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アクティブグループから新年のごあいさつ

2021 年も
よろしくお願いします♪

　昨年はコロナ禍の中にあってアクティブの活
動もかなりの制限をしいられました。それでも
グループの仲間達は感染症対策に努め工夫を凝
らし、活動を楽しんできました。そんな仲間た

ちの思いを読者の皆さんに届けようと私達も頑張ってきまし
た。2021 年は一刻も早いコロナ収束を願って新聞部は「全集
中」でアクティブグループの熱い思いを届けて参ります。も
ちろん恒例のおやつタイムも「至福の呼吸⁉」で。

（代表：堀正幸）

コラーレ倶楽部通信新聞部

　コロナに翻弄された年が明けました。黒部市
の文化の拠点である私達のコラーレも、コロナ
禍の運営がままならなかったであろうことは、
想像に難くありません。そんな折にも、コラー

レの温かい灯を消すことなく、市民の受入れを続けてくだ
さったスタッフの皆様に感謝致します。
　子ども達の声がホールに響くのはまだ少し先かもしれませ
んが、安心が戻った時には、私達あいじ福祉会が更なる安心
をサポートさせていただきます。 （あいじ福祉会）

一時保育ボランティア「あいじ福祉会」
　皆様、新年明けましておめでとうございま
す。私たちは月に１度、好きな図案を持ち寄っ
て消しゴムはんこ作りをしています。消しゴム
に図案を転写し、集中力アップで彫り進め、思

い通りのはんこを完成させます。集中した後は皆で楽しくお
しゃべりタイムにお菓子タイムです。
　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。楽しいひと
時を過ごしましょう！ （代表：朝倉貴泰）

消しゴムはんこづくり「ぺったん」

　館内に年４回貼り出されるカード探しゲーム
「コラーレ・ラリー」は、「ゆる〜く遊ぶ」を
モットーに 21 年目。全く成長しない案内役の
セロリとパセリと共に、牛の歩みの如くスロー

に。そして牛の咀嚼の如く、じっくりと。親と子、孫、友人、
知人、知らない人ともホッコリ楽しめるラリーで、コラーレ
時間を満喫していただけたら幸いでございます。2021 年も皆
様にとって至福のひとときがたくさんありますように！

（代表：長谷川）

コラーレ・ラリー「流しの美術製作隊」
　新年あけましておめでとうございます。令和
２年は思いもしないコロナ禍でコラーレが一時
休館、公演も中止され、会場案内ボランティア
を行ってきた卑弥呼の活動もあまりありません

でした。ウイズ・コロナの時代、卑弥呼の活動スタイルも変
化を求められるかもしれません。ですが一期一会の出会いを
大切に、ご来場の皆様に公演を楽しんで頂けるよう、安心安
全に誘導案内出来るよう活動していきたいと思っています。
マスクの中でも笑顔です。 （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。
2020 年はコロナウイルスの影響により、大変
な１年となりました。コラーレでのイベントも
その大半が中止になり、残念な思いをたくさん

しました。2021 年も引き続き、ウイズ・コロナで生活してい
くことになりますが、「音楽の力」「ギターの力」で乗り切っ
ていきたいと思います。ということで、2021 年もメンバー一
同、思いっき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」
　あけましておめでとうございます。2021 年
も「楽屋ストリングス」をよろしくお願いいた
します。日頃のストレス発散、皆で楽しくお茶
をして、弦楽四重奏形式での合奏を楽しんでい

ます。2020 年は新たに２名の新入会員を迎え、メンバーは
19名になりました。演奏発表の機会がありませんでしたが、
その分、新曲を仕込んだりしていますので、2021 年は発表の
場があることを祈ります。これからも和気藹々楽しくやって
いきたいと思っております。 （代表：鷲見隆久）

弦楽「楽屋ストリングス」

　あけましておめでとうございます。2020 年
はコロナ禍の中でサークル活動もままならぬ時
もありましたが、発表会も規模を縮小して無事
終える事ができました。2021 年はコンサート

も 20 回目の節目を迎えます。選曲に迷う日々が始まります
が、それがまたピアノ好きな仲間にとって楽しみにもなって
います。このような時だからこそ、“心を和やかに”！
　大人のピアノサークル「ドレミの会」を 2021 年もよろし
くお願い申し上げます。 （代表：松木隆子）

大人のピアノ「ドレミの会」

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９日㈯・16 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 18 日㈪・25 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：１月 11 日㈷ 19:00 〜 22:00
　　　　　　　　１月 24 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 28 日㈭ 19:30 〜 21:00「雪の結晶」
　
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 12 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

ついつい見ちゃって数時間
　最近 YouTube を見る機会が非常に増えた。料理やお
菓子の作り方を見て実践もしてみたりした。
　今はまっている動画は、2005 年まで NHK で放送さ
れていた「ハッチポッチステーション」の名曲パロディ
である。YouTube はひとつの動画を検索すると、次々
関連動画にたどり着いて見る者をあきさせない。動画を
次々に見ると、いつの間にかかけ離れた動画になってし
まっている。料理からハッチポッチステーションまでの
経緯は、『料理→お菓子作り→スコーンの作り方→英国
→英国音楽→クイーン→ボヘミアン・ラプソディ→ハッ
チポッチステーション名曲パロディ』という感じであ
る。
　ハッチポッチステーションの名曲パロディとは、世界
的に有名な名曲を、グッチ裕三さんが巧みな技で日本の
童謡と混ぜた替え歌を披露しているコーナーである。
ハッチポッチのキャラクター達がＰＶやライブに似せた
映像に登場し、可愛いらしく滑稽で最高に楽しめた。英
語の曲と日本の童謡がどうして混ざり合うのか不思議で
ならないが、グッチ裕三さんの音楽的センスにより自然
とマッチして子供も大人も楽しめるのではないかと思
う。
　コメント欄でも「時代が追いついた」「高度な音楽教
育」と、今でもなお楽しく見ている人たちが大勢いる。

＜ごろごろする日は YouTube ＞

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。



編集後記
■ 2020 年はいろんなことがありました。世界が変わってしまうのかと
思うほどの出来事でした。私自身も変化に富んだ年になりました。まだ
まだ継続中ですが、良い方向に進んでいると、ポジティブな気持ちは忘
れず、2021 年も楽しんでいきたいと思います。　＜月がふたつ＞
■「小学生 三人寄ると三密で 八人寄ると 蜂蜜と笑う」新聞で見つけた
短歌。暗い言葉が甘い言葉に変身、思わずクスッと笑った。ウイズ・コ
ロナの時代というのもあったねと、笑い飛ばせるのはいつだろう。視点
を変えて楽しく過ごしていきたい。笑う門には福来るなのだ。 ＜布袋＞
■新年おめでとうございます。2021 年の幕開けに今年も皆さんの運勢
を占ってみました。平穏な人もドラマチックな動きの人も、人生は一度
きり！　正々堂々と胸を張って、悔いのないよう歩いて行ってください。
＜占いで光を届けたい。プリンセス QP ＞
■部屋を掃除していたら、袋に入ったままの真っ新な「アベノマスク」
がひょっこりと出てきた。全国で同じように引き出しの奥に眠ったまま
の「それ」は、いつか日の目を見ることがあるのだろうか。血税が使わ
れたんだもの、変色する前に一度は使用せねばなぁ……。　＜パペポ＞
■お正月早々、食っちゃ寝、食っちゃ寝を繰り返してしまいそうな自分
に今年こそ、喝！　食べてすぐ寝ていいのは牛さんだけですよね。今年
は 10 ㎏減量目標に頑張るぞ！　＜エイエイモー！＞
■明けましておめでとうございます。2021 年もよろしくお願いします。
昨秋は、ストリートピアノのよみぃさんも出演する姫路の姫音祭など、
行きたいイベントがあったのですが、コロナのため出かけるのを断念。
今年こそ、自由に旅行出来るようになって欲しいですね。　＜どら＞

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

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！

新 聞 部 か ら の お て が み

　さぁ、2021年が幕開けます！　干支は｢辛丑（かのと・うし）｣。
「丑」を覚えやすいように「牛」と書くそうです。「丑」は芽が種
子の殻を破ろうとしている、生命エネルギーが充満している状態を
表し、「辛」は植物が枯れて新しい世代が生まれようとするのを表
しているのだとか。「牛の歩みも千里」と言いますが、進みは遅く
とも地に足をつけ、力を蓄えつつ新しいことに向かって行く様が浮
かびます。今年もアクティブグループは力強い牛の歩みのように、
着実に前へ進んでいきますよ〜。新聞部が元気いっぱいな報告を皆
様にお届けします！ ＜Ｐ＞

５ つ の ち が い さ が し

♥♥♥　新春プレゼント　♥♥♥

【１月生】実りの運気。積み重ねてきた努力や継続してきた物
事に成果と結果がでる。優先順位を考えれば金運良好。仕事運
は先手先手が吉。しかし背伸びし過ぎや空回り注意。恋愛運は
自信を持ち堂々とで吉。健康運は身体のメンテナンス必要。
【２月生】旺盛なパワーがみなぎる年。ただ自信過剰に注意。
金運絶好調、堅実にお金を使う投資や貯蓄がお薦め。仕事は真
剣に向き合って吉。リーダー的役目が回ってくる。恋愛運注目
度上昇モテる。結婚に向いてる年。健康運はケガに注意。
【３月生】数年後を見据えた活動がオススメ。面倒な課題に向
き合うのが今年。金運好調。メリハリあるお金の使い方が吉。
仕事運部下の育成に力を。のちに花開く。恋愛運積極的に恋愛
をする気持ちが大事。健康運体調管理せよ。無理はダメ。
【４月生】運気は上昇傾向。物事を楽しむ事が上昇気流に乗る
鍵。金運可もなく不可もなし。仕事運好調、やりやすくなる。
恋愛運は自分達の気持ちを大切にして吉。運命の人に出会う可
能性大。健康運問題なし。ストレスをため込まないのが吉。
【５月生】今まで取り組んできた事の結果や評価が出る年。何
かと重要な役を任される。金運良好。年単位でお金の動きを見
据えて吉。仕事運大きく前進し吉。恋愛は周りがプレッシャー
をかけてくる。健康運例年より一歩立ち止まり気を付けて。
【６月生】運気安定浮上する。チャレンジがキーワードに。結
果は後から、先ずはプロセスを楽しんで吉。金運好調。貯蓄に
ツキあり。仕事は気後れせず取り組んで吉。恋愛運は刺激がな
い分、安らぎと絆を深め吉。健康運元気が湧いて来る吉。

【７月生】今年は人間関係を円滑にするための努力を怠らない
ように。それが今後の財産となり吉。金運低調。お金の管理が
必要。向上心と根性で仕事運良好、やり甲斐あり。恋愛運あな
たの魅力が輝き好調。健康運は気分転換が体調管理の鍵。
【８月生】伸び伸びと実力を発揮できる１年。自分の殻を破り
捨てて吉。金運は自己投資にお金がかかる１年、将来取り戻せ
る吉。仕事は踏ん張り時、気合いを入れて吉。恋愛運好調、出
会いが多い。健康運対人関係が疲れるので気晴らし必要。
【９月生】運気安定の年。しかし地味に忙しい。やるべきこと
を整理し順序よくこなせ吉。金運お金に関して注意力散漫にな
らなければ吉。仕事運好調、地道に順調。恋愛運はハプニング
満載の１年に。健康運節度を守った生活習慣を心がけて。
【10 月生】気分は開放的になり視野は外向きになりそう。何
事も楽しんで吉。金運のキーワードは堅実。仕事運は能力が高
く評価され吉。恋愛運絶好調、ちょっとした勇気が幸運へと導
くポイント。健康運パワフルに過ごせる、はしゃぎ過ぎ注意。
【11 月生】平穏無事に過ごせる。後半運気上昇。忍耐力が要
求される年だが心強い味方あり。金運好調。仕事運懸命に取り
組め心満たされ吉。データの取扱いには注意。恋愛運昔からの
知人に縁あり吉。健康運低調、気をもみそうな気配あり注意。
【12 月生】好調な運気にのる年。長年の悩みから解放される。
金運価値ある発見があり吉。仕事運は苦手な分野に挑戦して運
気上昇。恋愛運互いに理解が深まり吉、新しい出会いもある。
健康運は少し神経過敏になるが、焦らず時間をおけば吉。

プリンセスＱＰ ズバリ占う！ 2021 年の運勢

１月：アクティブグループ・パーティー
　「今年もアクティブに！」８つのアクティブグループが大
集合。参加グループのメンバー紹介や活動報告、音楽グルー
プの演奏やゲームが和やかに行われました。

１月：会場コーディネート「花ゆう悠の会」
　黒部の自然をこよなく愛し、野の花のコーディネートで会
場を素敵な空間に彩る魔法の手の持ち主の「花ゆう悠の会」。
パフォーミングアーツのエントランスで手腕を発揮！

毎月：消しゴムはんこづくり「ぺったん」
　コロナ禍、もっとも注目されたグループかも。全集中で消
しゴムをカッターで黙々と彫り、インクを付けてぺったん
ぺったんと押せば、あら素敵！　オリジナルスタンプの完成。

毎月：アコースティックギター「アコギを楽しむ会」
　11 年目に入った年でしたが、コロナ禍で発表の場がなくな
り、残念な年でした。ですがギターを手にすれば 30 〜 60 代
まで８名のメンバーは青春真っ盛りです。

毎月：弦楽「楽屋ストリングス」
　「ひとりで演奏するよりみんなで楽しく！」がモットーの
楽屋ストリングスは、いつも和気あいあいアットホームな雰
囲気が魅力です。2021 年は発足 17 年目を迎えます。

毎月：「コラーレ倶楽部通信新聞部」
　発足 20 年となった 2020 年、コロナ禍でコラーレが休館
中でも休刊することなく発行。ソーシャルディスタンスを取
りながらの編集会議にも慣れてきました。ご愛読に感謝。

2020 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！


