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今月のひとりごと

尊 し
　このコロナ禍のご時世、鬱々とした陰湿なニュースも
度々耳にするようになり、それだけで自分の気持ちもマ
イナスな心情に流されていきそう。ネガティブな言動の
あれこれはもうしんどいなと思っていたら、ホッコリす
る記事を目にした。
　東京都荒川区で、ゴミ回収の作業員の方へ向けた感謝
の手紙がゴミ袋に貼られていたという。「コロナが流
行っている中、週２回も持っていってくださりありがと
うございます !!」「お身体には十分お気をつけて」「今
後も宜しくお願いします」
　違う２カ所で、同じような手紙があったという。じん
わりくる話である。モノを捨てる時はぞんざいに、作業
員の方を傷つけるゴミの出し方をする人もあろう。まし
てや病原体が付着している可能性があるゴミを回収する
仕事。仕事とはいえ……頭が下がる。けど、私も普段は
何ぞげにゴミを出し、持って行ってもらうのが当たり前
と思っている。
　回収の仕事だけでなく、世の全ての人々ともつながっ
ていることに想像力を働かせてみる。感謝の手紙は出せ
ないが、そんな気持ちを持ってなアカンなと改めて教え
られた。コロナが終息しても。小さな出来事だろうが、
私には大きな尊いニュースであった。 ＜小市民＞

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６日㈯・27 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：６月 14 日㈰ 19:00 〜 22:00
　　　　　　　　６月 28 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 25 日㈭ 19:30 〜 21:00「アサガオ・ヒマワリ」
　

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。
▼６月 11 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：６月 11 日㈭ 19:30 〜 21:00

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】月に１度、消しゴムはんこ作
りをしています。好きな図案を持ち寄り、消し
ゴムに転写し、カッターでその通りにほりほり
します。彫り終わったらインクをつけてぺった

ん！　はんこの完成です。ときどき線がずれたりもしますが、
そこはご愛嬌、世界に一つのオリジナルはんこが作れますよ。
【メッセージ】参考の図案も各種そろえてあります。道具も
お貸ししますので、興味のある方は一度遊びに来てください。
初心者の方も大歓迎です！
【活　動】毎月１回程度 木曜日 19:30 〜 21:00

消しゴムはんこづくり「ぺったん」

【グループ紹介】アクティブグループは「いろ
んなことをしてみタイ」に向かって、日々邁進
中。そんなイキイキ、イケイケの仲間たちの活
動を読者の皆さんに、とれたて新鮮のままお届

けするのが私たちの役目。そして、読者の皆さんからお寄せ
いただく記事は知識と夢の宝庫です。
【メッセージ】月に１度、編集会議をしています。取材やイ
ラスト、校正など、関心があれば、ぜひ仲間に！　おやつタ
イムもあり、時に脱線を交えての楽しい時間はあっと言う間。
【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】ダンス好きなメンバーが集
まって活動しております。一応“コンテンポラ
リーダンス”というジャンルになりますが、楽
しければ何でもよいかなと思っています。上達

よりも自由に体を使って楽しむスタイルです。いつかは、オ
リジナルの作品で公演をしてみたいとの野望も抱いてます。
【メッセージ】集まれる場や、仲間がある事のありがたさを
改めて感じております。イベントなども企画してまいります。
是非皆さんもお気軽にご参加ください。
【活　動】練習：毎月第２木曜日 19:00 〜 21:00

コンテンポラリーダンス「ミラージュゲート」

【グループ紹介】コラーレの自主事業公演で座
席へ案内誘導をする「会場案内ボランティア」
です。コラーレ開館とほぼ同時に誕生し、今年
25 年になります。現在、女性８名男性２名の

10名で活動中。笑顔でお出迎えし、公演をゆっくり楽しんで
頂けるよう安全で的確な案内誘導を心掛けています。
【メッセージ】年齢制限なし、特別な資格はいりません。笑
顔と思いやりの心があれば、大丈夫です。一期一会の出会い
のワクワク感と緊張感をあなたも体験してみませんか。
【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】弦楽四重奏形式での合奏を楽
しむ会です。ほとんど初級者ですが、みんなで
弾きたい曲、弾ける曲を楽しく弾いています。
現在メンバーは 14 名で、老若男女が程々の比

率構成で和気藹々、合奏ばかりでなくお茶会等も楽しんでい
ます。初心者の方でもすぐに合奏に加わって楽しんでいます。
【メッセージ】弦楽器を弾いてみたい人、弾いたことがある
けど皆と合奏を楽しみたい人、お茶会をしながら楽しく合奏
をしましょう。ストレス発散にも最適ですよ。
【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弾
き、歌を唄って楽しんでいます。そして必要と
あらば、パーカッションやベースなどが加わっ
たり、アコギを楽しむためなら何でも有り。メ

ンバーが持ち寄った曲もその場で合奏できてしまうのがアコ
ギの良いところ。皆さんも一度味わってみてくださいね！
【メッセージ】ギターが弾けなくても大丈夫です！　音楽が
好きな方はぜひ一度遊びにきてください。メンバーみんなで
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】月２回、午後のひととき、ピ
アノを弾いたり聴いたりして楽しんでいます。
ピアノ好きな仲間たちが集まり、現在 10 名で
活動中。クラシックからポピュラーまで、自分

のレベルに合わせて自由に弾いています。指導者はいません
が、仲間の演奏を聴いて刺激を受けています。
【メッセージ】空港ピアノや駅ピアノなどがテレビで紹介さ
れ、ピアノを奏でる人々のとても良い情景を目にします。男
女年齢問わず、あなたも一緒にピアノを楽しみましょう。
【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」

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。

※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。



　モアイ像？　はたまた昔、名を挙げたどこぞの親分？　黒
部川の堤の道を走っていたら、突然目の前に飛び込んで来ま
した。黒部市荻生五郎八の一本松の記念碑とありました。何
とも愛嬌のある顔。松と川と山並、ほっと一息、中々風光明
媚なスポットです。 ＜故郷珍百景＞

編集後記

■モーニングショーで新型コロナの説明で有名になられた岡田晴恵さん（白鷗大学教授）が政府の体制や対応に、思わず言った「とっととし
て欲しい！」それ以来、我が家では「とっとと行こう」「とっととやるね」など「とっとと」が大流行り。　＜み＞
■「子年は繁栄」の年、期待に満ちて新年を迎えたばかりでの新型コロナウイルス感染。まさか半年後にこんな状態になるとは！　ＳＦ映画
の世界みたいだ。こんな暗い時こそ天使の歌声に癒され、志の輔の落語でおなかを抱えて笑いたい。＜布袋＞
■地球上には天文学的な量のウイルスが存在しており、まだ氷山の一角しか解明されていない。ウイルスは生物の行動や生命の進化、地球環
境維持に大きな影響を与えているという。万物全て、陰と陽。ウイルスに関して、もっと知りたくなってきた！　＜パペポ＞
■皆さんのストレス発散方法は？　私の友だちはよく研いだ包丁でキャベツの千切りをひたすらするのだという。限りなく細くただただ無心
となって切りまくるそうだ。ただキャベツを洗うのがなぁ。私はよく冷やされたビールをキューッと飲むほうがいいな！　＜月がふたつ＞
■新型コロナの治療薬に、富大医学部と富山科学工業が共同開発したアビガンが効果をあげています。さすが薬の富山。ワクチンの開発はいっ
たいいつ？　そんな中、多くの人命を救って欲しいものです。　＜百薬の長＞
■テレワークをやってみて思った事。良い点は会社へ行かなくても良いので、通勤時間が０分。悪い点は昼食以外、朝から夕方まで、ほぼパ
ソコンを見ながらの仕事。会社でも体を動かさないのに、もっと体を動かさない。どちらが良いでしょうかね。　＜どら＞

プリンセスＱＰ ズバリ占う！あなたの６月の運勢

【１月生】楽にこなせる事をえらんで正解な星回り。恋愛は空
回りしがち。金運好調。仕事は集中できず、ミスに注意。
【２月生】将来の夢を深く考えられる星回り。恋愛運絶好調。
金運は割引や贈り物に縁あり。仕事は下準備が成功の鍵。
【３月生】じっくりと物事に取り組む星回り。見切り発車はダ
メ。恋愛運良好。金運低調。仕事はチャンスがやって来る。
【４月生】内面を見つめて良い方向へ進める星回り。恋愛は片
思い成就の予感。金運低迷。仕事は目標を見直して吉。
【５月生】昔の嫌なことを思い出す星回り。過去に向き合って
吉。恋愛運絶好調。金運低迷。仕事は子供からヒントあり。
【６月生】失敗挽回の好機到来の星回り。自分の成長に驚く。
恋愛運絶好調。金運物欲に注意。仕事は感受性豊かで吉。

【７月生】思い出が問題解決の鍵になる星回り。恋愛は混乱す
る。節約が金運アップに。仕事は人に力を貸す事ができ吉。
【８月生】新たな目標に向かって決意する星回り。恋愛運絶好
調。金運低調。仕事は助けを求めるなら早いうちが吉。
【９月生】もめごとに巻き込まれる星回り。酒席の発言注意。
恋愛運低調。金運低迷。仕事は敵に屈しない強さが必要。
【10 月生】眠っていた才能が開花する星回り。恋愛は直感を
信じて吉。金運好調。仕事はフォロー後の恩返しあり吉。
【11 月生】億劫で動きたくない星回り。無理しない。恋愛は
愛を育む。金運好調。仕事はどう思われるか気にせずで吉。
【12 月生】不思議な力が働く星回り。必要な事を引き寄せる。
恋愛運絶好調。金運は生活の見直し必要。仕事は絶好調。

　コロナ感染予防のための必須アイテムのマスク。外出自粛
で大好きな茶話会も開けず、時間を持て余しているおばさん
たちの今のトレンドはマスク作りです。久しぶりに取り出し
たミシンは言うことを聞かず、ガーゼも手に入れにくい中、
そこは主婦歴ン十年、手縫いでシコシコと材料も工夫してマ
スク作りに精を出して作ってくれた。 ＜モラッタマスク＞

　魚津水族館の周りを散歩しました。人はちらほら、同じよ
うに散歩しに来てるみたいです。ペンギンのところに立ち寄
ると、ガラスの壁にもコロナの注意喚起が貼られてありまし
た。あら、ペンギンも密集に気をつけてる！　１羽１羽２ｍ
以上の間隔を空けて日向ぼっこしていました。

＜この写真には２羽写っていますよ＞

　私が小学生の頃「ツバメのお宿調査」を行っていたが、今
はしていないのか？　お宿シールが貼ってあるお宅、昔は結
構あったと記憶しているが。
　今は邪魔にされがちなツバメの巣。だけど元気な鳴き声で
餌をねだるヒナは可愛い！　この６羽、無事に巣立って帰っ
てきてくれただろうか？ ＜若栗宿＞

気ままになんでも写真館
★

★
★ コラーレ倶楽部の広場

■ ハロン湾から船中２泊で香港に
　香港は 1997 年７月１日に中国に返還され、22 年が経過してい
る。東洋の真珠とも評されるその景観の美しさを誇っており、100
万ドルの夜景や広東料理、飲茶などが楽しめる。朝７時に香港のビ
クトリア・ハーバーに入港し、カイタック・クルーズ・ターミナル
に接岸する。香港の人口は、約 750 万人（2018 年）。広東語と
英語の二つが公用語。「温帯夏雨気候に属し、冬と夏の二つの季節
があり、冬は平均気温が 16.7 度まで冷え込み、夏は平均 30 度の
高温となる」と聞いた。
　

■ 香港島の最高峰、ビクトリア・ピーク
　９時にバスで香港観光に
出発。現地ガイドはジャイ
アント馬場似の王さん。彼に
2,000 円を香港ドルに換金し
てもらったら、130 香港ドル
が手元に来た。バスは、九龍
半島から長さ 1.5km のハー
バー海底トンネルを潜り香港
島に。このトンネルの通行料
金は、バスが 30 ドルで車は
20 ドル。最初の目的地は、ビ
クトリア・ピーク。ここは香
港で最も人気の観光スポットで、途中の道路脇には超高級住宅群や
超高級マンションが林立するが、その単価たるや 1 ㎡＝ 200 万円
の物もあるとか。
　ビクトリア・ピークは海抜 373 ｍで、香港島で最も標高の高い
地点。小高い展望台から眺める中環の摩天楼と九龍の大パノラマ
は、香港を訪れるならばぜひ押さえておきたいスポット。船を出発
してから約１時間でビクトリア・ピークに到着。快晴の中、眼下に
は香港島、ビクトリア・ハーバーとそれに立ち並ぶ摩天楼・九龍半
島の大パノラマが見える眺望は絶景である。帰りはピークトラムに
乗車して下山。約 10 分で下山。これは香港で最も古い公共交通機
関であり、世界最古のケーブルカーである。
　

■ スタンレーマーケット、アバディーン、香港島を巡る
　ケーブルカーを降りて、そ
こからバスに 40 分乗車し、
香港島南岸のスタンレーマー
ケットを散策する。かつては
古い漁村だったが、美しい海
や自然に囲まれて多くの欧
米人が暮らす高級住宅街が広
がる。また世界で最も名高い
バザールのひとつで、手作り
の小物から衣服、宝石類おも
ちゃなどの店が密集し、手ご
ろな価格で入手できる。次い
で、バス45分で、サイパン船の発着場へ。サイパン船でアバディー
ンを遊覧観光。水上観光は 30 分足らずだったが、ちょっと爽快な
気分が味わえた。
　

■ 次の目的地、台湾の基隆（ジーロン）へ
　14 時にカイタック・クルーズターミナルに戻る。船で遅い昼食
と休憩。夕食から就航までの時間は、シアターでピアノ奏者の演奏
を楽しむ。23 時、船はビクトリア湾から 100 万ドルの夜景に名残
を惜しみながら出港。次なる寄港地は台湾北部の基隆である。

［次回もプリンセスクルーズの旅つづく］
＜Ｋ・Ｎ／ 60 代男性＞

わ た し の た び 紀 行

新 聞 部 か ら の お て が み

　新型コロナウイルス感染症が収束したら、あれもしよう、これも
しよう、楽しいことや好きなことを沢山したい、と考えていらっ
しゃるあなたに、今月の特集「メンバー募集中のアクティブグルー
プ」を是非是非お勧め致します。コラーレでは打ち合わせ場所とし
て、専用の部屋を無料で開放しています。
　興味を持ったアクティブグループがあれば、お気軽にコラーレま
でご連絡ください。何かしたくてムズムズし始めたら、まずはアク
ティブグループの見学はいかがでしょうか。大歓迎されること間違
いなし！ ＜み＞

プリンセスクルーズで東南アジア大航海（Part. ４／全５回） 

香港を巡る
　

（プリンセスクルーズには、昨年 2019 年に乗船されました）


