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今月のひとりごと

注目！ 映画の料理シーン

「アクティブグループ」とは、コラーレ倶楽部会員の中で、
特に意欲的・積極的に活動するメンバーが集う、いわば「サー
クル」みたいなもの。自己表現したい人、裏方に興味のある
人、ボランティア活動したい人……何かしたくてムズムズし
ているいろんな人たちが、それぞれ自分の得意分野を持ち
寄って無形の情熱を有形に変えていくグループです。何を作
り上げるかによって構成メンバーは変化するでしょう。しか
し、主役は常にあなた自身です。
　アクティブグループ活動場所として、専用の部屋を無料で
開放しています。ミーティングなどに、お気軽にご利用くだ
さい。興味を持ったサークルがあれば、コラーレまでご連絡
ください。

アクティブグループ

　古本屋で物色中ぱっと目に入った本、「シネマの厨房
の鍵貸します」。手に取りパラパラページをめくると、
映画の中に登場した料理がたくさん掲載されていて、な
おかつレシピも載っているではないか。私は掘り出し物
を見つけたように嬉しくなり、パート１、パート２と
買ってしまった。
　この本に出てくる料理で目を引いたのは、映画「タン
ポポ」に出てくるオムライスである。ホームレスの男性
が深夜のキッチンに忍び込んで、少年のためにオムライ
スを作るシーンである。ケチャップライスをササッと炒
め、フワフワのオムレツを上に載せて、縦の切れ目を入
れたら半熟卵が広がる。まるでプロのような手際で作ら
れていくので一層美味しそうに感じる。
　もう一つは「魔女の宅急便」に登場するニシンとカボ
チャの包み焼きである。主人公のキキは薪のオーブンに
火を起こし、老婦人のお手伝いをする。ギリギリの時間
で焼き上がり、何とか届ける事ができた、少しハラハラ
するシーンである。薪に火がついた時の音、パチパチと
頃合になった音、オーブンに器を入れた時にこつんと鳴
る陶器の音。音のひとつひとつが全部美味しそうであ
る。
　映画で思い出されるのは結構料理のシーンが多い気も
する。印象を残す上で、料理も重要な要素なのかもしれ
ない。それに着目した「シネマの厨房の鍵貸します」、
お気に入いりの本になった。

＜映画を見ながらお腹グ〜＞

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
１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。
▼１月 11 日㈯・25 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。
▼１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：１月 12 日㈰ 19:00 〜 22:00
　　　　　　　　１月 26 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。
▼１月 16 日㈭ 19:30 〜 21:00「節分」
　

コンテンポラリーダンス　ミラージュゲート
年齢・性別・経験を問わず、ダンスを楽しみましょう。
▼１月９日㈭ 19:00 〜 21:00
　

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：１月９日㈭ 19:30 〜 21:00

アクティブグループから新年のごあいさつ

2020 年も
よろしくお願いします♪

　令和時代も２年目。今年はどんな日の出を迎
えるのでしょう。アクティブグループは、もち
ろん、日の出の勢い！　そう、私たちは毎月
の発行日にアクティブグループのハツラツと

した活動内容を読者の皆様にお届けすることを心掛けており
ます。イラストが好き、校正が好き、文章を書くのが好き、
取材が好き。えっ、おやつを食べるのが好き !?　そんなあな
たでも大丈夫。とにかく好きなものがひとつでもあればオー
ケー。楽しい仲間の集まりです。 （代表：堀正幸）

コラーレ倶楽部通信新聞部
　あけましておめでとうございます。仕事と子
育てをがんばっているパパとママも、自分に
ご褒美を !!　行きたかったコンサートや観劇、
「子どもがいるから」とあきらめてませんか？

　そんな皆さんに、素敵な時間を過ごせるよう、私たち、あ
いじ福祉会がサポートさせていただきます。コラーレでの催
しに参加の間、お子さんをお預かりし、お子さんにとっても
楽しい時間となるようお手伝いします。どうぞ安心して、コ
ラーレ主催の催しへ参加ください。 （あいじ福祉会）

一時保育ボランティア「あいじ福祉会」

　新年明けましておめでとうございます。月に
１度、コラーレに集まって、楽しくおしゃべり
しながら、消しゴムを彫っています。市販のは
んこと比べれば、絵柄が歪んでしまったり、線

の太さがばらばらだったりしてしまうのですが、それも手作
りならではの“味”。
　世界にひとつだけのオリジナルはんこ、いっしょに作って
みませんか。消しゴムもカッターも用意していますので、手
ぶらでふらっとお立ちよりください。 （代表：朝倉貴泰）

消しゴムはんこづくり「ぺったん」
　新世紀から 20 年！　全く成長しないセロリ
とパセリの「コラーレ・ラリー」も 20 年目を
迎えます。館内に年４回貼り出されるカード探
しゲーム、いつの間にか親子二代に渡って参加

いただいているということに。「ゆるく、ひたすらゆるく」
をモットーに、親と子、孫、友人・知人、隣人、赤の他人と
も楽しめるラリーを目指し、2020 年も歩んでまいります。
今年も皆さまに幸多き時間がたんまりとあらんことを願って
……。 （代表：長谷川）

コラーレ・ラリー「流しの美術製作隊」

　今年もいい公演に出会えますように。そんな
願いを込めてメンバー一同コラーレ主催のコン
サート等の会場の飾りつけをしています。黒
部の自然はとても豊か。近くの野山には四季

折々、可憐な花が咲いています。雪の中にひょっこりと顔を
出す椿の花。凛とした緑が引き立つ松の葉。秋になれば色鮮
やかなコスモスの花。アーティストとお客さん。二方の間を
ほっとつなぐ癒しの空間をと心がけながら、草花の飾りを楽
しんでいます。 （代表：谷嶋尚子）

会場コーディネート「花ゆう悠の会」
　令和２年はコラーレ開館25周年を迎えます。
コラーレ開館時から会場案内のボランティアと
して活動してまいりました私たち「卑弥呼くろ
べ」も、早いもので 25 年になります。いつも

気持ちよく公演を楽しんで頂けるようにお客様を笑顔でお迎
えし、一期一会の出会いを大切に、心を込めてご案内誘導に
努めて参りました。コラーレ愛にあふれる卑弥呼に、最近は
男性のメンバーも加わりエスコート力を増しております。今
年も会場でお会いしましょう。 （代表：飯野美千代）

会場案内ボランティア「卑弥呼くろべ」

　新年あけましておめでとうございます。令和
になって初めての新年を迎え、新しい時代の予
感がします。しかし、アコギを楽しむ会は今ま
で同様、アコギを愛で続けていくだけです。ま

た、今年は、多くの家庭に眠っているギターたちを再生して
いく活動を推めていきたいと考えてます。心当たりの方はメ
ンバーまでお知らせください。そして、今年もメンバー一同
思いっ切りアコギを楽しむことを誓います。

（代表：吉川忠久）

アコースティックギター「アコギを楽しむ会」

　新年あけましておめでとうございます。
2020 年も「楽屋ストリングス」をよろしくお
願いいたします。「一人で演奏するよりみんな
で楽しく」をモットーに、音を合わせるその緊

張感と和音の響きに癒しのひととき。今年も弦楽四重奏の曲
をたくさん練習して、レパートリーを増やしていきます。ま
た会員の知識と技術の向上のため、情報提供をしていきます。
会員相互の親睦も深め、楽しみながら少しずつ上手になるよ
うにしていきます。 （代表：鷲見隆久）

弦楽「楽屋ストリングス」
　明けましておめでとうございます。ドレミの
会は、ピアノ好きな大人たちが集まるサークル
です。月２回、リハーサル室に集まり、お茶を
飲みながら和やかにピアノを楽しんでいます。

2019 年は新たに会員が３名加入し、活気が出て、益々充実し
た会となっております。また、秋のコンサートではいつも大
勢の皆さまに来ていただき、感謝しております。2020 年も思
い思いのレベルでピアノに励み、紙一重の上達を目指し、頑
張っていきたいと思っています。 （代表：松木隆子）

大人のピアノ「ドレミの会」

　明けましておめでとうございます。昨年は、
地域のイベントに余興として、ダンス作品を上
演いたしました。メンバー自身で作品を創りあ
げるのは初めてでしたが、試行錯誤の末、なん

とか発表までこぎつける事ができ、楽しい夏の思い出となり
ました。今年も月１回ほどのペースで集まっては、ダンスの
練習（のようなもの）をゆるゆると続けて行こうと考えてお
ります。今年も“したことないポーズ”と“見たことないダンス”
を楽しんでまいります♪ （代表：柿本弘一）

コンテンポラリーダンス「ミラージュゲート」



編集後記

■新年おめでとうございます。2020 年はどんな出来事が待ち受けてい
るのでしょう？　そこで左のプリンセスＱＰ占いをご覧あれ！　オー
バーに言えば、未来を少し知っておくことは、賢く生きるテクニックで
す。幸運を招き入れましょう。　＜み＞
■明けましておめでとうございます。さて令和も２年目ですね。皆さん
はどんな目標を？　さて私から。今年は絶対に痩せるぞー！　えっ、毎
年同じことを言っている？　＜歴史は繰り返す＞
■この編集後記を書いている時点では、わたくしは無事に新年を迎えら
れるという設定。「令和２年、あけましておめでとうございます！」一
寸先は闇もあれば光もあり。ご飯を美味しくいただける、有難し。合掌。
＜パペポ＞
■いよいよ 2020 年、ずっと先のことと思っていたオリンピックの年が
幕を開けた。56 年前の東京オリンピックは学校でも授業中テレビで観戦
した。チケットのネット予約が面倒くさくて今回もテレビ観戦。テレビ
とトムは俺っちの親友？　＜家ねずみ＞
■餅つきを初めて体験した。家にあるのは自動餅つき機で、いい匂いを
漂わせて勝手にできる。しかし今回は杵と臼を使った本格的なやつだ。
結構力がいるが皆で協力して、盛り上げて作るのがとても楽しかった。
皆の気持ちが入った縁起のいいお餅ができた。　＜月がふたつ＞
■明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
2020 年はオリンピック・イヤー。この新聞が発刊する頃にはチケット
が当たっていると思います。観戦するにも体力が必要。新年度も体に気
をつけて、頑張りたいと思います。　＜どら＞

５ つ の ち が い さ が し

上と下のイラストの５カ所のちがいを見つけてください。

【応募方法】
■応募は、コラーレ倶楽部会員に限らせていただきます。
■締切は「１月 31 日」、当日消印有効です。
■官製ハガキに、「答え（アルファベット５文字）」と、
　「お名前・会員番号」を記入の上、コラーレまでお送りください。
　〒 938-0031　黒部市三日市 20 番地　コラーレ倶楽部通信行

♥♥♥　新春プレゼント　♥♥♥

正解者の中から抽選で５名様に
コラーレのイベントチケット
（1,000 円）をプレゼント！

【１月生】周囲の友人と明るく過ごせる１年。たまに身体を休
ませて。睡眠不足に注意。金運は自分の直感を信じて大きな買
い物をするが、成功する。仕事は迷いの生じる年。恋愛は身近
な異性と恋が発展しそう。勇気を出して一歩踏み出して吉。
【２月生】新しい変化が訪れ幸せへの道が開かれる年。後半は
運気上昇し成功が望めるが、焦りは禁物。金運は相応の出費が
重なる。仕事は飛躍の年となる。身体を壊さないよう注意。恋
愛は変化の年。結婚までトントン拍子で進む可能性あり。
【３月生】前半の頑張りが後半から実を結ぶ年。地道に努力す
ることで運気上昇する。金運はお金の賢い使い道を考えて吉。
仕事は安易に辞めてはダメ。後半に大きなチャンスあり。恋愛
は意外な再会あり。積極的に気になる人へアピールして吉。
【４月生】運気のアップダウンが激しい１年。前半は目の回る
忙しさだが充実感を得られる。後半は静かな時間が長い。金運
良好。仕事は未経験の分野への挑戦となるが相性は良い。力を
過信せず堅実にこなして、傲慢に注意。恋愛は激動の運気。
【５月生】多忙で時間に追われるが実り多い１年に。過密過ぎ
る予定は組まないように。金運は付き合いを大切にして運気上
昇。仕事は任せられてハードに。誠実にやり遂げて吉。恋愛は
素敵な恋が始まる可能性が高く希望に満ちた一歩となる。
【６月生】少し苦労が多い１年に。気を付けたいのが精神面。
意識してポジティブに。金運は人からの恩恵が強くなり安定。
仕事は欲に走ると大きく転ぶ。コツコツと堅実にこなして吉。
恋愛は相手を見た目で判断するのはＮＧ。楽しい人が吉。

【７月生】運気上昇し、取り巻く環境が変化する年。自慢や傲
慢な態度は要注意。金運良好。欲しかったものが手に入る年。
仕事は順風満帆。勢いあり。恋愛は一目惚れや電撃結婚の可能
性あり。もしパートナーと別れたいなら早い方が良い。
【８月生】運気上昇期に入るが様々な事が良くも悪くも変わっ
ていく年。上昇気流に乗っている分疲労も多い。金運少々波乱
あり。仕事は今後の事を本気で考え判断して吉。恋愛は出会い
と別れが多い。知的で好奇心旺盛な人と素敵なご縁がある。
【９月生】総合的に良くない。が、運気は常に変動する。どち
らに転ぶかは本人次第。金運は欲が無い分お金が自然に舞い込
む年に。仕事はペースを上げて、頑張れば本来の才能を発揮で
きる。恋愛は急接近の兆しあり。アクションを起こして吉。
【10 月生】体を動かすと良い年に。適度に汗をかいて身も心
もスッキリ。金運は後半急上昇する。仕事は快調で難なくこな
せる。上司から信頼を得て吉。恋愛はスイッチが急に入る。出
会いを積極的に求める年に。聞き上手なので良縁あり。
【11 月生】公私ともに大きく飛躍する１年。前半安定だが派
手さ無し。後半ハイスピードでよい方向へ進んで行く。金運く
じ運ありの年。調子に乗って散財は注意。仕事は近年まれに見
る強運で良い業績を残せる。恋愛は充実したものとなる。
【12 月生】初めての経験や刺激となる出来事が多い年。全て
が貴重な人生の糧となる。金運好調。仕事はストレスに左右さ
れやすいのでメリハリある仕方でこなすと吉。恋愛は喧嘩を恐
れず自分の意見をきちんと言うことで大きな進展がみられる。

プリンセスＱＰ ズバリ占う！ 2020 年の運勢

新 聞 部 か ら の お て が み

　2020年の幕開けです。希望にあふれた年でありますように。「東
京オリンピックにいまる、にいまる」なんて言葉が国民の頭にイン
プットされムードが高まった今年、いよいよ本番です。
　我が新聞部１月号はアクティブグループの新年のご挨拶で幕開け
です。そして去年の活動の一部を写真と共に振り返りつつご紹介し
ます。アクティブグループに参加されている皆さんそれぞれの楽し
い雰囲気が写真から漂ってきて素敵です。
　あなたも今年はコラーレで楽しくパワフルに躍動してみません
か。 ＜み＞

１月：アクティブグループ・パーティー
　愉快に和やかにアクティブグループのメンバーが大集合。
新春の華やかな設えのなか、７つのサークルがグループの枠
を越えて交歓の時を過ごしました。

３月：「アコギを楽しむ会」Earth Moving 演奏
　17 回目を迎えた Earth Moving は、芸術と歴史の国イタ
リアを取り上げました。アコギを楽しむ会はアース・カフェ
で演奏。アコギの音色でカフェの来客を魅了。

８月：「楽屋ストリングス」24 時間ぶっとおしライヴ出演
　夏の恒例イベント、22回目のテーマは「ひとりじゃない」。
まさに楽ストにぴったり。メンバー 11 人が『人生に涙あり』
『カノン』等、息の合ったアンサンブルを奏でました。

９月：「ドレミの会」ティータイム・コンサート
　秋の昼下がり、ゆったりとピアノの音色を楽しんでもらお
うと始まったコンサートは 18 回目。男性２名の新メンバーも
加わり９名が練習してきた得意曲を心を込めて演奏しました。

「卑弥呼くろべ」会場案内
　2019 年は女性８名、男性２名で活動してきました。前売
り完売の公演もいくつかあり多くのお客様がありましたが、
いつも明るい笑顔と暖かく丁寧な案内・誘導に心がけました。

消しゴムはんこ「ぺったん」毎月の集まり
　発足３年目。月１回木曜の夜、消しゴムはんこ作りに精を
出しています。彫るのも押すのもまた楽し！　2019 年は新
聞部の取材を受けました。読んでくれましたか。

2019 年こんなことありました♪
アクティブグループの
活動の一部をご紹介！


