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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
７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。
▼７月３日㈯・17 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。
▼７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：７月４日㈰ 19:00 〜 22:00
　　　　　　　　７月 18 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。
▼７月 29 日㈭ 19:30 〜 21:00「暑中見舞い」
　
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：７月６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

コロナ禍で見つけた楽しみ
　原稿提出日が近づいているのに書けない。好きで始め
た習い事なのに練習ができない。しなければならない事
があるのに取り掛かれない。やる気が出ないのである。
余計な事ばかりして、肝心なことから逃げているのであ
る。どうしよう！
　一説によれば気力がわかないのは脳の衰え、また体力
がないからだそうだ。「やっていないからやる気が出な
い」とも言われる。確かに楽しい事なら時間を忘れて
やっている。
　今、楽しい事になっているのは塗り絵である。　　　
　今年の３月、コラーレ開館 25 周年を記念して行われ
た塗り絵のイベントでは「最も長い塗り絵の列」として
ギネスに認定された。2000 人以上が参加、3166 枚を
つなげてあったことは記憶にあたらしい。あの時楽しく
て時間を忘れて夢中になって塗っていた。色の選び方、
塗り方も鉛筆を立てたり倒したり、グラデーションに
塗ったり、色を重ねてもその時の筆圧で微妙に色合いが
変わって面白く飽きない。展示されていた塗り絵を見る
と十人十色。同じ図柄ながらこんなにもバラエティーに
富んだものになるのかと驚いた。
　塗り絵は楽しいだけでなくリラックス効果もあり脳を
活性化するらしい、良い事尽くめである。そして原稿も
完成です。 ＜色鉛筆＞

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。

「アコギを楽しむ会」体験レポ

「アコギを楽しむ会」メンバー募集中

アコースティック・ギター好きが集まったサークルです。
メンバーは若い人から 60代と幅広く、ギター演奏に留まらず、
本・雑誌の閲覧や談義、ＣＤやDVDの視聴などを楽しんでいます。
ギターを弾く「練習会」とギターに触れる「ミーティング」があります。
アコギが大好きな人、アコギに興味がある人なら誰でも大歓迎。

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）

　弦交換の真っ最中。手早く行えるようにコツを教えていただきま
した。弦もサビ具合から、「結構練習してるんですね〜」と褒めて
もらいました。嬉しい！

　さあ皆でセッションだ！　誰かがギターを弾きだすと、いつの間
にか演奏会になっていました。今回は往年のフォークソングがたく
さん登場し、素敵な演奏に皆が一体となりました。

　アコースティックギターを愛する「アコギを楽しむ会」が集まっているコラーレの創作室へ向かうと、ギターの音色と和気藹々
とした笑い声が聞こえてきます。盛り上がっているな〜とドアをたたくと、「いらっしゃい！」と皆さんが出迎えてくれました。

　今回取材もかねて「アコギを楽しむ会」に参加しよう
と、自分のアコースティックギターを持って行きまし
た。もうかなりの年月弦の交換をしていないため、サ
ビだらけの状態です。取材という名目で、弦交換のや
り方も教わりました。ギターを取り出すと弦とネック
（長い部分）の状態チェックから始まります。「少し
ネックが反ってしまっているので調整しましょう」と
のこと。ケースを覗くと工具がたくさん入っています。
弦をピンと張っている状態だと少しずつ曲がってしま
うみたいです。全く気にせずかき鳴らしていましたが、
ちょっとした調整で弾きやすさ、音の鳴り方が違うそ
うです。「弦交換もね、人それぞれやり方が違うんで
すよ。何回もやる内に自分流のやりやすい方法になっ
ちゃうんです」とＹさん。「僕なんか膝の上に乗っけてやるのが一番やりやすいかな」とＡさん。色んな工具が必要なのかと思っ
ていましたが、仕組みは意外と簡単で弦の順番と巻きつける際に丁寧にやれば不器用な私でもできると思いました。生まれ変わっ
たギターは自分が弾いているとは思えないくらい煌びやかな音に変わっていました。
　この日は音楽仲間が遊びに来ていて、ギターの他にキーボードの音色も響いていました。こうなったら、みんなでセッション！
　ベッツィ＆クリスの『白い色は恋人の色』から始まり、作詞・北山修、作曲・加藤和彦の流れで、ザ・フォーク・クルセダー
ズの『悲しくてやりきれない』へと続きます。以前に演奏した曲も「こんな感じ、こんな感じ」と、弾きながらイメージが出来
上がっていくようです。アコースティックギターとキーボードのコードの音色にオリジナルの主旋律。皆さんのギターのテクニッ
クが光ります。歌にも自然とコーラスが加わり、ものすごい盛り上がりです。宴もたけなわ最後の締めはアコギを楽しむ会のア
ンコール曲で登場する『日立の樹』でした。
　みんなで奏でるサウンドの中にいさせてもらい、まるで演奏会に参加しているような気持ちの良い高揚感と一体感を味わうこ
とができ、最高の時間となりました。 （TEXT ＝ 月がふたつ）

セッション！ 素晴らしい一体感



　宇奈月温泉「平和の像」のバックスタイル。正面からの女性的
な姿とは違い、背中から肩の筋肉は逞しい。助けを求めて縋り付
く人間を支えるにはこの力強さが必要です。 ＜後ろ観音＞

　雨上がりの登山道。いつもは快適な山道も、あっという間に川
の流れに。雲におおわれていても、雨に洗われた緑がとても鮮や
かに輝いていました。 ＜雨に濡れても＞

　標高 3776m、日本一の高さを誇る富士山。個人的には、五合
目までしか登っていないので、いつかは登頂を目指したいと思い
ます。体力が続く限り。 ＜富士の高嶺に雪は降りつつ＞

　2017 年、大相撲富山場所にて……。この頃はまだ平幕だった
朝乃山。彼を応援する色とりどりののぼり旗が青空に映えており
ました……。朝乃山ぁぁぁ〜〜〜〜！ ＜カラアゲ＞

　ちょっと聞いてよ、隣の寅吉さんったらうちのミケの餌、とっ
ちゃったのよ。泥棒猫ったらありゃしないわ。そんな夢でも見て
いるのかしら？ ＜眠り猫＞

　昔、ある映画に出たことがあった。とは言え「手タレ」で、し
かもご覧のとおり型を取られて石膏での出演。演技もセリフもな
いが、重要な役どころだった。 ＜空飛ぶ円盤に弟が乗ったよ＞

　豊洲に移転する前の築地市場を見学に行った時、昼食に買った
「築地のりたま弁当」。玉子焼屋さんのお弁当。分厚い玉子焼と
大きな切身魚の西京焼き入り。大満足！ ＜のり弁好き＞

　サッカーＪ２、新潟 vs 京都。上位対決ということもあり、新
潟市のビックスワンには多くの観客が来場。と言っても、コロナ
禍による制約もあり、４分の１程度。 ＜オレンジ軍団＞

　行ってきました、富山初のブルーインパルス展示飛行！　とあ
る商業施設屋上では、屋外といえど密な人、人、人……。約 25
分間の飛行、夢中で撮影しちゃいました。 ＜密夫＞

編集後記
■若白髪で 30 代から染めていた。が、コロナ禍で出かける機会がグンと減ったのでこれ幸いと染めるのを止めた。1 年過ぎようやく頭のてっ
ぺんから白髪が伸びて元に戻ってきた。完璧なシルバーヘアーになるのが待ち遠しい。コロナの収束とどちらが早いかな。　＜布袋＞
■ふと見上げたら、枝だけだった木にたくさんの葉っぱが茂っていました。最近はいつもの景色すら見ることなく、下を見て早足で歩いてた
かも。いい天気の日は気分も上がり、顔を上げて深呼吸。ようやく季節の移り変わりを実感できました。　＜月がふたつ＞
■今夏の梅雨入りはとても早かった。さて、梅雨明け後も昨年のように猛暑に見舞われるのだろうか？　40 度近くまで上がるのは何日くら
い？　昨年はスポーツドリンクの飲み過ぎで体調不良に。今年は麦茶で過ごそう。　＜麦茶でチャチャチャ＞
■先ごろ米国防総省が、空を猛スピードで移動する物体（UFO）を撮影した３本の映像を公開。パイロットの興奮した肉声入り。UFO の正体
はなに？　地球の大気圏外は打ち上げられたゴミだらけ。どうする？　＜我々が宇宙人だぞ＞
■ 40 歳以上の力士は、今現在 15 人いるという。現役最年長力士・華

はなかぜ
吹は 51 歳。部屋のちゃんこ長で、彼の作るちゃんこはめっちゃ旨いら

しい。自分の子供のような年齢の後輩達の良い相談役なんだとか。そんな力士人生もあるんだなぁ。　＜パペポ＞
■少し体を動かすつもりで、久しぶりに温水プールへ向かった。コロナ禍ということもあり受付で連絡先を書く事になっていたし、水着の上
からは少しお腹がポッコリしていた。これにはちょっとびっくり。変わるもんだよね、しばらく行ってないと。　＜どら＞

気ままになんでも写真館 ★★★

プリンセスＱＰ ズバリ占う！あなたの７月の運勢
【１月生】居場所がないと感じる星回り。気にしない。恋愛運
低迷。金運低調。仕事運は大ピンチを仲間と乗り越えて吉。
【２月生】人生の先輩から生きるヒントを貰える星回り。恋愛
運低迷。金運絶好調。仕事運は味方が他にもいると気付く。
【３月生】迷いが生じやすい星回り。周囲のアドバイスで運気
上昇。恋愛運好調。金運低迷。仕事は、人の世話は程々に。
【４月生】人気が際立つ星回り。恋愛はスポットライトが当た
り吉。金運絶好調。仕事は大胆に振舞うとツキに恵まれ吉。
【５月生】周囲の意見を聞くのが大事な星回り。恋愛は予想外
の発見で吉。金運好調。仕事は人のふり見て我がふり直せ。
【６月生】発想の転換が幸運を呼ぶ星回り。恋愛運絶好調。金
運低調。仕事運絶好調だが立ち止まってチェックしょう。

【７月生】ひとりで生きているのではないと実感する星回り。
恋愛運絶好調。金運平穏。仕事はイライラがたまる注意。
【８月生】人との繋がりがポイントとなる星回り。恋愛は恋の
実りあり吉。金運絶好調。仕事は誠意ある態度を示すと吉。
【９月生】余計な情報は注意の星回り。噂は聞き流す。恋愛は
迷わず前進し吉。金運低迷。仕事は意見の押し付けに注意。
【10 月生】友人との交流が楽しめる星回り。気持ちがのびや
かに。恋愛運絶好調。金運好調。仕事はさっさと片付けて吉。
【11 月生】頑張る姿を見せる星回り。人の心が開ける。恋愛
運良好。金運低調。仕事は知識や経験豊かな人との交流が吉。
【12 月生】人間関係の悩みが軽くなる星回り。恋愛は素直に
向き合え吉。金運絶好調。仕事は人の仕事ぶりに感動する。 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。

　新型コロナワクチンも７月末にはようやく高齢者に行き渡りそう
ですね。全世代に行き渡るのは一体いつ頃？　そんな中でも我がア
クティブグループはルールを守ってそれぞれの活動を楽しんでいま
す。
　今月の特集は「アコギを楽しむ会」。ストロークでじゃんじゃん
かき鳴らすのも楽し。指で優しくつま弾いても心が和みます。洋楽
から日本のフォークソングまで、ここまで大衆に愛されているのも
ギターならではの手ごろさ故。会では初心者でも手軽に楽しめて、
ギターもお貸ししますとのこと。興味のある方はぜひ。

＜歌コード＞

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　FAX. 0765-57-1207　info@colare.jp


