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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
８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。
▼８月７日㈯・21 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。
▼８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：８月９日㈷ 19:00 〜 22:00
　　　　　　　　８月 22 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。
▼８月 26 日㈭ 19:30 〜 21:00「夏の思い出」
　
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：８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

都心の牧場
　私は牛乳が少し苦手。でもヨーグルトやアイスクリー
ム、チーズ、バターなどの乳製品は大好きです。日本人
はいつごろから牛乳を飲むようになったのか？　明治時
代らしい。日本では牛は貴重な労働力として田畑を耕
し、荷物を運んだりと貢献していましたが、牛乳を飲む
習慣はありませんでした。
　幕末、初代駐日総領事として伊豆・下田に住んだハリ
スが幕府に牛乳を要求。近隣の農家からかき集めた牛乳
は 1 ℓの値段が約 1 両。その値で米が３俵買えたと記
録にあります。幕府は明治５年に「最上なる良薬にして
……弱きを強く、老たるを壮ならしむ」と効果を記した
本『牛乳考』を出し、その上、天皇が毎朝牛乳を飲んで
いると報じて、日本人には積極的に西洋文化を取り入れ
させようとしました。
　しかし牛乳は傷みやすく、当時牛乳は消費者の近くで
生産するのが条件でした。皇居近くの武家屋敷跡地を再
利用し 50 頭の牛を飼い、失業した武士・旧幕臣の子弟
の働き口としたそうです。現在は超都会のど真ん中です
が、1900 年頃まで麹町、虎ノ門、赤坂、秋葉原に牧場
があったとか。皇居から直線距離で約１㎞の千代田区飯
田橋に「北辰社牧場跡」の石碑があります。
　明治天皇、牛乳は美味しく飲まれましたか？

＜今年は丑年、モーゥ半分以上過ぎました＞

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。

消しゴムはんこづくり「ぺったん」体験レポ

　彫っているのはタンポポ。こまかいです。葉や花びら等は何個か
のパーツに分けて彫っていくようです。パーツごとに色をかえて重
ね捺しすると、とても立体的にみえます。

　幾何学模様に見えたのですが、朝顔がデザイン化されていまし
た。デビルも可愛いですね。切り絵の経験を活かして下絵なしで、
頭の中でイメージして彫っているそうです。

　消しゴムはんこ「ぺったん」が誕生したのは 2016 年７月です。６年目のサークルの集まりにオジャマしてきました。会場の
コラーレの会議室には、心地よい静寂がひろがっていました。

　扉を開けるとき、ウェルカムボードが立てかけてあ
るのに気付きました。よく見ると「Welcome　to ぺっ
たん」、文字部分はなんと沢山の消しゴムはんこで作
られています。かなりの出来栄え！　ハードル高そう
と恐る恐る扉を開けました。迎えてくださった代表の
朝倉貴泰さんは、「ようこそ、おおむね４人のサーク
ルですが、ひとりお休みで、今日は３人です。何か彫っ
てみますか？　初心者でも手ぶらで体験できます。初
めは単純なデザインのものがいいですよ」と気さくに
誘ってくださいます。
　ぶきっちょでイラストも描けないんだけどと二の足
を踏む間も無く、体験することになりました。先ずは
見本帳から選んだデザイン画を土台の消しゴムに写し
ます。次に写した図柄の線に沿って消しゴムを彫って
いきます。この時大切なのが「富士山みたいに斜めに彫って」いくことです。この彫る作業は不慣れな筆者には息をつめ全集中
を要しましたが、部屋に入った時に感じたあの充実した雰囲気が生まれる時間かもしれません。メンバーの皆さんは流石に細か
いデザインのものや植物をモチーフにした幾何学模様を難無く彫り進めつつ、かつおしゃべりも楽しんでおられます。朝倉さん
はと言えば２㎠にも満たない小さな消しゴムにダンゴムシやクモを彫っておられました。朝倉さんは JESCA 日本イレイサースタ
ンプ協会の公認インストラクターの資格をお持ちです。子供たちに可愛いスタンプを押してあげたかったのが消しゴムはんこに
取り組んだ動機だそうです。
　彫り終えれば次はいよいよインクを付けてぺったん！　捺してみました。初心者は初心者なりに見られる出来です。皆さん優
しくて、「暑中見舞いに十分使えますよ」と言ってもらえました。時間を忘れて、取材するより消しゴムはんこ作りに費やして
しまいました。皆さんもぜひ、消しゴムはんこの楽しい体験をしてみませんか。 （TEXT ＝ か）

彫って楽しい！ 捺して嬉しい！

「ぺったん」にあなたも参加しませんか。

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

消しゴムをカッターで彫り、オリジナルはんこを作ります。
季節ごとにモチーフを変えて、みんなでいろいろなスタンプを楽しみましょう。
カードやノートなどに押すと、あなた印になりますよ。

　集まり：毎月１回程度
参加資格：コラーレ倶楽部会員（いつでも入会できます）
　★ 600 円程度の参加費（材料費含）をいただきます。
　★初心者には道具をお貸しし、指導します。１回のみの参加も可能。



編集後記
■当たり前のことが、ありがたいものだと気付けば、幸せの度合は高まります。コロナ禍の中で、これに気付かれた方も多かったことでしょう。
なかなか難しいけど、醒めた眼と温かい心を持とうと努力するね。　＜幸せは気付けば傍に。ちるちるみちる＞
■糠漬けに挑戦し始めてから、かれこれ半年程経つ。初心者でも失敗なく、すぐに始められる糠床を購入。そこから昆布、唐辛子、煮干しなどを
野菜と共に漬け込み、自分仕立てにした。漬物が旨い季節！　塩分も程良く摂取し、酷暑を乗り切るぞ！　＜パペポ＞
■宇宙葬が 12 月末には実現するそうだ。数年間地球を回って最後は流れ星に！　８月末まで申し込み受付中。遺骨を入れるカプセルのお値段は
1000 万。そんな話題には縁遠い。星になる夢は捨てて、お盆前にお墓の掃除に行かなければ！　＜布袋＞
■膝が痛くてお医者さんに診てもらったら、変形性膝関節症との診断。十年以上も前に行った半月板除去手術の後遺症らしい。痛みは膝にとどま
らずアキレス腱も痛くなり、重くなった足全体を支える股関節にも。　＜痛みと膝を突き合わせる毎日＞
■遠方のお友達とは連絡取ってますか？　私はリモート飲み会を２回行いました。まるで会って話をしてるかのように近くに感じられます。でも
結局、今度は会って飲み会したいね〜が締めの言葉。本当は皆に会いたい。もう少しの辛抱かな。　＜月がふたつ＞
■すごく久しぶりに宇奈月で飲み会をしました。店の方に話を聞くと、土日祝はホテルに宿泊のお客さまが来て頂いてるのですが、平日はトロッ
コ電車に乗るお客さまも少なく、あまり……との事。早く活気のある宇奈月温泉街に戻って欲しいですね。　＜どら＞

プリンセスＱＰ ズバリ占う！あなたの８月の運勢
【１月生】人間関係が豊かになる星回り。恋愛は理想と現実の
ギャップに悩む。金運絶好調。仕事は小言に振り回される。
【２月生】為になる情報が入ってくる星回り。迷いが無くなり
吉。恋愛運上昇。金運良好。仕事は仲間の縄張りに入るな。
【３月生】何が幸せかを考える星回り。自分の価値に気付く。恋
愛運好調。金運絶好調。仕事は無駄が省け効率アップ。
【４月生】気力が湧いてこない星回り。恋愛は気持ちを閉ざす予
感。金運低迷。仕事は我がままに注意、前進する努力を。
【５月生】好奇心と行動力を生かせる星回り。恋愛は好機到来魅
力が発揮でき吉。金運良好。仕事運絶好調、自信が付く。
【６月生】物事が上手くいく星回り。周りへ感謝を。恋愛は異性
を虜にでき吉。金運好調。仕事は分かち合いで成功する。

【７月生】ラッキーなハプニングがある星回り。恋愛は素敵な出
会いあり。金運好調。仕事は計算を丁寧にで難を逃れる。
【８月生】方向性が見えてくる星回り。恋愛は荒れ模様、もっと
クールに。金運低迷。仕事運絶好調、昼食会議にツキ。
【９月生】夢にまで見た世界に近づける星回り。恋愛運低迷。金
運絶好調。仕事運絶好調、だが体力を過信しない注意。
【10 月生】優しさが幸せを運ぶ星回り。恋愛は自己主張し劇的
な進展あり。金運平穏。仕事は心に余裕がありスムーズに。
【11 月生】全て順調にいく星回り。悩みやトラブルから開放さ
れる。恋愛運絶好調。金運絶好調。仕事は大チャンス到来。
【12 月生】正直になるべき星回り。恋愛は意気投合する出来事
あり吉。金運低迷。仕事は新技術が身に付き効率アップ吉。

鑑 賞 レ ポ ー ト

こんなン観てきました！

　友人に誘われて、人気ピアニストのよみぃさんのコン
サートに初めて行って来ました。よみぃさんは、YouTube
登録者数、よみぃチャンネル約 150 万人、よみぃ piano 
yomii チャンネル約 50 万人を持つユーチューバーであり、
作曲家、ピアニスト。４歳からピアノを始め、中学校３年
生の時には「D's Adventure Note」を作曲、ゲーム「太鼓
の達人」の全国大会課題曲公募に応募し、人気投票１位及
び最年少受賞を果たしました。現在は、幼稚園、学校、老
人ホームなどで演奏を披露したり、コンサートや音楽フェ
スティバルに参加したり、精力的に活動をしています。
　郡山市の会場に着くと、開演まで相当時間があるにも関
わらず、すでにたくさんの人でごった返していました。コ
ロナ感染対策として、グッズは外で販売。Ｔシャツとタオ
ルを無事ゲット出来ました。
　第１部は、米津玄師の「カムパネルラ」でスタート。
森山直太朗「さくら」、マイケル・ジャクソン「Heal the 
word」、福島復興ソング「花は咲く」では観客の涙を誘
いました。その後、米津玄師「LOSER」、葉加瀬太郎「情
熱大陸」などを演奏して休憩へ。
　第２部はツアーの企画として、その場で作曲したものを
演奏。10 曲ほどの「東方メドレー」、浅田真央さんが演
技曲に使っていたショパン「ノクターン」、「アンパンマ
ンマーチ」や「千本桜」などで終了。アンパンマンの曲を
選択したのは、子供も多かったからだそうで、手拍子も起
きました。
　YouTube だとピアノ演奏が中心ですが、このコンサー
トでは笑いを誘うトークもあり、とても良かったです。
また、サングラスは薄い色だったので、タレ目が見えて可
愛いかったとの事。さすが女性ファン、よく観察してます
ね。

よみぃ CONCERT TOUR 2021
2021 年３月７日／郡山市中央公民館

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。

　さて今月は、消しゴムはんこづくり「ぺったん」の特集。経
験した方はお分かりかも。消しゴムはんこって、カッターでい
ろんな絵柄や形を彫り進めていくんだけれど、中々思ったよう
に刃先が動いてくれませんよね。でもあら不思議、インクをつ
けて思いきって紙の上に、ぺったんってやるとミスったかな？
　ってとこも中々いい味出してる。これ結構、あるあるですよ
ね。正に消しゴムはんこならではの魅力。デジタル全盛なれば
こそ、心にアナログの癒しを注ぎましょ！

＜ぺったんのち、ほっ !? ＞

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

　この春地域おこし協力隊の皆さんが「ももクロ春の一大事
2019 in 黒部」の２周年記念ムービーを作られたそうだ。不滅
の人気、ももクロが立ち寄った場所は聖地なのだとか。昨年偶
然乗ったトロッコ電車の窓付き車両でふと見ると、ももクロの
サインが残されていた。 ＜聖地巡礼＞

　トケイソウの花が咲いた。時計の文字盤のような模様の花び
らの上に、時計の長針、短針、秒針のようなおしべが三つ並ん
でいるから、時計草というらしい。目でも楽しめるけれど甘酸っ
ぱい実がなって、別名パッションフルーツ。アイスとの相性も
抜群。 ＜相思相愛＞

　キレイに散髪されちゃったけど私は羊よ。さっぱりしたけど、
暑い暑い。こんな日はグデーンと寝そべってるのが一番楽ね。
動くと暑いけど、まきばの風は山の上だからいい風吹いて気持
ちいいのよ〜。 ＜素敵なショートカット＞

　コラーレのドキワク体験教室「蚊取り線香づくり」に参加。
市販の蚊取り線香の香りはちょっと苦手……なんですが、自分
好みの香りに作れたので、リラックス効果もありそう。季節を
感じる物を作れて、さらに人と集まれる楽しさを再認識でき、
いい体験に。 ＜四季を楽しもう＞

気ままになんでも写真館 ★★★

＜隠れよみぃファン／ 50 代男性＞


