.一年中、サンタの服を着て過ごすのですか？
3.毎日、どんな仕事をしているのですか？
４．サンタになるための決まりってあるんですか？
他にも、まだまだ聞きたいことはたくさんあります！
サンタさ～んいつもありがとう！サマーカードが届くのを楽しみにしています！
（埼玉県 矢部 美帆 12 才）

403

サンタさんへ クリスマスプレゼント、どうもありがとう。小学校のクラスの中では、サン
タはパパやママと言っている人がいるけれど、私たちはサンタさんだと思っています。
フィンランドも冬は暖かくなっていますか？私は２回スキーに行きましたが、雪があまりあ
りませんでした。私たちも、ふだんの生活の中で、便利なことを見直さなければいけないのか
もしれませんね。

404

（東京都 松本 奈々・麻里 12・10 才）

サンタさんへ お手紙ありがとうございます。サンタさんはこの時期、大変お忙しいと思い
ますが、世界中の子供達のためにがんばって下さい。
妖精のトントさん達は働き者ですね。私はトントさん達みたいになってあなたのお手伝いを
してみたいです。
これからも、がんばって毎年、毎年クリスマスの日はがんばって下さい。メリークリスマ
ス！！葵より

405

（神奈川県 石川 葵 12 才）

サンタサンへ 私の名前は、かなみデス。サンタサンは、年に一度だけ世界じゅうの子供達
にプレゼントを渡す仕事をしていますが、それはとってもＸ２大変だと思います。
私も、トント達のように明るくて楽しいトントのように一緒にサンタサンのお手伝いをした
いナァ～と思っています！！前からの夢でした！どこかで会いたいです
サマーカードをまっています！ＨＡＰＰＹデスカ？

406

サンタさんへ

（神奈川県 森 香那美 12 才）

サンタさん毎年プレゼントありがとう。トナカイはいろいろな所にプレゼ

ントを運んでいるのにつかれないの？今年もプレゼントください。ついでにトナカイを見たこ
とないからトナカイの写真か絵みたいの送ってください。一晃より（神奈川県
407

坂元 一晃

12 才）

私は 6 年生で来年中学になります。話をきくと、コルバトゥントゥリ山に住んでいるんです
ね。サンタさんもいろいろと大変なんですね。私は６年だけど映画のポーラーエクスプレスを
見て、本当にサンタさんはいるとずっとしんじています。なのでサンタさんもがんばってくだ
さい。

（神奈川県

古家 奈生子

12 才）

408

サンタさんへ

お手紙ありがとうございます。びっくりしたけど、すっごくうれしかった

です。フィンランドで遠いかもしれませんが、サンタさんの事大好きのですので♡また、機会が
あればお手紙送って下さい。楽しみに待っています！でわまた！！手伝いもがんばります。
（神奈川県

409

You are playing video

games? You are

your picture, please. I am studying English.

齋藤 紘佳

12 才）

busy every day? Show me
I like baseball.
（愛知県 橋本 祐生 12 才）

410

サンタさんへ 僕は毎年クリスマスが来るのを心待ちにしております。僕は今小学校の六年
生です。来年は中学校へ入学します。クリスマスのプレゼントをもらえるのも最後になるかも
しれません。
でも夢はいつまでも持っていたいと思います。妹の沙希も元気です。そしてクリスマスが来
るのを楽しみに待っています。サンタさんも身体を大事に頑張って下さい。日本より祈ってい
ます。

411

（愛知県 梅田 了介 12 才）

サンタさん いつもうれしいプレゼントありがとう♡かぜひかないでネ☆美樹
これからもプレゼントよろしくね 元気にしてね 菜々子より
いつも、ありがとう。みんなに、プレゼントを届けてね。優樹
毎年子どもたちにステキなプレゼントをありがとうございます。世界中が平和になりますよ
うに。すべての子どもたちが幸せになれますように。母 奈穂美
(兵庫県 森 優樹・美樹・菜々子 12・12・9 才)

412

サンタさんへ お手紙ありがとうございました。とてもびっくりしたし、とてもうれしかっ
たです。お返事おそくなってすみません。あと、プレゼントありがとうございました。もう来
年はもらえないかもしれませんが、弟がいるので、お手紙をかこうと思っています。私は、サ
ンタさんが、みんな「いないって」っていって信じていませんが、私は信じています。ほんと
うにありがとうございました。卒業前のとてもいい思い出です。サンタさん、これからもがん
ばって下さい。おうえんしています！！じゃぁ、さようなら。りさとこうきより
（大阪府 元田 梨沙 12 才）

413

サンタさんへ クリスマスカードありがとうございました。実は、私のおばあちゃんの家で
は雪が降りました！つもるほどではありませんでした。フィンランドは、きっと寒いと思いま
す。体には十分気をつけて下さい。２つ質問があります。サンタさんは大人になったら会えな
くなるのか？ということと、サンタさんは、休みはあるのかということです。解答宜しくお願
いします。では、今年のクリスマスにまた会いましょう！by みさこ（大阪府

藤井 美紗子

12 才）

414

Dear santa,

Thank you for Xmas Present.

The bag you gave me. I will
On Xmas Eve,
for

to after-school

lesson and

I made a cake, wait

you to come so, I couldn't sleep!! Xmas Day , I couldn't find a

present , so
bed"

I went

bring to my Graduation Ceremony.

I was little worry. But my mother said, "Look

and when I see,

special

I found the present from

near

your

you! I did some

things for Xmas.

I made a decoration Xmas party.

It took me 4- 5days

to decorate.

When you came to my house, did you see it?
Next, I will do
grand-father's

the

decoration for me, my mother , grand-mother

Birthday Party.

I will wait

and

to see you again on this

year's Xmas.
So , see my decoration again! from MAI
p.s. I will

be kind

to my mother. Please come again
（福岡県 森川 舞 12 才）

415

サンタさんへ フィンランドはまだ雪はふっていますか？延岡はとても暖かくなって来てい
ます。僕は来年から中学生になります。とても楽しみです。サンタさんに質問があります。助
手のトント達は学校にはいかないのですか。とても不思議です。行くとしたらどうゆう学校に
行き、どうゆう勉強をするのですか。そこを卒業したらサンタさんになれるのですか？おしえ
てください。中学生になっても、プレゼントはもらえますか？どうかよろしくお願いします。
SANTASAN，ＭＡＴＡＲＡＩＮＥＮ ＭＡＴＴＥＭＡＳＵ！

416

（宮崎県

山本 英資 12 才）

サンタさんへ お手紙、ありがとうございました。ぼくは、サンタさんは、どうもいないと
思っているんだけど、7 才の弟や 9 才の妹は「いる」と信じてる。サンタさんから手紙が来た
から「？？どっちなのかな」
とにかくゆっくり休んで今年のクリスマスまで・・・

417

（大分県 村上 直矢 12 才）

サンタさんへ いつもクリスマスは、すてきなプレゼントありがとう。ぼくは、クリスマス
がとても大好きです。料理もごうかで、ケーキまで食べられるからです。これからも子供に夢
と感動をあたえてください。勇輝より

【1３～19 才の部】

（福岡県

後藤 勇輝

12 才）

418

お手紙を毎年ありがとうございます♡あなたのお手紙は、とっても心があったかくなる手紙ば
かりです。
友達は皆、「サンタなんていないし。」なんていっているけど、私はずっとあなたを信じて
います。 それはただの幼い子供心かもしれないけれど、私はずっと会えることを待っています。
もしかしたら、そちらに遊びにいくかもしれません！！（大人になったらですけど。）
もし、あなたに会った大人の中で、瞳が子供のような、日本人の女性に出会ったら、私を思
いだしてくださいね。それでは。

419

（神奈川県 松原 奈海 13 才）

Hello．Mr．Santa Claus．
How do you do？How

are you？I'm

in this summer．It isn't

fine every day．Please come here

cold．So, you don'ｔ need to have a thick red

coat．I cincerity hope to see you this summer．Amane

Tanaka

（神奈川県

420

田中 周

13 才）

サンタクロース様 お元気ですか？わたしは、まぁふつうにがんばっています。もうすぐ期
末てすとなのでちょっと大変ですから、少しだけだけど書きます。あと少し（？）で 14 才に
なりますが、まだプレゼントもらえます…よね？犬がほしいけれど、それはサンタサンにはた
のみません。
テストでいい点とって買ってもらえるようにがんばります！！
と、いうことで、わたしは動物大好きです。将来は（今のところ）獣医師か動物看護師にな
りたいです。いろいろ調べて見てたいへんそうだけど…でも動物が好きです。そんな動物を一
部でも一ぴきでもいいから救いたい。今のところはそれが夢です。サンタさんも応援していて
ください。ありがとうございました！ Erina より

421

Dear Santa. Hello. How are you?
letter! But

the

letter

was

you come to my room

Thank

English, wasn't

you for a present

it? So

I can't read.

again? You enjoy your summer

Miyu
422

（愛媛県 矢野 愛里菜 13 才）

and

a

Will

vacation! From

（北海道 下間 美宥 14 才）

サンタさんのいるラップランドは雪景色ですか？
私の住んでいる千葉県は最近雪も降らず暖かい冬です。日本は３月３日ひなまつりでお雛さま
を飾り、幼い女の子の健康と将来の幸福を願う伝統行事です。今はお雛さまを部屋に飾り、和
やかな季節です。日本には色々と伝統ある行事を大切にしていきたいと思います。サンタさん
もぜひ日本に来て下さい！又、クリスマスプレゼントもよろしくネ…待ってます… Yume よ
り

423

（千葉県 中村 優芽 14 才）

Dear Santa Claus,こんにちは。いつもクリスマスおつかれさまです♡大変ですね。でも

サンタさんが大変でも子どもたちはそんなサンタさんが大すきですよっ!!♡来年もがんばってく
ださいねっ?!プレゼント楽しみにしています。今年もサンタさんにとってよい年ですよーに。
F：のぞみ
はじめまして。いつも、わたしの、ほしいものをくれてありがとう！はやいですけれども、
わたしは、かぞくが大ーすきです。だから、来年はみんなでできるおもちゃがいいです。では、
さようなら。F：ひかり
424

（埼玉県 安藤 望・輝 14 才）

手紙に「受験！ガンバレ！」というふうに書いていただきありがとうございました。３月９
日に受験があります。
フィンランドからおうえんよろしくおねがいします。小人さんたちもがんばってください。
では、また・・・・12 月 24 日に手紙よろしくお願いします。この切り絵は、自分ががんば
って切ったものなのでかざってください。

425

（新潟県 阿部 翔太 14 才）

サンタさんへ こんにちは。お手紙ありがとうございました。とてもうれしかったです。私
は、今年高校生になる女のこなのですが、小さいころから今もずっとサンタさんに会いたいな
と思っていました。会いたくても会えなくて、ずっと残念だったけど、お手紙がもらえて、と
てもうれしいです。
サンタさんが私の家にもってくれたプレゼントは大切に保かんしています。１つだけ、お皿
を割ってしまったときがあって、今でもそのことをよく覚えています。ゲームもギターもコン
ポも大切に使います！！サンタさんからもらったプレゼントは私にとって、大切な宝もので
す！！ それでは！！いつかサンタさんに会えることを願っています。さようなら
(兵庫県 石黒 はるな 14 才）
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Dear Mr. Santa Claus , Thank

you Mr.Santa Claus.

Please tell

me what

are you doing now?
I'll

be

a high school

high school

life.

See you next
427

students since this spring. I want to enjoy the

Christmas.

Yuki

（岐阜県 亀山 侑季 15 才）

サンタさんお手紙ありがとう！ 私は 2008 年のクリスマスにサンタさんから手紙が届いた
ことを心から感謝しています。
私にとって、2008 年が辛く、辛く、悲しく、むなしく、淋しくて弱い自分を見ないように、
感じないようにして、日々を過ごしてきました。そんな日常の中、サンタさんからの暖かい文
字にした贈り物はなによりも私をあたたかい空気で包んでくれた幸せなひとときでした。本当
にありがとう。2009 年も私の身近な人達が幸せでありますように。（東京都 越石 公子 18 才）

428

手紙ありがとう！この年になってもサンタクロースは好きです（笑）日本ではクリスマスは
そんなに祝いません。だから外国のクリスマスにすごく憧れてます。将来は取り敢えずサンタ
クロースに逢いにフィンランドに行く予定です。手紙をくれたサンタクロースに逢えたら良い
な…♡来年!?（今年）も手紙楽しみにしています。又、送ってくださいね。
P.S.サマーカードも楽しみです。Dear

Santa Claus

From Kurumi Shimamoto
（京都府

島本 くるみ

19 才）

【一般の部】
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サンタさんへ 手紙をくれてありがとう。 手紙を読んで、私も家族や友達に優しくしよう
と思ったよ！サンタさんはいつも子供たちの欲しいものをプレゼントしているけど、私は今回
のクリスマスに自分のあげたいもの、相手に使ってほしいものを大切な人にプレゼントしたよ。
こんなクリスマスも有りかなぁ？ サンタさん、これからも元気でいてね。そして私たちに夢
を与え続けてね

430

（香川県 林 千翔 20 才）

クリスマスカードありがとうございました。本当にクリスマス近くに届きおどろきでした。
中の文章は少々子供に読んできかせるには難しい内容でした。もっと子供向けを選ばなければ
いけなかったと反省です。でも日頃手紙など来ない子供のもとへその子の為の手紙が届くとい
うことはいいもんだなぁ～と実感しました。（何といってもその存在が認められたようでうれ
しかったのだと思います。）夏にもぜひ又、この子のもとへ手紙を届けていただけるようお願
い致します。サンタさんへ・・・！！よろしくね。
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石橋 佑佳

23 才）

こんにちは。今度フィンランドに遊びに行きますね。いいお店たくさんしょうかいしてくだ
さい。

432

（愛知県

（東京都 櫛引 孝志 25 才）

ＤＥＡＲ サンタさんへ お手紙ありがとうございました。サンタさんは絶対にいると信じ
ていたら、やっぱり本当だったんですね！！奥様の手作りクッキーとパイ食べたかったなー
（笑）これからも多くの方に幸せを贈り続けて下さいね！！そして、サンタさんにも幸せが届
きますように…。2008 年

433

DEAR サンタさんへ

（岐阜県 山形 かおり 25 才）

お手紙ありがとうございます。ポストに届いた時は嬉しかったで

す。フィンランドのサンタの家は冬は寒いですか？日本の冬も寒いのでインフルエンザや風邪
になりそうです。寒いのでもし日本に来たら温泉で温まってください。FROM 景子
（群馬県 割田 景子 27 才）

434

Thank

you for

Big dream

!!

いつもあたたかい希望と夢をありがとうございます。あかいぼうしと白ひげサンタさん大スキ♡
クリスマス大スキ♡たくさんの人が幸せになぁれ♡
435

（茨城県 玉川 真梨子 27 才）

サンタさんへ クリスマスのお手紙初めてもらえてすごくうれしかったです。
実はクリスマスに大切な人がすごく難しい手術を受けていたんです。
でも無事に成功しました
これがクリスマスプレゼントだったんじゃないかなと思っています。
本当にありがとうございました。
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（神奈川県 安西 美智子 27 才）

☆☆☆メリークリスマス☆☆☆サンタさんにお手紙を書くのは初めてで緊張しています。ク
リスマスに特別な事がある訳じゃないけどクリスマスの雰囲気が好きで 12 月に入ってから
のデパートのクリスマスソング、赤・緑・白の色を見るだけでウキウキして胸の真ん中あたり
があったかくなるんです♡ 一年中、クリスマス気分を味わいたいのでサンタさんの置き物やツ
リーをずっと飾っています♪♪クリスマスがずーっと続くといいなっていつも思います♡ 昔
からサンタさんに会うのが夢でいつかフィンランドに行きたいです♡その日までサンタさん
どうか待っていてください・・・♡♡♡あやより
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（愛媛県 白雪 絢 27 才）

心のこもったお手紙ありがとうございました。ほんのり幸せな気持ちになれました。サンタ
さんに私という人間を紹介させて下さい。私は非常に”こだわる性格”です。４,５年前にスノ
ーボードを始めたのですが、ボードは Santa Cruz（ブランド名）がいいとか、ジャケットは
赤、パンツは白でなきゃだめだとか…気付くと「サンタ」という名の付くものやイメージのも
のの虜になっています。そして、究極は将来の自分の子供に「サンタ」と何とかつけたいなと
高校生の時くらいから密かに考えていました。おそらく、”サンタさん”に温かく、優しい、
人間だけでなく動物や自然、生命あるもの全てに平等、自分が大変な思いをしても他人の事を
思いやれる（各地をソリにのって）というイメージを持っているからだと思います。

"Sometimes
present

a small

you can give

good deed or a kind word can be the

best

some one"ですよね。だから、まず、サンタさんに手紙を頼んで

くれた人に、「ありがとう。温かい気持ちになれたよ。」と言葉にして伝えたいと思います。
そして家族や友達にこの幸せな気持ちを分けてあげたいなと感じました。今はまだまだですが、
自分の描くサンタ像に近づけるように常に自分と対話しながら成長した自分、成長していない
自分を感じて見守っていきたいです。
438

（大分県 羽田野 雄太 27 才）

親愛なるサンタクロース様 サンタさん、はじめまして サンタさんに初めて手紙を書きま
す。なんだか感激!!ドキドキ、ワクワクします。私は梨絵と言います。28 歳です。28 歳にな
ってもまだまだ子どもですよね～サンタさんから届く手紙をとても楽しみに待っていました。

素敵なクリスマスカードをありがとうございました。心が温かくなりました。小さい時からサ
ンタさんに手紙が書けたらいいなァ～と思っていたので、嬉しいです。でも本当すごい事です
よね～この手紙がサンタさんに届くなんて!!本当にすごい!!サンタさん本当に梨絵の手紙読んで
くれるのかﾅ～？ サンタさんが住んでいるコルバトゥントゥリ山はどんな所ですか～？サン
タさんどんな顔をしているのかﾅ～？会いたいなァ～♡きっとサンタさんは優しくて温かくて笑
顔が素敵なんだろうなぁ～♡梨絵は人を喜ばせたり、楽しませる事が大好きです。相手が笑顔で
笑ってくれるのを見れたら、とても幸せで温かな気持ちになります。 みんなを幸せな気持ち
に、笑顔にできるサンタさんをすごいと思うし、そういう夢や希望や幸せを与えれるように梨
絵もなれたらいいなぁ～と思います。笑顔っていいですね♡これからもサンタさんの素敵な温か
い笑顔で世界中の子ども、大人達に幸せを、夢を届けて下さい。サンタさん体には気を付けて
下さいね。 大好きなサンタさんへ心から愛♡を込めて 梨絵より･･・（広島県 河原 梨絵 28 才）
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サンタクロースさん、今年もお手紙をくださり、ありがとうございます。私は今年、娘を授
かりました。
お腹の中にいるうちは、あまり実感しなかった母親の気持ちは、誕生後、日一日と愛する思
いが増えていくことを感じます。
笑う顔、声、寝言、くしゃみ、泣き声ですら愛おしく感じます。
主人はそんな可愛い娘だけでなく、母となった私にまでサンタさんの手紙を送ってくれるの
です。それはつい娘中心になってしまっていた自分に はっと気付かせる瞬間でした。
娘の手本とまではいかなくとも、仲の良い娘にとってのパパとママ、夫と妻の関係でいられる
よう、今年もお互いを思いあって生活していけたらいいな、と思っています。
（茨城県 新堀 知恵 30 才）

440

My Dear
Thank
heart

Santa Claus．

you for the christmas card．I spent wonderful time, giving warm
and

getting very happy smile．That

share the happiness and
happiness and
Your
441

day was a special

day to

gentu feeling each other．I wish you a

a Happy New Year!!

best friend, Mica

（熊本県

谷口 美香

30 才）

サンタさんからのメッセージ とっても うれし たのし でした♡ サンタさんが存在し
ているこの星に生まれて幸せです♡ これからもたくさんの愛・希望・夢をとどけて下さいネ♡
（徳島県 印部 瞳 32 才）
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サンタさんへ お便りどうもありがとうございました。とても嬉しかったです！！ラップラ
ンドは寒そうですね。でも、寒いからこそ温かいのものが身にしみてより有難く感じられるの

でしょうか？
10 年前、ドイツに留学していた頃、冬は寒いばかりで嫌だなぁとも最初は思っていました。
しかし、寒いからこそキャンドルの灯りがとてもきれいで、日照時間が短い毎日を素敵に過ご
したいための工夫なのかと思えると、冬が大好きになりました。ラップランドの雪のクリスマ
スを一度で良いので、ぜひ体験してみたいです。サンタさんもどうぞお元気で！Ayako Asobe
（東京都 遊部 彩子 33 才）
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DEAR サンタさん Xmas カードありがとう♡新婚の私たちにとって、とってもステキなプ
レゼントになりました。これから何年先もずっと、良き夫婦でいれる様、お守り下さいね。
（兵庫県 炭本 哲男 33 才）
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サンタさん 主人へありがとう！
去年の 11 月 11 日で結婚８年になりました。
これまで、いろんな事がありましたが、私に内緒で、主人がこんなステキなクリスマスプレゼ
ントを用意してくれて、とても感激しました。
私が前からフィンランドに行ってみたい！と言っていた事もあっての事だと思います。こん
な私ですけど、これからもよろしくお願いします…ステキなクリスマスを迎えられて幸せです。
サンタさん、毎年クリスマスがんばって下さいね。

445

（東京都 平塚 由美 34 才）]

Dear サンタさん。サンタレターをありがとう！毎年とっても楽しみに待っています。息子
もサンタさんからおたよりとプレゼントをもらったと言ってすごく喜んでいました。サンタさ
ん夢をあたえてくれて本当にありがとう。いつか息子とフィンランドへサンタさんに逢いに行
きたいと思います。
サマーレター楽しみに息子と待ってま～す・・・ From Miho （大阪府 西村 美穂 34 才）
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昨年、初めてあなたに手紙を貰いました。フィンランド、という事で日本の「なんちゃって
サンタ」や「サンタみたいな」という子どもだましではないだろう、と期待して手紙の到着を
待ちわびていました。いよいよ手紙が到着して開封してビックリ！！こんなに沢山書いてくれ
るなんて思っていなかったのと、最後に「ヨールプッキ」のサインが！！日本では、クリスマ
スの普及は大正天皇のご命日で、一時祝日扱いだったそうです。キリスト教では聖ニコラウス
の伝説がサンタクロース（オランダ語「シンタクラース」）誕生となるそうで 12／６がお祭
りだそうですね。しかし私は聖ニコラウスよりも、ヨールプッキを知っています。本来の北欧
神話で、あなたはヤギの頭をしていて、良い子は褒められ悪い子にはお仕置きをするそうです
ね。日本にも似た伝統が、雪国にあり現在も引き継がれています。あなたの中に、北欧神話や
キリスト教の聖人が含まれ、私達の知る「サンタクロース」になりました。私はキリスト教徒
ではありませんが、毎年クリスマスの訪れを楽しみにしています。それは国境や民族、宗教を

超え、私達の知る「サンタクロース」が訪れて「世界をひとつ」にしてくれるからです。「サ
ンタクロース」あなたこそが人類がひとつになった象徴だと思います。大好きなヨールプッキ、
今年もあなたからの手紙を楽しみにしていますね。
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（大阪府

小野倫弘・美有希

35･38 才）

サンタさんからの手紙 うれしかったです。たんじょう日前でサイコーのプレゼントになり
ました。サマーカード たのしみにしています。仕事がいそがしい頃なのでいやしてもらいま
す。ありがとうございます。

448

（長崎県

鶴田 真由美

35 才）

MERRY CHRISTMAS ☆ Dear サンタ 今年もたくさんの幸せをもらいました そし
て私もほんのちょっとだけ幸せを与えることができたカナ?? まだまだサンタさん・・・あな
たに追いつくことができないけれど
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From 美穂

（北海道 内藤 美穂 37 才）

私は、今回もクリスマスを思いっ切り楽しく過ごしました。私はよく JR 東京駅地下街キャ
ラクターストリートのラスカルショップへ行くのですが、12 月上旬にクリスマスイベントで
「ラスカル記念撮影」があり、私はこの日、サンタに扮して、お店の前でラスカルと仲良くツ
ーショットの記念撮影をしました。考えてみれば、テレビで「あらいぐまラスカル」が放送さ
れていたのは 1977 年、もう 30 年以上前なんですね。その頃、私はまだ幼稚園児だったので
すが、その時から私は、クリスマスが、そしてサンタさんが大好きでした。私の Birthday は
９月 25 日、つまりクリスマスのちょうど 3 か月前なのですが、私は幼い頃、「９月と 12 月
は、平年、閏年に関係なく毎年、曜日の並びが同じである。つまり私の Birthday の９月 25
日と Christmas の 12 月 25 日はいつも同じ曜日である」事に気付き、何だかとってもうれし
くなったのを覚えています。私には２歳年上の姉がいて、姉には 3 人の娘がいます。つまり私
から見れば 3 人の姪たちですが、みんなそれぞれにかわいくて、姪たちの方もみんな叔父の私
が大好きです。しかも一番下の三女は 12 月 25 日生まれ、つまり Christmas の日が Birthday
で、今回の Christmas で５歳になりました。私は、自分の部屋にサンタの人形やクリスマス関
係の物を一年中かざっていて、まさに「365 日がクリスマス！」状態にしています。３人の姪
たちも、そんな私の部屋が大好きで、私の家に遊びに来ると、喜んで私の部屋にやって来ます。
クリスマス生まれの三女は「何で叔父ちゃんの部屋にはこんなにクリスマスの物がいっぱいあ
るの？」「何で叔父ちゃんの部屋って、いつもクリスマスみたいなの？」と言いながら、私の
部屋のサンタ人形やクリスマスツリー、その他クリスマス関係のおもちゃなどで楽しく遊んで
います。サンタさんは、いつも子供たちに夢と感動を与えてくれる、とても素晴らしい方です。
大人になってからも「サンタさん大好き」でいると、とても幸せな気持ちでいられますね！
（千葉県 小沢 剛 37 才）

450

素晴らしいプレゼント有難うございました。フィンランドからサンタさんからのプレゼント
生まれて初めて頂きました。又、メッセージも心暖たまるメッセージを頂だき、すごく嬉しか

ったです。 一番忙しい季節ですね。風邪などひかれぬように頑張って下さいませ。本当に夢
を有難う御座いました。
451

（広島県 林 弘子 38 才）

サンタさんへ クリスマスのお手紙 ありがとうございました。2008 年はアメリカのサブ
プライムローンの影響で日本だけでなく、世界中に大不況をもたらしました。円高ドル安はい
つまで続くのでしょうか。暗い世の中に 一時の光と夢を、サンタさん！2009 年は明るい世
界でありますように みんなで祈りましょう。願いましょう。

（東京都 中村 径子 43 才）

452

二月は梅の花がみごとに咲いて鮮やかです

453

昨年、初孫が生まれた喜びをありがとう。私はまだ若いと思っています。娘が出産してなん

（愛知県 中村 妙子 46 才）

だか不思議でした。今では１才半になり、バタバタと歩いてかわいいです。いつになればおば
あちゃん気分になりおばあちゃんと言えるのかなぁ？家族が増えた事に幸福を感じておりま
す。天子の様な大琳、生まれて来てくれてありがとう。
454

泉 京子

48 才）

家族皆が今年も健康で幸福に過ごせます様に。日本が世界が幸福であります様に。子供の笑
顔がいっぱいいっぱい見れます様に。

455

（三重県

（福岡県

福田 栄子

49 才）

Dear サンタ ここ波崎は 冬晴れです。サンタさん かわいい切手に ぬくもりある暖かな
お手紙ありがとうございました。サンタさんの住んでいらっしゃる フィンランドは森と湖に
囲まれた美しい国ですね。私の住んでいる日本の波崎は 海と川にはさまれた 温暖な気候で
雪は年に一度降るかどうかです。自然豊かな土地に共感がもたれます。米国のお友達から今年
はクリスマスカードと写真 クリスマスソングの CD の贈り物が届きました。うれしかったで
す。彼女とはもう 35 年のおつきあいで歴史を感じます。サンタさんとも今年で２年目 大好
きなクリスマスはいくつになっても楽しく うれしいものだと感じています。サマーカード楽
しみにしています。お元気で愉快におすごしください。てるみ

456

（茨城県 関 てるみ 50 才）

サンタさんへ ワクワクするおてがみありがとう♡家のやねのてっぺんのアンテナには、クリ
スマス前になるとサンタクロースがやってきます。夜ライトがつくとまるで空をとんでるみた
いです。私にもいつかつばさがついて空をとべたらいいなあ！

457

（新潟県 佐藤 あけみ 50 才）

サンタさん お手紙ありがとうございました。いつもいつもステキな夢をありがとう。私に
とってクリスマスは自分の誕生日と同じ日 12/24 特別の日なんです。思い出せば、いろんな
クリスマスの日になってましたよ。でも今年はサンタさんからのあたたかい手紙で私自身とて
も幸せな気持ちになりました。今は一人娘も嫁ぎ、孫も生まれ、最高の日々を送っている私で
す。なにより主人も元気で、両親も元気で、幸せいっぱいの私です。主人と娘に「ありがとう
ございます！」の一言です。

こんな素直な自分になれたことサンタクロースさんにありがとうございます。メリークリス
マス
458

（愛知県 長瀬 千代美 52 才）

サンタクロース様 今日、日本では「立春」を迎えました。昨日は節分。夕暮れ時、柊の枝
に鰯の頭を刺したものを戸口（玄関）に立て、炒った「鬼打豆」という大豆を『鬼は外！』『福
は内』と、声に出して家族中で、まいて楽しむ習慣があります。お父さんや、お兄ちゃん、た
ちが、鬼のお面を付けて赤鬼・青鬼に扮して、子どもたちのまく豆から、おおげさに、逃げま
わるのです。そして、そのお豆さんを年の数だけ、皆ンなで食べるのです。これらの行事を過
ぎると、梅・桃・桜･･･と美しい花の季節です♡ 一度、日本の四国の高知にも、いらしてくだ
さい。 平成 21 年２月４日(水)

459

Hyvää

（高知県 岩崎 優子 56 才）

päivää herra joulupukki! Pidän sinusta ja Suomesta paljon!

私はサンタさんとフィンランドが大好きです！今フィンランド語の勉強をしています。好きな
国の言葉で楽しくお話ししたいとおもいます。Näkemiin! Tsuyako.F
（東京都 福森 艶子 57 才）

460

この年になっても、サンタさんは夢あって、いいものですね。子供の頃、くつ下を枕元にお
いてねたものです。孫達と夢をおいかけ、出させてもらいました。 『夢』
（兵庫県

板井 みどり

59 才）

461

多くの方々へ ”夢”を沢山お届け下さいませ

462

遠いフィンランドから、サンタさんのおたよりが届いて、ビックリしました。信州（長野）

（北海道 中井 幾恵 60 才）

は、寒さもフィンランドと、同じでは、ないでしょうか。それなのになんだか心の中がとても
暖かく感じる想いを、させて下さったおたよりに感謝、申し上げます。下さったサンタさんの
上に神様の豊かな恵があります様にお祈り申し上げます。
フィンランドの春もまた、知らない私には、日本の花、すいせんが沢山さく頃と、似ている
のではないかとこの写真を、のせて見ました。日本は、桜も咲き、良い所です。フィンランド
のお友だちにも見ていただきたいです。私も、オーロラが見たいと、常々に想っていますので
フィンランドに行来たいです。夢になってしまうかもね!! 60 才の私です。
（長野県 有竹 たい子 60 才）

463

私の二人の娘は（28 才・37 才）小学６年生までサンタさんの存在を信じていました。お友
達にサンタさんなんかいないんだと言われて泣いて帰って来ました。何度も“サンタさんいる
よね”と念押しし、ママもいると思うよ、お手紙出そうか といったら“ウン”とうなずいて、
うれしそうに又元気に遊びに行きました。昨日のことのように思い出されます。

上の娘は自分の娘にも同じことを言っているようで 小５の孫は昨年のクリスマス前に“今
忙しいの サンタさんにお手紙書いてるから”と電話の向うで言っていました。下の娘のとこ
ろには今年は大きなプレゼントが届くといいなと思います。ステキな恋人を･･･沖縄の空から届
けてやって下さい。あの娘はどこか心の隅で以外と信じていそうですから
（島根県 原田 美智恵 63 才）

464

Dear Santa!! ８月 11 日は、我が 65 才の誕生日です。日本では国民年金の受給者にな
ります。フィンランドの老人問題は、どうなっているのですか？サンタさんは？旅行好きな私、
２月は、はじめて、アフリカ大陸モロッコに行きます。フィンランドはいつの季節が best です
か？やはりサンタさんのいる冬でしょうか？おしえて、サンタさん。次はフィンランドへ!!
With Lots of Love Keiko Tanaka

465

（東京都 田中 惠子 64 才）

65 才まで生きて来て始めての事でびっくりです。読んでいてまったくわかりませんでした
が、何回もよんでいるうちにとても意味の深いものだと思います。心あたたまる文章だとつく
ずく思います。品物もいいけどこういう物もとても大切にかんじています。
(千葉県 佐々木 久恵 65 才)

466

はじめまして！私は日本の小さな町の海の近くで暮しています 二人の子供達がサンタさん
のプレゼントを待っていた頃は家のまわりは自然に囲まれ海で泳いでいました 二人が成人す
るにつれ海はだんだん埋められなくなろうとしています 二人の子供達にサンタさんは来なく
なりましたが、今まさに孫娘はサンタさんを１年ほんとに楽しみに待っています 何歳まで来
てくれるのかと私の子達が気にかけていた事を孫娘も心配しております すべての子供に幸せ
をありがとうございます いつまでも幸せが続くようお祈りしています サンタさんいつまで
もお元気でね！

467

『何もしないことが失敗 一歩踏み出せば 奇跡おきる』
私も、もうひとがんばり 絶対できる

468

（徳島県 横瀬 茂子 66 才）

（滋賀県

岡本 スヅ子

70 才）

サンタクロースさんへ サンタさん毎日忙しく、お過ごしですね。私はクリスマスと言えば
ケーキとばかり思っていましたがクッキーですか！子供の頃銀世界の中を赤鼻のトナカイに乗
ったサンタクロースがたくさん贈物を積んで家々に届ける姿、又煙突から入ってくる姿、私達
もモミの木にいろいろの飾りをつけて、歌をうたい、一年間の幸福を家族・友人達と祝います。
楽しい時を届けてくれます。でも準備は大変だと言うことを知りました。私も人にやさしく、
物を大切にすること、これからの人々に伝えて行きたいと思います。ありがとう、サンタクロ
ースさん。

（東京都 三田村 和英 72 才）

469

再び手紙を差し上げる機会が得られました事を嬉しく思います。昨年始めて出した手紙が展
示作品として取り上げられ、驚くと同時に家族や周囲の皆さんから祝福され幸せな気分になり、
サンタさんはこの様な贈物もするんだと感じ入りました。
作暮のサンタボランティアは例年より少なく、近くの児童館の幼児達 50 人程を相手にした
１回だけでしたが、若いお母さん方に、幼児共々写真を撮りまくられ、小生も大いに楽しみま
した。これからも生命の続くかぎり、続けていきたいと願っています。今日（2／27）の東京
はとても寒く、久しぶりに雪となり、改めてフィンランドに思いをはせているところです。有
難うございました。オールド・ボーイより
ありがとう

（東京都 伊東 年久 75 才）

470

感謝

471

ラップランドよりクリスマスのメッセージをありがとうございました。私共は孫娘３才と賑

（静岡県 水嶋 せつ 75 才）

やかにクリスマスパーティーを催しました。クリスチャンではございませんので教会へは参る
こともなく、只、クリスマス料理とケーキを焼いて食事会と言うことでした。
我が国では 1 月 1 日は元旦で 15 日間はお正月で、それぞれ郷土色豊かな迎春の行事がござ
います。京都では 31 日大晦日、神社に詣で（おけら参）ます。周辺のお寺の 108 回打たれ
る鐘の音を聞きながら新年を迎えお雑煮で祝います。子供達はお年玉をもらいます。
（京都府

472

伊藤 多美枝

76 才）

サンタクロースさん お手紙有難う ラップランド北極圏とは寒くて遠い遠い所でしょう
こちらも今は冬なので寒い時です
クリスマスの日はケーキをたべたりごちそうを色々とたべます 親子４人でたのしくすごしま
した
一月一日は正月 おとそをのみ お雑煮たべて三社詣りに行きました 一月七日は七草がゆ
です たべてばかりいるので胃を休めるのです
誕生日が来ると主人は 83 才 私は 80 才になります おかげで 無事にすごしていますの
で感謝しています サンタさんもお元気でね さようなら

473

新年おめでとうございます 今日は日本の正月（１月１日）雪がチラチラ降ってエアコンが大
活躍です

474

（愛知県 杉浦 艶子 81 才）

毎朝お日様にあいさつできますように サンタさんお願いします。又、お便り下さい。 か
しこ

475

（熊本県 田中 正子 80 才）

（徳島県 黒田 ヨシヱ 90 才）

自宅の庭に咲いた花のスケッチですが窓からみて書いたので不出来ですが九十二才の老婆の
書いた絵ですのでこんな風にしか書けませんでした。悪しからず…一人では外出が出来ない体

なので思ふ様に何も出来ませんが楽しく生きています。気が向くと一日中絵を画いてみて居り
ますが家族にいいかげんに止めてお茶にしませうと止められます。今は幸せです。感謝してい
ます。もう一人の弟夫婦もいろいろと気をつかって、時期おりおりの花をプランターにいけて
持って来てくれて、それも私の嬉しい事の一つです。幸せ幸せ

（三重県 藤井 静野 92 才）

【年齢未記入の部】
476

拝啓 二人の娘が家を出てそれぞれ一人暮らし、どんな日々を過ごしていることやら？
「クリスチャンじゃないから！」と姑と夫はプレゼントも飾りにも興味がないようです。
私は小さい頃から両親がツリーとケーキ、翌朝には何か小さなちょっとしたプレゼントが枕元
に置いてありました。いつまでたってもツリーの飾りや年に何度も食べられないケーキの白い
色の感激！翌日の喜び！は忘れられません。老夫婦と姑の３人暮らしになってもやはりクリス
マスは心が浮き立ちプレゼントを選び、ディスプレイ、メニューを考える楽しさは失いたくな
いと思います。娘たちに「ツリーは飾ったの？」とメールしたら一人は「全然！」と！！
行事とは日々の生活に変化と潤いと次へのエネルギーの源のような気がします。商業主義の
感がするこの頃の日本の行事ですが我が家なりのポリシーで伝承していきたいと思います。
皆様にも楽しく幸せな日々が続きますように。敬具

477

（東京都 富澤 陽子 ？）

サンタクロース様 スタッフの皆々様 毎年のことと言えお寒い中 今年も大変お疲れ様で
御座いました。
今年は人の世も大変な時でしたが サンタ様方妖精界はいかかでしたでしょうか しかし
なにはともかく無事終わられたこととご推察いたします
この後は 奥様がお作りになるココアを皆様と召し上がられ一息つかれることと思われます
まだまだ 寒い日が続きますが お体におきをつけてお過ごしください
追伸 今後のご予定はお決まりでしょうか
もし未だのようでした 奥様やスタッフの皆様と毎年慌ただしく回っている世界中をのんびり
名所・旧跡・温泉巡りの旅などは如何でしょう
そこでまた 日本の七福神の皆様にお会いになられましたらよろしくお伝えください
それでは また 21 年度もお会いできることを楽しみに 御機嫌よう アヤコ
（東京都 森山 アヤ子 ？）

478

サンタさん、おげんきですか。ステキな切手をはった、おてがみありがとうございました。
よんでいるうちに、にぎやかで、和気あいあいとかいがいしくしていることが、想像されて、
ほほえましくて、ものすごーくココロもきもちもあたたかくなって、げんきでいられます。サ

ンタさんから、もらったものは、目に見えないものだけど、とても大切で、だから「心のほう
せきばこ」にしまって、いつまでも大切にします。だから、サンタさんとは、一本の道で、赤
い糸でつながっているようにも思えて、勇気も出てきて、がんばって、生活していけます。だ
からサンタさん、おからだにお気をつけて、おげんきでいて下さいね。サンタさん ホントに
ホントにありがとうございました。心の琴線にふれました。ココロをこめて，
（長野県 飯嶋 純子 ?）

479

サンタさんへ サンタさんのすんでいるフィンランドは、春でもとても寒いですか？ぼくの
住んでいる日本は、春はあたたくなって、山の雪はとけてしまいます。もしフィンランドに春
でも雪がたくさんつもっていたら、今年からスキーをはじめて、楽しかったので、フィンラン
ドでスキーをしたいです。

480

（三重県 間瀬 侑弥 ・陽祐 ？）

サンタさんへ だんだん日本ではさむくなりはじめ、もうすっかり冬です。フィンランドで
は、もっとさむそうですね。からだに気をつけて下さい。ようせいより （大分県 小出 陽世 ？）

