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お問い合わせ：コラーレ（tel. 0765-57-1201）

コラーレ倶楽部アクティブグループ
４月の活動予定

大人のピアノサークル　ドレミの会
ピアノを楽しんでいます。特に指導はありません。
▼４月 10 日㈯・24 日㈯ 各日 13:00 〜 17:00
　
弦楽サークル　楽屋ストリングス
ヴァイオリンを楽しみましょう。初心者大歓迎。
▼４月毎週㈪ 各日 19:30 〜 22:00
　
アコギを楽しむ会
アコースティック・ギターを楽しみます。見学歓迎。
▼ミーティング：４月 11 日㈰ 19:00 〜 22:00
　　　　　　　　４月 18 日㈰ 19:00 〜 22:00
　
消しゴムはんこづくり　ぺったん
１回だけの参加も大歓迎。初心者もＯＫ、材料費必要。
▼４月 22 日㈭ 19:30 〜 21:00「鯉のぼり」
　
コラーレ倶楽部通信新聞部
この倶楽部通信を毎月作っています。お仲間募集中。
▼ミーティング：４月８日㈭ 19:30 〜 21:00

※予定している活動が中止になる場合があります。
　コラーレへお問い合せください。

今月のひとりごと

欠点二つで完全ノックダウン
　私の欠点はせっかちとズボラである。今回その二つが
合わさって大失敗した。
　ある日灯油を買いにガソリンスタンドに行った。二つ
の容器を満タンにし車に乗せて走らせた。ブレーキを踏
んだ瞬間、バタンと音が聞こえてきたので「倒れたな」
と分かったのだが、早く帰りたくて焦っていたのでその
ままにした。家路に着き容器を取り出そうとしたら、大
量の灯油が流れ出ていた。その後の処理は……すごく大
変だった。
　古新聞紙で何度も何度も押さえて灯油を吸収したが、
全く取れていない。インターネットで調べてみると重曹
とアルコールが効果ありと書いてあったので急いで買い
に走り、重曹を撒いて、新聞紙で押さえた。マットレス
はお風呂場で洗剤で洗い、乾いたらアルコールを浸し
た。この作業を３回くらい繰り返してようやく匂いが消
えた。匂いが消えるまで２週間はかかったと思う。
　容器のキャップをしっかり閉めていれば……。乗せる
際も倒れないように工夫すれば……。倒れたと気付いた
ときにすぐに車をどこかに停めて立て直せば……。せっ
かちとズボラがこの作業を怠った。
　焦っているときこそ丁寧に、十分に、冷静に。今回の
失敗で改めて肝に銘じた。

＜決しててきぱきと効率的に置き換えるなよ！＞

重要なお知らせ

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のた
め、今後の状況によっては、コラーレが「臨
時休館」となる場合がございます。
　また、開館中であっても今後予定している
「イベントの開催が中止・延期」になる場合
がございます。詳しくは各主催者にお問い合
せください。
　ご理解を賜りますようお願いいたします。

　「コラーレ・ラリー」は 15 枚のカードを探す、誰もが気軽に楽しめる簡単なゲームです。カードを探しながらコラーレ館内も
探検できるこのゲーム、皆さん挑戦したことはありますか？　2021 年第２弾のテーマは「日本の神さま」です。

コラーレに神さま集合 !?

「流しの美術製作隊」にオジャマ

　コラーレ・ラリーが始まってから今年で 20 年目。
お馴染みとなったセロリとパセリのキャラクターも人
間でいえば成人式を迎えるところですが、相変わらず
謎の年齢のままラリーの案内役をつとめています。当
初から製作に携わっているＨさん、長く続けてこられ
てしみじみと感慨深いものがあるそうです。「結婚さ
れお子様もいる方から、小学生の頃にラリーを楽し
んでいたと聞き、驚きと嬉しさとショックが入り混じ
る感覚になりました。私も歳をとりました……。こう
して長く親しんでいただきありがたいことです。カー
ドを探し回る方々をお見かけすると、以前は心の内で
ニヤついてましたが、最近はマスクの内で堂々とニヤ
～ッとしています」とのこと。
　さてさて今回は「日本の神さま」がテーマになると
いうことですが、どのような神さまが登場するのか少
しネタバレをいただけますか、Ｈさん。｢私自身、信仰心が厚いほうではありませんが、いざという時には神頼み。神さまにも仏
様にもその時ばかりは依存です。古から日本には身の回りのもの全てに神さまが宿るという考えがあり、飛鳥時代には日本古来
の神さまと仏教の仏様が混ざっていったとか。その一例が大黒様。元々はヒンドゥー教の破壊神シヴァの化身マハーカーラ（大
黒天）で、仏教伝来と共に日本へ来て神道の神の大

おおくにぬしのかみ

国主命と習合し、富を司る福の神になったということです。ダイコク（大黒・
大国）という音が同じであることから同じ神さまだと考えるようになったなんて、日本人は昔から柔軟というか……。海の神、
山の神、学問の神、縁結びの神など、日本には八百万の神々がいらっしゃるので、15枠選ぶのが大変です ｣
　森羅万象に神を感じる日本古来の考え方は、未来にも受け継がれていって欲しいものです。身の回りのもの全てに神さまがい
るならば……今後「マスクの神」なんてのが生まれるかも !?　いやはや、このラリーはおしゃべりもせず、三密にもならず、お
ひとりさまでも気軽に楽しめるんですから。そして、正解者の中から 20名にオリジナルグッズがプレゼントされる楽しみもあり
ます。ラリーの神さまに当選祈願すべし !?　感染症対策も万全に、皆様のご参加をお待ちしています。 （TEXT ＝ Ｐ）

コラーレ・ラリー
今回のテーマは「日本の神さま」！　コラーレのどこかに「日本の神さま」を紹介したカードが 15枚あります。
時間制限はないので、ゆっくりとコラーレを散策しながら遊べる「カード探しゲーム」です。
セロリとパセリが案内役として、カード１枚１枚に豆知識を語っているので、それも読みながら楽しんでください。
ちょっとしたウンチクが語れるようになるかもしれませんよ。

セロリとパセリがコラーレで待ってるよ！

■問題用紙はコラーレのエントランスにおいてあります。
■コラーレの開館中、好きな時間に参加できます。

４月 10 日㈯〜６月 20 日㈰ ／ コラーレ ／ 参加無料
★抽選で 20 名に、セロリとパセリの
　「オリジナルグッズ（文房具など）」をプレゼント！



編集後記
■とある野外喫煙所の前を通りかかったところ、御年輩の男性がマスクを外しタバコを吸い、そして……「カーッ、ペッ！」傍には「飛沫感染防
止」のポスターが。む、虚しい。完全ウイルスシャット痰壺とかあればなー。カーッペッ罰則法なんて、非難囂々？　＜パペポ＞
■今年の花粉症は今のところ比較的に症状が軽い。処方された薬が効いているのかもしれないが、コロナ禍でのマスク着用も功を奏しているのか
も。いつもはしょぼい目もパチクリ ⁉　＜ミスター杉、カ？ フンッ！＞
■新年度になると新しい事に取り組む人が多い。「筋トレの高い器具まで買ったが、３日目にぎっくり腰になって断念」とか「ダイエット、季節
限定のスイーツ登場のたびに挫折」とか。三日坊主でも構わん！　挑戦するだけでも偉いのよ。　＜常連三日坊主＞
■私の姪っ子は今年小学校に入学です。昨年の 11 月に新しいランドセルが届き、背負った姿を見せてもらいました。ランドセルの方が大きく、
どっちが背負われてるのやら。しかしお気に入りのカラーのランドセル、すごく似合っていました！　＜月がふたつ＞
■先般なんと半世紀ぶりにぬり絵に挑戦。ご存じあの 25 周年記念のセロリとパセリです。鬼滅の刃のぬり絵にハマっている保育園児と一緒にト
ライ。柔らかい発想の子どもに色を選ぶのから塗り方も教授されつつ完成！　楽しくできて脳活にもうってつけでしたよ。　＜はまったかな＞
■このところ、腰がめちゃくちゃ痛い。ちょっと身体をずらすだけで違和感を感じる。立とうとするものなら、ピリッと痛みが来て、その場で立
ち尽くす。もう歳なのかな？　湿布薬でも貼り、身体をいたわるようにしないとね。えっ、そのまま病院へ行くべきだって？　＜どら＞

プリンセスＱＰ ズバリ占う！あなたの４月の運勢
【１月生】印象を変えるチャンスの星回り。恋愛は噂に踊らされ
る。金運絶好調。仕事は新人や後輩との時間を増やして。
【２月生】自己中心的な物言いに注意の星回り。人との調和を考
えて。恋愛運好調。金運低迷。仕事は体調管理が大切に。
【３月生】注目の的になる星回り。楽しく人と交流し吉。恋愛運
絶好調。金運平穏。仕事は重要なポストが回ってくる。
【４月生】理想と現実のギャップを感じる星回り。金運好調。恋
愛運良好。仕事はちょとした工夫で大きな効果あり吉。
【５月生】素直な感情が大切な星回り。素直が幸運を呼ぶ。恋愛
は思い通りで吉。金運絶好調。仕事は監視がキツくなる。
【６月生】心を休ませる時間が必要な星回り。恋愛は照れずに会
話し吉。金運平穏。仕事は上司や先輩に立てつかないで。

【７月生】小さなきっかけがヒントになる星回り。メモして。恋
愛運絶好調。金運好調。仕事は相手から気に入られ吉。
【８月生】今、できる事をする星回り。恋愛は焦らず前を見て吉。
金運平穏。仕事は将来を見据えた計画を立てて吉。
【９月生】エネルギーに満ちた星回り。恋愛は熱烈な恋をする暗
示。金運良好。仕事は下調べが大事、勘違いに注意。
【10 月生】リーダー的な存在感を発揮する星回り。恋愛は直感
頼りで嬉しい結果あり。金運低迷。仕事は出会いが大切に。
【11 月生】挨拶と笑顔を武器にする星回り。大胆な行動も吉。
恋愛運好調。金運絶好調。仕事は片腕になる人が現れ吉。
【12 月生】些細なことに気を取られる星回り。肩の力を抜いて
吉。恋愛運低迷。金運良好。仕事は困難も自力で立ち直る。

鑑 賞 レ ポ ー ト

こんなン観てきました！

　子供の頃から一体何度観ただろう、ミイラ展。有名な映
画や巨匠の絵画展でも二度まで観ることはあっても、繰り
返し観るということは、少なくとも私の中ではない。そし
てどちらかというと何度も観たというよりは「また見てし
まった」感の方が正直強い。速水御舟という画家をご存じ
だろうか。暗闇の中に紅蓮の炎が燃え盛り無数の蛾が飛び
舞う絵を。吸い込まれるように炎に飛び込む狂気的な蛾の
性。飛んで火にいる夏の虫とはいうけれど、正に、飛んで
館内に入るミイラ展状態。何だか人間も虫も本能的に相通
じる何かがあるのかも、と本気で思っている自分を笑う。
　さて今回のミイラ展では、エジプト、南米、ヨーロッパ、
オセアニア、そして日本と世界各地から 43 体のミイラが
集まった。ニュースの報道では観覧者から「ものすごい迫
力でした」と異口同音のコメントが聞かれた。全く異論は
なくあえて言うなら「死んでいるのにまるで生きているよ
う」との形容を加えたい。アンデス文明のミイラは彩色
で模様が描かれた布にくるまれていて丁寧に紐で縛られて
いた。頭の部分は何とも愛嬌のある顔が刺繡で描かれてい
る。盗掘によって顔が全部見えているものや綺麗にくるま
れて当時のままのものはMRI による３Ｄ画像がモニター
に写されている。数千年前のものとは思えない程の保存の
良さ。現代の科学解析は凄い、どんな病気だったかも解
る。２歳くらいの赤ちゃん、どんなに可愛かっただろう。
そして可愛がられてただろう、そんな思いもくるまれてい
るかのよう。崖の岩棚に安置されたミイラに、当時の人は
生きているかの思いで訪問をしたらしい、先祖崇拝の文化
が読みとれる。面白かったのはエジプトのミイラ。リネン
（包帯）にくるまれ、あの世でも生きるための知恵「死の
書」が細かく描かれている。ピラミッドの内室に描かれて
いる絵文字と同じものだ。ミイラの造り方も紹介されてい
たが結構面白い。クックパッドのレシピのよう。他にも興
味深い展示が多数、とてもでないが紹介しきれない。飛ん
で火にいる夏の虫にしかわからない。

＜ミイラとりがミイラになった日＞

特別展ミイラ　「永遠の命」を求めて
2021 年２月／富山県民会館

投 稿 記 事 募 集 中

新 聞 部 か ら の お て が み

【こんなン観てきました】
コンサート、演劇、映画、美術展等の鑑賞レポート。会場はコラー
レ以外でもＯＫ。500 文字程度で、公演名と鑑賞日も忘れずに。
【気ままになんでも写真館】
あなたが撮った写真を送ってください。「畑でできた大きな大根」
「我が家のペット」等、何でもＯＫ！　コメントは 120 文字程度で。
【わたしのたび紀行】
国内、海外問わず、旅行体験を 800 文字程度で書いてください。

　令和３年度が始まりましたが、気分はコロナ２年度。ワクチ
ン接種が緩々始まりコロナが終息に向かうことが期待されま
す。
　今月は『流しの美術製作隊』を特集しました。コラーレ・ラ
リー案内役のセロリとパセリは、何と早いもので成人を迎える
そうですよ。春のラリーのテーマは「日本の神さま」です。コ
ロナ終息・疫病退散を願ってアマビエが一躍有名になったのは
記憶にあたらしいです。この機会におひとりさまでも楽しめる
ラリーで八百万の神々通になりませんか。 ＜か＞

コラーレ倶楽部通信新聞部
〒 938-0031　富山県黒部市三日市 20 番地　コラーレ

TEL. 0765-57-1201　　info@colare.jp

　富山県民会館でミイラ展を観た。唯一、撮影ＯＫのモニター
をパチリ。世界中から 43 体のミイラが集まった。日本のそれ
は特に迫力があった。即身仏といって僧が永久の魂を求めて生
きたままミイラになった。髪の毛も一本一本しっかりと、まる
で生きているよう。 ＜今も聴こえる岩室の鈴＞

　三尺玉が見られる長岡まつり大花火大会。１尺は約 30cm。
直径が１尺のものが尺玉になります。正三尺玉は約 90cm と
いうとても大きなものですね。高さ約 600m、大きさも直径約
600m の大輪の花が夜空に咲きます。 ＜花火はきれい＞

　家から歩いて約 30 分の所にある「国主神社」、往復約１時
間。行く目的は、スゴクかわゆい子狛犬に会うため。歳の頃な
ら 100 歳。母狛犬に小さな脚をしっかりくっつけガンを鋭く飛
ばす。母狛犬に対していじらしい程の信頼感が滲み出ていて、
たまらん可愛いさ！ ＜思わすナデナデ＞

　黒部宇奈月温泉駅にある顔出し看板。駅に隣接して立派な待
合室があり、そこには総勢４人で撮影できる大きな顔出し看板。
開業６年目にして発見！　かまぼこ、鱒ずしが顔出しに。ジャ
ンボ西瓜、松桜閣、地ビール、つべつべ姉妹をはじめとした新
川のゆるキャラや特産品が勢ぞろいです。 ＜はくたか＞

気ままになんでも写真館 ★★★


