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コラーレ倶楽部通信

会場案内「卑弥呼くろべ」にオジャマ

「卑弥呼くろべ」メンバー募集中

コラーレの自主事業公演などで、
お客さまを座席にご案内する「会場案内ボランティア」のサークルです。
会場案内以外にも、コラーレのサポーターとして様々な分野で活動中。
参加できるときだけでも結構ですので、ぜひご一緒に。
老若男女問わず、男性も大歓迎、お待ちしております。

参加資格：コラーレ倶楽部会員（いつでも入会できます）

※お申し込み・お問い合わせはコラーレまで（tel. 0765-57-1201）

　代表の飯野さんを囲んで開場前の打ち合わせです。各自の担当場
所を決めたり、事務局からの注意事項、休憩時間や終演時間の確認
がされます。久しぶりに会って近況の報告も次々に飛び出します。

　コロナ時代の必須アイテム。マスク、フェイスガードを付けて、
３密を回避するため出来るだけ距離を置いて、話すときは小声で、
でもわかりやすい案内に気を配ります。男性メンバーも活躍中。

　コラーレ主催のイベントでカーターホールに入ると、爽やかに「いらっしゃいませ。お席おわかりでしょうか？」と出迎えて
くださるのが会場案内ボランティアの「卑弥呼くろべ」の皆さんです。いつも明るい笑顔の皆さんに近況を伺ってきました。

飯野：昨年はコロナ禍によってコラーレのイベントも
中止が多く、卑弥呼の活動も 12月になってからようや
く再開しました。マスクの上にフェイスガードを付け
たり、大きな声を出さずに応対しています。今までは
お座席までご案内していましたが、コロナ禍の昨今は
三密を回避するために親密な誘導は出来なくなりまし
た。ホール入口にある大きな案内板でお席の場所を伝
えたり、メンバーがそれぞれの入口に立って座席をお
示ししています。一期一会の出会いを大切に笑顔のお
出迎えを大切にしてきたので、早くこのコロナが収束
するのが待ち遠しいです。
ー「卑弥呼くろべ」はコラーレと共にとよく言われ
ますが、いつからアクティブグループとして活動され
ているのですか？
飯野：立ち上げたのは平成８年３月なんです。ですから今月がお誕生月で25年になります。現在は10名のメンバーがいますが、
半数のメンバーは発足当時から活動しています。あれから 25年！　みんな年を取りました。「足もとにお気を付けください」と
お声がけする言葉に実感がこもります。案内役の卑弥呼が転んでは大変ですから。階段も膝にきつい時もあって、そろそろ世代
交代かなと思う時もあります。ですが卑弥呼の活動でメンバーに合っておしゃべりをしたり、お客様とのほんのちょっとしたや
り取りが楽しかったり、刺激をいただいたりと嬉しいことが沢山あり、「卑弥呼くろべ」には魅力が満載です。

（TEXT ＝ か）

コラーレと共に 25年！

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
３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。
▼３月 13 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。
▼３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：３月 14 日㈰ 19:00 〜 22:00
　　　　　　　　３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。
▼３月 25 日㈭ 19:30 〜 21:00「桜」
　
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：３月 11 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

わかっちゃいるけど
やめられない

　富山にミイラがやってくる永遠の命を求めて−−。何
とも興味をそそる誘い文句。子供の頃から一体何度見た
ことだろう、エジプト、マヤ、インカ、様々な展示を見
ていつも思うこと。……今回もまた行ってしまった。
　このような体験って、人それぞれ少なからずもあるの
では？　自分はミイラの他にも似たようなことがある。
山が好きで地の利を活かし、よく立山に行くのだが、
ケーブルカーを乗り継ぎ高原バスに揺られると、必ず桑
崎山に眠る佐々成政埋蔵金伝説のガイド音声が流れる。
「朝日さす　夕陽輝く桑崎山に　七つ結び七結び　黄金
いっぱい光り輝く」またかと思いつつ眠気まなこにうと
うとしながら「一体どこに隠したのだろう？」と考えて
しまう。「ひょっとしてあそこに？」と思いをめぐらす
のは初めて聞いた小学生の頃も 60 を過ぎた大人になっ
た今も変わらない。
　小学生の頃初めて上野の国立科学博物館でミイラを見
た。数千年の時を経て摩訶不思議な力が心を揺さぶっ
た。心の奥では今もその感動が残っている。最初の志を
慢心からか、うっかり忘れぬよう「初心忘るべからず」
とはよく言うが、満身に満ちた記憶は中々初心を消すこ
とができないという人間の不思議。

＜心はいつも初心者マーク＞

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。　取材したこの日は開演の１時間前に開場、その 15 分前に「卑弥呼くろべ」の打ち合わせが始まりました。代表の飯野さんのも

と、メンバーがそれぞれ自己申告で担当の持ち場が手際よく決められていきます。

　「卑弥呼くろべ」は一期一会の出会いを大切に人生経験を活かした活動でコラーレとお客様をつなぐ架け橋として活躍されて
います。メンバーはいつでも募集中だそうです。好奇心旺盛な方、笑顔に自信のある方大歓迎だそうですよ。



編集後記
■昨年満月に呼び名があるのを知った。３月の満月は何と呼ぶのか調べたら、芋虫月（ワームムーン）と呼ぶそうだ。芋虫ですか！　冬の終わり
に雪の上に残った虫の這った後をイメージしたとか。そういえば虫が冬眠から覚める啓蟄は、今年は３月５日。春近し。　＜布袋＞
■本を買いました。なんと 800 ページ近い重厚な本。帯には「頭が悪い、お金がない、やる気が出ない、読むのが遅い、時間がない、続かない、
全ての人へ」私のための本か？　自ら学ぶ手法を事細かに伝授する「独学大全」……諦めず読みまっせ。　＜ステイホーム＞
■「十万円　見る事もなく　妻のもの」「自粛中　見えた夫の　定年後」「ペイペイは　どこのパンダと　そっと聞き」今年のサラリーマン川柳
も秀逸な作品が揃う。小市民がひたむきな人生を詠む句に元気をもらう。毎年楽しみなのだ！　＜パペポ＞
■ネットでの買い物は欲しいＣＤが手に入るので好きだ。しかし以前はちょくちょく中古ＣＤショップに出かけていた。見つからないときも多い
のだが、色んなＣＤを物色できてそれはそれで楽しかった。またゆっくりと時間をかけて探しに行きたいなぁ。　＜月がふたつ＞
■大昔購入した電子書籍リーダーを持ってる事にふと気づき、家のいたるところで使ってみた。画面を大きくしたり、段階的に照明を明るくした
り、なかなか使い勝手が良い。水密設計だから、お風呂でも利用可能。もっと早く気がつけばよかった。　＜どら＞
■数か月前に親知らずの抜歯の手術を行った。その時血圧が高いことがわかり、薬を飲むことに。それ以来なぜか日々のお通じが滞り気味。よく
あることらしく追加の便秘薬を。こうやって薬も増えていくんだなあ。　＜詰まる所結局こう？＞

プリンセスＱＰ ズバリ占う！あなたの３月の運勢
【１月生】気楽なおしゃべりを楽しめる星回り。人を羨まない
で。恋愛は穏やかに進展し吉。金運低迷。仕事運絶好調。
【２月生】昔の夢が広がる星回り。自分の成長に気付く。恋愛は
迷いが吹っ切れ吉。金運低迷。仕事は時間的余裕が大事。
【３月生】家族との問題が解決へと進む星回り。恋愛運好調。金
運絶好調、新しいものにツキ。仕事は煮詰まるかも。
【４月生】人の温かさを実感する星回り。多くの人の支えに感
謝。恋愛運低調。金運低迷。仕事運絶好調、飛躍の好機。
【５月生】家族とのふれあいを意識して過ごす星回り。恋愛運絶
好調。金運低迷。仕事は価値観が同じ人と出会い活力に。
【６月生】ぱっと視界が開ける様な星回り。軽やかに前進。恋愛
運低迷。金運予想外の出費に注意。仕事は次の準備を。

【７月生】感覚に合うものを発見する星回り。取り組みに成果が
出て吉。恋愛運絶好調。金運上昇。仕事運絶好調。
【８月生】描いていた願望が実現できる好機ありの星回り。恋愛
運低調。金運絶好調。仕事は人の面倒を積極的に見て吉。
【９月生】リラックスする時間が大事な星回り。気持ちをリセッ
トして。恋愛運絶好調。金運絶好調。仕事は丁寧が吉。
【10 月生】後ろ向きの考えは禁物の星回り。発想の転換が吉。
恋愛運絶好調。金運低迷。仕事は秘密が漏洩される注意。
【11 月生】のびのびと過ごせる星回り。恋愛運平穏。金運は気
前の良さが幸運に。仕事は周囲と信頼関係を築く事が大事。
【12 月生】自ら難しい道へ進みそうな星回り。固執しないで。
恋愛はおっとりが吉。金運良好。仕事は冷静な対処が必要。

鑑 賞 レ ポ ー ト

こんなン観てきました！

　行ってきました、小曽根さんのライヴ。CDやテレビな
どでは聴いていましたが、やはり「生の小曽根さん、いい
な！」と思いました。2016 年にお隣の入善で聴いて、黒
部でも聴けて、願い叶ったりです。1984 年、大学生の時
にCD評を読み、このプレイヤーはすごい人になると購入
し、なおかつ、今回一緒に行った妹にもプレゼントしてい
たようです。すっかり忘れていました。
　今回のライヴの１曲目は、そのCDの１曲目。想いが通
じてると、勘違いしてしまいそうでした。時折、トークを
混ぜながら進んで行きます。その中で、嫌いだったピアノ
が好きになった曲が記憶に残り、翌日早速注文し、目下練
習中です。知らなかった曲を知るのも、コンサートの良さ
だと思います。本来なら、「イェー！」とか、指笛などあ
るジャズライヴなのでしょうが、コロナ対策のため、あり
ません。しかし、私の視界の中には、頭がゆらゆらしてい
る人がたくさん見えました。私もその中の一人です。心が
軽くなり、自然とそうなるんです。指先から奏でられるメ
ロディーは、色んな気持ちを掘り起こしてくれます。
　自粛期間中、小曽根さんは、53 夜連続でライヴ配信を
し、ファンを勇気づけてきました。その感謝も込めて、演
奏に送られる拍手は、大きく、温かく伝わったと思いま
す。同じ音楽と時間を共有し、楽しまれたのだろうと確信
したのは、会場を後にされるお客様の笑顔でした。
　各々の楽しみ方で、目いっぱい、体いっぱい楽しめる日
が、早く来ることを願います。そして、ピアノ１台で幸せ
な気持ちにさせていただき、小曽根さんには、感謝いっぱ
い。トリオやビックバンドでも来てほしいです。

＜はるみん／ 50 代女性＞

小曽根真 クリスマス・ジャズライヴ
2020 年 12 月 22 日／コラーレ

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。

　人間界は活動が制限されている昨今。ですが「春の来ない冬
はない」、自然界は変わりなく動き、草花が賑やかな季節にな
りつつあります。マスク着用で距離を空けつつも、まずはお花
見を楽しもうかな？　今年は気兼ねなく色んなことをしたい、
見たい……。延期や中止になった公演が相次いだ昨年のコラー
レ、会場案内「卑弥呼くろべ」の皆さんも発芽したくてウズウ
ズしていたことでしょう。出迎えてくださるメンバーの方々の
笑顔に、マスク無しで会える日が早くきますように！ ＜Ｐ＞

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

　年始は 35 年ぶりの大雪に見舞われたけど、春の足音は着実
に届いています。窓から高速道路の土手に目をやると、「いつ
になったら溶けるの？」と思われるくらいの雪の下から、かわ
いい贈り物。笑みをたたえている女神のような雪絵がほっこり
浮かんでいました。 ＜土手の草々＞

　昭和レトログッズが所狭しと陳列されていた、富山市水橋の
名物店「日本海食堂」。馴染み客に惜しまれ閉店したのは昨年
５月。独特な雰囲気の中で味わう定食やオムライス等はまた格
別なものでした。これは家人が収集した日本海食堂マッチとタ
オル。レアもの？ ＜黒電話＞

　豪雪の写真を遠方の友達に送った。心配してくれるのかと思
いきや、カーポートの雪がショートケーキみたい！　との事。
確かに、美味しそうに見えてきたよ。今回の経験で、車には飲
み物、おやつ、簡易トイレ、毛布を置き突然の大雪に対応でき
るよう準備した。 ＜去年は雪ナシ、今年は大雪、こりごり＞

　なんだこれ？　私の背ほどの低木に鈴なりの大ミカン！　ザ
ボンかポンカンか？　柑橘類は暖かい地に生るのでは？　真冬
に鈴なりとは。ここ数年放置され全部落ちて腐っていた。今年
は１月中旬頃、知らない内に全部収穫されていた。放置時に１
個そ〜っと貰って食べたらよかった。残念！ ＜食いしん坊＞

気ままになんでも写真館 ★★★


