
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　FAX. 0765-57-1207

コ ラ ー レ 倶 楽 部 の　 コ ラ ー レ 倶 楽 部 に よ る　 コ ラ ー レ 倶 楽 部 の た め の　 新 聞 で す

6
2021

June　水無月

コラーレ倶楽部通信

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
６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。
▼６月５日㈯・26 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。
▼６月 14 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：６月６日㈰ 19:00 〜 22:00
　　　　　　　　６月 13 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。
▼６月 24 日㈭ 19:30 〜 21:00「暑中見舞い」
　
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：６月 10 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

好きこそネタの種となり
　メイン記事や今月のひとりごとは、新聞部員が持ち回
りで担当している。手前味噌になるが、それぞれの持ち
味が醸し出されている楽しい文章だなぁ〜と感じてい
る。
　私が担当するとなると、グダグダとネタを考えるのに
どれだけ時間がかかることか。ひとつのネタから派生し
てあれやこれや、廻り道クネクネで書くことがまとまら
ない。いざ書き進めても着地点が見えず、また振り出し
に戻すのだ。文字数を稼ぐためにグダグダ、クネクネな
どオノマトペ語を多用するのも私の常套手段。
　『あなたの「好き」を新聞部で大いに活かしましょう』
とあるが、私の「オノマトペ好き」はここで活かされて
いる……えっ、活かし方はそれじゃないって？　いや、
何だっていいのだ！「おろし金が好き」「食虫植物が好
き」「ワライカワセミが好き」「包装紙の匂いが好き」
……世の中には、色んな「好き」がある。自分の「好き」
が種となり、何気ないネタから面白い文章が育つかもし
れない。私のようなへっぽこ部員でも、何となく新入部
員勧誘の方向にまとまりつつある文になってきた？
　こんな勧誘でも、一緒に紙面を作ってみようかしらと
思う方がお一人でも現れたら幸いである。あなたの「好
きなオヤツ」も待っているかも！ ＜Ｐ＞

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。

メンバー募集中のアクティブグループ

この指と〜まれ！ アクティブグループには、
メンバー募集中のサークルがいっぱい！
あなたの参加を待っています！

「コラーレ倶楽部会員」であれば、どなたでもアクティブグループに参加できます。
興味のある方はコラーレまでお電話ください。（tel. 0765-57-1201）

【グループ紹介】みなさん、こんにちは。世間
では「脱はんこ」の流れが加速していますが、
消しゴムはんこサークル「ぺったん」は、変わ
らずマイペースに活動しています。消しゴムは

んこの楽しみ方は人それぞれ。手帳に、子どもの連絡帳に、
年賀状に……。自分らしい楽しみ方を見つけてみてください。
【メッセージ】カッターやインクなどの道具は貸し出しでき
ます。消しゴムはんこ用の消しゴムも準備してあります。興
味のある方は、ふらっと遊びにきてくださいね。
【活　動】毎月１回程度 19:30 〜 21:00

消しゴムはんこづくり「ぺったん」

【グループ紹介】「コラーレ俱楽部通信」を毎
月発行しています。日頃、アクティブグループ
で活躍しているみなさまの姿を、余す事なく記
事にして紹介するのが、私達新聞部の役目。ま

た、皆さまからお寄せいただいた旬な情報もアップ。
【メッセージ】月に１度、編集会議をしています。取材記事
やイラストなどを持ち寄り、校正作業へ。息抜きのおやつタ
イムや雑談などで脱線も。そうしているうちに、会議はあっ
と言う間に終了。 少しでも関心があれば、ぜひお仲間に！
【活　動】ミーティング：毎月１回 19:30 〜 21:00

コラーレ倶楽部通信新聞部

【グループ紹介】コラーレの自主事業公演で、
大ホールや能舞台等の座席へ誘導案内を行う
「会場案内ボランティア」。来場されたお客様
がゆったりとした気分で公演を楽しんで頂ける

よう、笑顔と安心安全な案内を心掛けています。発足から 25
年を過ぎた現在は、女性８名、男性２名で活動しています。
【メッセージ】男性も大歓迎です。年齢制限なし、特別な資
格も不要。笑顔と優しさを発揮できる絶好の活動です。一期
一会の出会いの高揚感と緊張感をあなたも体験しませんか。
【活　動】座席案内：コラーレ主催公演時

会場案内ボランティア「卑弥呼くろべ」

【グループ紹介】ヴァイオリンやチェロで合奏
を楽しむ会です。ほとんどが初心者です。皆で
弾きたい曲、弾ける曲を楽しく弾いています。
メンバーは実質 12 名で老若男女が和気藹々、

合奏とお茶会を楽しんでいます。仕事のストレス発散に、趣
味の合う人たちとの情報交換に、一緒に楽しみませんか。
【メッセージ】ヴァイオリンは一人で弾いてもメロデイーだ
けで物足りなくなりますが、パートに分かれて合奏形式にな
ると魅力が倍増します。初心者大歓迎。楽器の貸与もします。
【活　動】練習：毎週月曜日 19:30 〜 22:00

弦楽「楽屋ストリングス」

【グループ紹介】アコースティックギターをこ
よなく愛するメンバーが集まりました。好きな
音楽はさまざまですが、一緒に弾けばすぐに心
がひとつになります。ギター未経験の方でも大

丈夫です。もちろん歌やパーカッションでの参加もＯＫ！　
あなたも我々と一緒に音楽を楽しんでみませんか。
【メッセージ】練習会やミーティングの見学、お試し参加も
大歓迎です。ぜひ一度遊びに来てみてください。メンバー一
同、お待ちしています。
【活　動】毎月２回程度（練習会とミーティングあり）

アコギを楽しむ会

【グループ紹介】ピアノ好きな仲間が集まる
サークルです。月２回、午後のひととき集ま
り、弾いたり聞いたりして楽しんでいます。昨
年２名増えて、男性５、女性７、計 12 名とな

りました。秋には 20 回目の記念コンサートも控えており、ど
んな曲を発表するのか、メンバー一同ドキドキワクワク。
【メッセージ】初級から上級まで、どなたでもＯＫ！　居住
地や年齢問わず、ピアノ好きな方はどなたでも参加できます。
コロナ禍の中、一緒にピアノを楽しみませんか。
【活　動】練習：毎月２回程度　　発表会：毎年 10 月

大人のピアノ「ドレミの会」



編集後記
■さていよいよ６月。６月と言えば何を思い浮かべますか？　梅雨、アジサイ、うす紫、カエル、カタツムリ……そういえば父の日ってのも。母
の日に隠れて影が薄い !?　そんなことはない、何かいいことあるかも！　＜てるてる坊主あした天気にしておくれ＞
■近所のお婆さん二人の会話「アレをアレしてね。アーなったのよ」「うんうん、アレしたんだね」びっくり。会話がアレだけで成り立っていま
す。歳を取ると「アレ、コレ、ソレ」を頻繁に使ってしまいます。が、お婆さん同志のアレは同じアレか？　あれ？　＜み＞
■早くこいこい、コロナワクチン。いつになったら来るのかな。腕の痛みは覚悟しておけ！　でもちょっぴり怖いかも。「ワクチンの保管に雇う
雪女」鳥取県境港市観光協会が行った妖怪川柳コンテストの受賞作品だけど、夏になると雪女もとけちゃうかもね。　＜布袋＞
■不要不急の外出・移動の自粛、三密に気をつける、手洗いの励行など、しっかりやりましょう。なぜ今更そんな事を言うのかって？　コロナは
収束していません。いつどこで感染するかもしれません。まだまだ気を緩めずにいきましょう。　＜どら＞
■人生初の新車を購入した。嗚呼、憧れの新車の匂い、まだホコリも積もっていないシート……。そして助手席に鎮座しますは、我が愛犬。程な
くしてワンコ臭で満ちるであろう。が、それもまたよし！　オシッコだけはチビらないでよ〜。　＜パペポ＞
■ニース風サラダ。生野菜の上にジャガイモ、ゆで卵、インゲンが飾られ、何ともおしゃれで美味しそう。ってことで作りましたが、本場を食べ
たことがないので正解がわからない！　好きなドレッシングで満足してしまいました。フランスに行ったら絶対注文しよっと。　＜月がふたつ＞

プリンセスＱＰ ズバリ占う！あなたの６月の運勢
【１月生】エネルギーに満ちた星回り。大らかな姿勢を保つと
吉。恋愛は自分の気持ちに正直に。金運好調。仕事運低迷。
【２月生】存在価値が認められる星回り。恋愛運絶好調。金運は
友への援助が幸運の鍵。仕事は手柄横取りされるが運気上昇へ。
【３月生】無理せず前進を目指す星回り。恋愛運低迷。金運はお
だてられても大盤振る舞いはするな。仕事は見直して吉。
【４月生】物事を見極める力がある星回り。恋愛運絶好調。金運
は交際費をケチらないで吉。仕事は面倒見が良いと吉。
【５月生】人の役に立ちたくなる星回り。よく確かめてから行動
を。恋愛運低調。金運平穏。仕事は心に余裕を持つと吉。
【６月生】誰かの喜びの為に行動する星回り。恋愛運絶好調。金
運予定外の出費あり。仕事はお金関係は必ず周囲に相談。

【７月生】人の意見に耳を傾ける必要がある星回り。恋愛は好み
の人を見つけ吉。金運低調。仕事は社外活動にツキあり。
【８月生】評価が高まる星回り。恋愛は旧友や以前好きだった人
と急接近。金運良好。仕事は培ってきた人脈が役立ち吉。
【９月生】社会的な役割を認識する星回り。恋愛は真実を見極め
よ。金運絶好調。仕事は急ぎでないものは後回しで吉。
【10 月生】才能をいい形で発揮できる星回り。恋愛はデート運
上昇。金運好調。仕事はやる気全開エネルギーに満ちて吉。
【11 月生】頑張りすぎる星回り。無理をしないで。恋愛は疲れ
る。金運絶好調。仕事は終わった後の楽しみを作って吉。
【12 月生】正直な気持ちが幸運の鍵になる星回り。恋愛は希望
があふれる予感。金運絶好調。仕事はカンが冴えて吉。

鑑 賞 レ ポ ー ト

こんなン観てきました！

　展覧会タイトルにある「ケルプ博士の奇妙なコレクショ
ン」とは、作者である釣谷幸輝氏が想像する架空の人物”
ケルプ博士”の発明品とコレクションを紹介したもの。博
士いわく、くだらないと思われるかもしれないが、生涯を
賭して集めたかけがえのない収集品とある。
　釣谷氏は 1967 年生まれ、小学校から高校時代まで富山
県で過ごした。今回、日本で初めての個展とのこと。
　館内に入ると木口木版の作品が数多く展示されている。
細部にまでわたってとても緻密なストライプが彫り込まれ
ている。そして一つひとつにユーモア溢れる短いコメント
が付けられている。例えば「烏賊ペン」という作品には、
「天然イカを利用したイカ型万年筆。イカ墨独特の濃黒は
多くのイカペン愛好家を生み出した傑作。しかも手紙をし
たためている間に、ちょっとつまみに足を一本……と」と
いうようなコメント、思わず笑いを誘う。
　中学生の頃、「不思議の国のアリス」を吸い込まれるよ
うに読み、おどろおどろしい感じの挿絵を見て更に深みに
はまっていたことに似た感覚を覚える。またその頃の私は
ビートルズにもはまっていて、ちょうど「リボルバー」と
いうアルバムが出て、そのジャケットのデザインがモノク
ロで中学生の私にはとびきりかっこよく感じたのを憶えて
いる。同じことと言えるかどうかわからないが、氏の作品
からイギリス、ビートルズ、ナンセンス、パロディー、ウ
イット、エスプリなどといったことを連想するのは、飛躍
のし過ぎだろうか。
　今日は曇天の空、氏のアニメ作品が投影されている部屋
の大窓はブラインドが降ろされていて、光が漏れる隙間を
通してモノクロのストライプ模様が浮かんでいる。その向
こうに白黒模様のセキレイが足早に何度も行き来してい
る。まるで私の心をくすぐるかのように。

※６月 20 日まで会期中　＜モノクロームな記憶＞

ケルプ博士の奇妙なコレクション
―釣谷幸輝 版画展―

2021 年４月／黒部市美術館

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。

　人が自由に動きまわれる社会……コロナ禍で思い知った自分
の意志で行動できる自由のありがたさ。
　今月はコラーレ会員なら何時でも自由に参加できる「メン
バー募集中のサークル」をご紹介。興味が湧くアクティブグ
ループを見つけるお手伝いになりそうですね。
　いや、自分で好きなサークルを作りたいと思っているあな
た、大丈夫！　あなたの意欲を形にできるかも !?　コラーレが
相談にのってくれます。好きなことを皆でやろう！　自由に思
いやりを持って、楽しくサークル活動をしましょう。 ＜み＞

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

　我が家の畑に咲いていたクローバー。ピンポン玉かゴルフ
ボールくらいの大きさはあるだろうか。普通に大きなタンポポ
の花より一回り大きい。植えたナスやトマトも同じように大き
くなればいいのだけれど。でも野菜や果物などは摘花して手を
かけないとダメかな？ ＜放任主義はダメ？＞

　さて、ここはどうでしょう。生地の海沿いを散歩していると
突如現れる謎の風景。サイコロのようなブロックが２列曲線を
描き佇む姿が、私には何かアートのように見えました。

＜ウォーキングブーム＞

　秋田新幹線こまちに乗り、ＪＲ秋田駅に到着すると巨大な秋
田犬のオブジェがお出迎え。秋田犬といえば、「忠犬ハチ公」
や「わさお」が有名ですよね。知的で温和な性格で、飼い主に
従順。そして何より、可愛らしい顔をしてるところが、人気の
秘密だとか。 ＜旅は縮小中＞

　山菜の季節です。山菜の中でもいち早く芽を出すのが「コゴ
ミ」。芽が出てくる様子がまるで人が前かがみに縮こまってい
るように見えるからついた呼び名とか、正式名称はクサソテツ。
アクが無くゴマやマヨネーズ、塩昆布と和えるだけで美味しい。
４月、宇奈月町内山地区でとってきました。 ＜やまもん＞

気ままになんでも写真館 ★★★


