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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
12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。
▼ 12 月 19 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。
▼ 12 月７日㈪・21 日㈪ 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：12 月６日㈰ 19:00 〜 22:00
　　　　　　　　12 月 20 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。
▼ 12 月 17 日㈭ 19:30 〜 21:00
　「まだ間に合う年賀状！」
　
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：12 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

別に格闘ファンじゃないけれど
　近頃コロナ禍の影響もあってか、様々のジャンルから
ユーチューバーが続々と誕生している。私的に面白いな
と思っているのが「皆さまごきげんよう！」でお馴染み
の格闘家・朝倉未

み く る
来の配信動画。彼のユーチューバーと

しての成功を機に、ボクシングや空手の現役世界チャン
ピオンや元世界チャンピオンが雨後の筍のように登場し
てきた。
　今までは、格闘家がおもてだって世に出るといえばタ
イトルマッチなど大きな試合の中継がほとんど。普段は
どんな生活をしてて、どんな趣味趣向があるのかなど
は、知られることなど皆無に近かった。
　誰もが自由に動画を配信できるようになって、ガラリ
と様相が変わる。もちろん格闘家である以上、試合とい
うのは彼らにとって、おもて立つ姿ではあるけれど、動
画配信が可能になって、内に秘めた様々な魅力や多彩な
才能が細かに映し出されるようになった。相手に対する
礼節や思いやり、尊敬の念や謙虚な心。そして何よりも
面白く小気味よい。抱腹絶倒になることもしばしば。
　もちろん、ちょっとやり過ぎ？ と思えることもたま
にあるけど、格闘家だけに手数が多い分、打ち損じもあ
る。ちょっとくらいの失敗は万人同じこと。これからも
類まれなセンスを活かしクリーンヒットを連発して欲し
い。 ＜おかんが言うには優勝はミクルボーイ＞

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。

　2020 年という節目の年、コラーレ倶楽部会員の皆さんにとってどんな１年だったでしょうか。１年の半分を過ぎる頃から「も
うすぐ年末よね〜」と、いつも言っている新聞部の「パペポ」と「布袋」がアクティブグループの活動を振り返ります。

布袋：昨年の今頃はクリスマスだ、忘年会だ、年越し
イベントだと世間は盛り上がっていたわよねぇ。まさ
かマスク姿が日常の当たり前になっているとは想像も
していなかったわ。
パペポ：１月に開催した「アクティブグループ ･ パー
ティー」でも、食事を囲み、みんなグループ紹介や余
興を楽しみましたもんねぇ。「三密」なんてコトバは、
まだ叫ばれてなかったですよね。
布袋：2020 年はアクティブグループにとっても輝かし
い幕開けのはずだったけど……４月 15 日からの１ヶ月
はコラーレも臨時休館となり、上半期は公演やイベン
トの中止や延期が相次ぎました。会場案内で活躍され
ている「卑弥呼くろべ」の方々も、今年は手作りの門
松製作が活動の中心となってしまいました。
パペポ：マルチホール公演「パフォーミングアーツのエントランス」も１月に開催されたっきり。毎回、素敵な会場装飾をして
くださる「花ゆう悠の会」も、今年は１度だけの活躍でした。来年１月には公演が決定しているので、またマルチホールを野の
花や草木で彩ってくださいますよ〜。

布袋：上半期は公演が中止となって、一時保育ボラン
ティア「あいじ福祉会」へお願いもできなかったわ。
プロフェッショナルな先生方に子どもを預け、安心し
て鑑賞できるって本当にありがたい！　来年はもっと
ママやパパにも心から楽しんでもらいたいわよね〜。
パペポ：コラーレで毎年開催されているワールドフェ
ス「Earth Moving」、チャリティーライヴ「24時間ぶっ
とおしライヴ」も軒並み中止に。いつも出演している
「ドレミの会」「楽屋ストリングス」「アコギを楽し
む会」の面々も、月に１〜２度や週１回の練習といっ
た活動のみだったんですよねぇ。練習の成果を多くの
人に披露する場がなかった、というのは残念でした。
布袋：ちょっと、ちょっとパペポちゃん、忘れてる、
忘れてる！　10 月に「ドレミの会」は恒例のティータ

イム ･ コンサートをやっているわよ。19 回目の今年はコロナ対策を万全にして、お茶などを出すことは無かったの。これは少し
寂しかったけど、日頃の成果を発表できたのは良かったわ！　残念なことばかりじゃなかったのよ〜。
パペポ：そうでした、そうでした！　下半期のことなのにすっかり抜けていました。ガビーン !!
布袋：ほら、私たちって、時間が過ぎる感覚がハイスピード ( 笑 )。コロナ禍だって変わらず早く感じたし。そうそう、月に１度

今年はこんなことありました
2020年コラーレ倶楽部大決算 !?

布袋
　新聞部に所属して気づけば 10 年
経過。部会のおやつが何よりの楽し
み。もちろん作る方ではなく、いた
だく方です！　髪は白くなり記憶も
視力も低下する中、自分の原稿書き
はそこそこに、仲間の原稿の校正に
ひたむきに取り組んでいます。

パペポ
　気がつけば新聞部在籍 15 年以
上。その頃私も若かった、あら〜
フィフ。文章力は上がらず、さらに
校正力は老眼のせいにして急落中。
世の中のデジタル化の荒波にのまれ
たくないが逃れられない、アナログ
党員。

という活動は、消しゴムはんこづくり「ぺったん」もそう。
はんこ作りは集中してほぼ喋らないから、コロナ禍でも関係
なかったとか……!?　あら、こちらも変わらない仲間かしら。
パペポ：変わらない仲間なら、コラーレ ･ ラリーの「流しの
美術製作隊」も不動のアナログさで、コロナ禍でもいつも通
りの活動でした。公演もイベントもない時の館内で、唯一楽
しめるゲームだったとか。
布袋：コンテンポラリーダンスの「ミラージュゲート」は、
身体を使う表現で三密を避けるためか、今年は練習が中止に。
このグループがコロナで一番さみしい思いをしていたのか
も。来年はそのエネルギーを是非発散して欲しいわぁ〜！
パペポ：あっ、布袋さん、変わらない仲間では我らが「コラー
レ倶楽部通信新聞部」ですよ。ちょっと席は空けつつも、お
やつタイムはしっかりあるし。嗚呼、変われない私たち！
布袋：なんといっても、読者の皆様の投稿と御愛読に感謝！
　来年も変わらぬご愛顧をよろしくお願いします！



投 稿 記 事 募 集 中

新 聞 部 か ら の お て が み

編集後記

■「今年の冬は寒くなりそう」とは、テレビのコメンテーターが口を揃えて言う言葉。でも天気予報士が言うには注釈がつく、寒くは感じる
が平年並み。それだけ何年も暖冬が続いたということ。当たり前の冬が厳しい寒さに感じそう。ぶるっ！　＜冬でござんす、ひゅるるん＞
■「頑張った自分へのご褒美は何？」と尋ねると、「ホールケーキを切り分けずそのままフォークで食べる（30 代）」「懐かしい漫画を１巻
から最終巻まで読破したい（20 代）」と女友達。ご褒美と聞くだけで何だか嬉しくなっちゃうね。　＜み＞
■「今年の漢字」を考えてみた。新型コロナウイルスでお世話になった『禍』。三密回避で浸透した『密』。話題沸騰の「鬼滅の刃」から『滅』。
どれも暗い。なれば主人公竈門炭次郎の呪文「全集中」から『集』か。来年は明るい字が選べる良い年になると信じよう。　＜布袋＞
■貴方が笑えば、世界はもっと幸せが広がると歌う AI さんの曲「ハピネス」。人間、無理矢理のつくり笑顔をしても脳内麻薬物質が分泌され、
楽しいと感じてしまうとか。ひきつり笑顔が、いずれ真の世界平和をもたらすかも……。　＜パペポ＞
■姪っ子と魚津水族館に行った。楽しみなのはいろんな小物が売られている土産屋さんである。「もう行こうよー」と言われても「ちょっと
待って」と粘ってしまう私。買ってあげたのは、面白い顔をした魚のガラス細工。これを選ぶとは私の嗜好と似てる !?　＜月がふたつ＞
■黒部市の国道８号線に出来た新しい商業施設。すでに何ヶ月か経っていますが、なかなか行けません。会社帰り、黒部店に着く頃はすでに
閉まってるし、滑川店なら通勤ルートだから行きやすいのだけどね。そのうちに行くとしましょう。　＜どら＞

【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、公演タイトル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を見て」
「我が家のペットです」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、海外旅行問わず、旅行の体験を 800 文字程度で書いてください。

　読者の皆様、お元気ですか？　今年はコロナ禍の中、世界中の人
達が注意深く慎重に生活せざるを得ない状況が続いて来ましたが、
コラーレ倶楽部も活動自粛の時を経て、現在は感染対策を万全にし
活動を続けています。
　特集「2020 年コラーレ倶楽部大決算」では、コロナ禍の中、活
動するための知恵を出し合い、絆を深め、楽しく活動して来た内容
が紹介されています。明るく、パワーアップしたコラーレ倶楽部の
活動に注目です。やってみたいサークルがあれば、コラーレが応援
します。あなたのやってみたいを形にしましょう。 ＜み＞

プリンセスＱＰ ズバリ占う！あなたの 12 月の運勢

【１月生】重大な決断をする星回り。恐れず、未来を良くする
と信じて。恋愛運絶好調。金運絶好調。仕事は集中して。
【２月生】新しい事の準備をする星回り。恋愛は愛が注がれて
吉。金運低迷。仕事はよりによってこんな時に……が起こる。
【３月生】柔軟な思考ができる星回り。悪循環を断ち切れる。
恋愛運絶好調。金運好調。仕事はやる気がアップして吉。
【４月生】責任のある事を任される星回り。恋愛は穏やかに進
展し吉。金運低迷。仕事は出しゃばるとヤケドする注意。
【５月生】大切な場所を見つける星回り。恋愛は勝負をかける
と勝利を手にして吉。金運好調。仕事は気を抜かないで。
【６月生】活躍の場が多い星回り。恋愛は自分らしさを大切に
して吉。金運低調。仕事は番狂わせあり出発点に戻って吉。

【７月生】ピッタリな自己表現の方法がわかる星回り。恋愛運
低迷。 金運は生きたお金の使い方ができ吉。仕事運絶好調。
【８月生】新しい楽しみが見つかる星回り。気付いて幸せに。
恋愛運良好。金運低迷。仕事はウサを人にぶつけないで。
【９月生】能力で道が開ける星回り。恋愛は興味が薄くなる。
金運絶好調。仕事運は滞っていた仕事が急に動き出し吉。
【10 月生】価値観の合う仲間が重要になる星回り。恋愛運吉
凶混合。金運好調。仕事はダラダラせず気を引き締めて吉。
【11 月生】考えた事を実行する星回り。スムーズに進めそう。
恋愛は活気づく吉。金運絶好調。仕事は快く引き受けて吉。
【12 月生】計画を立てるならご褒美付きが良い星回り。恋愛
運絶好調。金運平穏。仕事はライバル心をコントロールせよ。

コラーレ倶楽部通信新聞部
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　その日は、あっという間にやってきました。10 月４
日、第 19 回発表会 !!　時間の流れと共に、緊張はマッ
クスに達していきます。
　今年は新型コロナウイルスの関係で、テーブルを囲み
お茶を飲みながら……とは出来ず、恒例の合唱も封印 !!
　これまでの 18 回とは異なった形での発表会となりま
した。密にならないよう椅子をマルチホール一杯に並べ、
何人くらい来てくださるかなと思っていたところ、ほぼ
満席となり、うれしくなりました。
　曲目は、それぞれが思いを込め選曲し、発表会に向け
日々練習をするのですが、今年は休みがあっても練習し
にくい家時間が多く、変なストレスが溜まってしまいま
した。そんな中、今回が初の発表会、しかもピアノを習っ
て３ヶ月という彼女は、ドレミの活動日にピアノを弾く
ときはいつもメトロノームを鳴らし、正しく丁寧に演奏
していました。改めて、自分もちゃんと取り組まなきゃ
いけない！ と思わせてくれる姿でした。
　プログラムが進むと自分の番が迫ってきて、いつの間
にか通り過ぎていきます。わずかな時間ですが、弾いて
いるときは果てしなく長く感じます。終わると、ホッと
すると同時に、「良し！」と思ったり悔しかったり……
私は穴があったら入りたい方ですが。メンバーの弾いて
いる姿は普段と違い、輝いて見えます。発表会は緊張し、
恐い感じもするけれど、それを乗り越えて演奏している
からなのかなと思います。私もそうなれることを信じ、
上手くいかないことが多く心が折れそうになることもあ
るけれど、挑戦です。
　最後の曲が終了し、お客様を送り出し、片付けが済む
と脱力します。終わった !!　１日張り詰めていたものが
弛む、心地よい時間です。そして今日のことを振り返り、
来年はどんな曲にしようか、衣装と化粧にも力を借りよ
うか、いろいろ思いをめぐらせます。
　来年は 20 回目を迎えます。多くの方の協力があって
こそのものだと思います。今年は受付で検温等も手伝っ
てもらいました。ありがとうございます。来年はどのよ
うな形になるかわかりませんが、楽しんでもらえるよう
な時間になればと思います。そして、一緒に活動するメ
ンバーが増えるとうれしいです。20 年近くも続くのは、
ピアノや発表会以外にも魅力があるからだと思います。
ぜひ、コラーレのリハーサル室を見に来てください。
　最後に、19 回目ティータイム・コンサートを無事に終
えることができ、本当にありがとうございました。

＜みう＞

ピアノサークル「ドレミの会」

2020 年 10 月４日／コラーレ

19回目のコンサートを終えて

鑑 賞 レ ポ ー ト

こんなン観てきました！

　土曜の朝からコラーレに行って「スイング・ホテル」
を鑑賞した。妻と子供にはお昼ご飯は作るからといって
外出許可をもらった。
　スクリーンではビング・クロスビーとフレッド・アス
テアが女性を取り合い、歌とダンスで競い合い、祝日に
しか開かない劇場には着飾った紳士淑女が酒を飲んで踊
り明かす。アステアの華麗なステップと名曲「ホワイト
クリスマス」の甘い歌声に酔いしれ、こんなに平和で退
屈なストーリーがまさか日本と戦争している時に作られ
た作品とは思いもよらず、そしてお互い距離をとってマ
スクを取ることすらはばかられる世の中で、不要不急の
白黒映画を鑑賞する事になるなんて誰が想像し得ただろ
うか。物の豊かさでなく、心の余裕こそがこの時代を生
き抜くヒントになるのではという評論家みたいな事を一
瞬考えて、あまりの時事臭い発想を鼻で笑った。これを
読んでいるあなたはもう二度とスクリーンでこの作品を
見ることはなく、せいぜい自宅の動画配信サービスや、
あるいは DVD のワゴンセールの中に格安で眠っている
こともあるので、興味があれば手にとっていただければ
と思いますが、この映画のもたらす多幸感は劇場でしか
味わえないと思う。一時日常から離れ、心のマスクをと
りはらい、フレッド・アステアの華麗なステップを陶然
として見入るひととき。『レオン』の殺し屋のように。
もし想いをボトルに詰めて海に流すとしたら、「アス
テアが劇場の入口前にある階段を上がる時、ちょっとス
テップをいれるんです。そこがめちゃめちゃかっこいい
んです。是非ご覧ください」と書くだろうなと思った。
　上映時間は 100 分ちょっとなのでお昼を少し過ぎた。
急いで家に帰りパスタを茹でながらアステアのステップ
をまねしてみたら２歳の子供が一緒に踊り出した。今度
くる小曽根真はホワイトクリスマスを歌ってくれよう
か？ ＣＭです。

映画「スイング・ホテル」
2020 年９月 13 日／コラーレ

＜ 30 代男性＞

♪ドレミのティータイム・コンサート

　７月に新しく加わったＷさんがコンサートデビュー。全メンバー
11 名のうち女性７名、男性２名でコンサートを行いました。

　コロナ感染症拡大防止対策のため受付では検温を行い、三密を回
避し、飲み物もなくしての開催となりました。

　演奏したい曲は沢山あり、選曲に迷いました。大好きなショパン
のノクターンをメドレーで心を込めて演奏しました。


