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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
11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。
▼ 11 月 20 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。
▼ 11 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：11 月 20 日㈯ 19:00 〜 22:00
　                     11 月 27 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。
▼ 11 月 25 日㈭ 19:30 〜 21:00「いいにゃんこの日」
　
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：11 月５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

ご褒美って魅力的
　11 月 23 日は勤労感謝の日です。コロナ禍の中、い
ろいろなことに注意しながら仕事や家事、育児に頑張っ
てきた自分へのご褒美は何がいいですか？
　とある新聞社のアンケートへの皆さんの答えを一部ご
紹介します。
　

●ホールケーキを独り占め、切り分けないでそのまま
　フォークで食べてみたい（30 代女性）
●いつもはイミテーションだけど、こっそり本物の宝石
　を買う。夫にはばれないでしょう（30 代女性）
●普段は第三のビールしか飲まないので、本物のビール
　を飲みたい（50 代男性）
●露天風呂が付いた部屋で連泊したい（50 代男性）
●家事をしない（50 代女性）
●ワンランク上の牛肉ですき焼き（50 代女性）
●自由な時間が欲しい（40 代女性）
　

　やはり多いのは食べ物でしたね。本物の宝石を買う
……気合いを入れて買ってください。それに比べて本物
のビールを飲みたい男性、実直な姿が滲み出ています。
家事から開放されたい女性の声も多かったようです。答
えからは庶民の本当の姿を垣間見ることが出来ます。
　老若善男善女の皆さんへ勤労感謝！　毎日ご苦労様で
す。

＜知らない所で知らない人が支えてくれている社会＞

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。

ボランティアサークル「卑弥呼くろべ」にオジャマ

　松を敷き詰め、周りに南天や笹などを生
けます。最後にお飾りをつけると完成。飾
り付けは自己流でチャレンジを！

　コラーレに飾られる大きな門松を一度はご覧になったことはあるでしょう。それは毎年 12 月の終わりに、ボランティアサーク
ル「卑弥呼くろべ」の方々が準備してくださいます。今回はその門松特集です。代表の飯野さんにお話を伺いました。

ーコラーレが開館して、今年の11月３日で丸26年。
正面玄関の立派な門松は、すっかりお正月の風物詩で
すね。
飯野：コラーレが開館して次のお正月から門松を飾っ
ていますので、かれこれ 25 年になりますね。皆様に
喜んでいただきたい思いで変わらず続けています。現
在は黒部の造園業者さんが門松の主役となる孟

もうそうだけ

宗竹と
笹、松、蝋

ろうばい

梅を準備してくださっています。
ー門松には必ず、竹、松、梅が活用されますが、由
来があるのでしょうか。
飯野：そもそも門松には、家に迎える年神様が宿ると
ころで、下界に降りてくるときの目印だと言われてい
ます。竹は 1年間で大きく成長し、根をしっかり張ることから、子孫繁栄の象徴とされています。松は寒い冬でも綺麗な緑色を
していることから生命力の象徴、梅はかぐわしい香りから清廉さを表しています。多くの方々に協力していただいて毎年立派な
門松を飾ることができています。黒部で一番大きな門松ですので、年神様もすぐ見つけられるのではないでしょうか。
ー南天も可愛らしくていいアクセントですね。
飯野：そうなんです。実は私の家の南天を使っています。「卑弥呼くろべ」のメンバーは植物が大好きです。時々飾りつけをし
ていてどうしても足りないものがあると、「家でなっているから持ってくるわ」「たくさんあるのを見かけたから、いただける
か聞いてみるね」と各々の情報を駆使し集めてきます。昨年よりもより立派な門松を作りたい、綺麗にしてお迎えしたいという
思いがありますから、妥協は皆無ですね。
ーお正月期間だけじゃなく、コラーレでの成人式といった重要な行事には欠かせない存在です。
飯野：門松は年神様をお迎えする目印でもありますが、コラーレに遊びに来てくださるお客様や成人式を迎える皆さんに喜んで
いただくためでもあります。門松の前で記念撮影をしたり、じっくりと飾り付けを見ていただくのも私たちは嬉しく思っていま
す。それだけでなく、その後のコラーレの公演やイベントでは門松に使用した竹を使い、会場を彩る花器として再利用していま
す。メンバーと共に、色々考えながら楽しんで飾り付けをしています。
ーなんといっても「卑弥呼くろべ」の方々が和気藹々と楽しみながら作っている事が、お客様にも喜んでいただける所以では
ないでしょうか。年神様もニコニコと楽しみにしていらっしゃることでしょう。来年の門松も楽しみにしています！

（TEXT ＝ 月がふたつ）

立派な門松、
年神様もすぐにコラーレます

　縛った竹を缶に入れ、砂を入れて突き固
めます。竹の位置は後ろ寄りにすると、飾
り付けがしやすくなります。

　こもは、１枚を縦半分にカットし、缶に
巻き、縄で縛ります。縄は下から、７回、
５回、３回巻きます。

　側面から見ると、３本の切り口が一直線
になるように縛り、竹の裾をまとめてカッ
トします。全高１ｍ 20cm。

　竹の先を尖るように切ります。切り口を
長めにすると、見栄えがします。左右３本
ずつ、合計６本を用意します。

おうちで
門松をつくりましょ♪
来年は手作り門松で！

　門松は、神様が下界へ降りてくるときの
目標物と言われています。だいたい 12 月
28 日までに立てましょう。

［用意する物］
　20 リットル缶（漬物ダルでも可）
　こも、縄、おかざり、砂
　飾り付け用：松、南天、笹、梅など



鑑 賞 レ ポ ー ト

こんなン観てきました！

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。1,000 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。

　11 月は別名霜月。秋と冬の境目ですが「雪待月」とも言う
そうです。何だかいっぺんに冬の気配が濃くなりますね。冬に
向かいまたコロナが拡大しないことを願います。
　さて今月は、コラーレの門松作りを担う「卑弥呼くろべ」の
活動をお伝えしました。コロナ禍で会場案内は減りましたが、
マスクの下はいつも笑顔の卑弥呼くろべの皆さん。門松の斜め
に切った切り口も笑顔を表しているそうです。
　「笑う門には福来る」皆さんも門松作りにチャレンジしてみ
ませんか。 ＜か＞

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

　トトロに会えそうな緑の小径？　日本のどこ？　それが意外
と近くにあるんです。ここは地元入善町にある負釣山の登山道。
急坂に木の根っこの階段が続きます。爽やかな風が吹く中、木々
の揺れる音、鳥のさえずり。まさに自然が奏でる音楽会、指揮
者はひょっとしてトトロ？ ＜歩こ、歩こ、私は元気＞

　新潟県の越後妻有地域では３年に１度、「大地の芸術祭」が
開催され、町や村のあちこちにたくさんの美術作品が登場する。
今夏にも開催を予定したが、残念ながら来年に延期となってし
まった。清津峡渓谷トンネルにある作品は、今では十日町のナ
ンバーワン観光スポットになっている。 ＜コロナ収束祈願＞

　処分せねばと思っていた我が家の人形達を、とうとう供養す
ることにしました。他の家の人形達と共に、きちんと祭壇に飾
られて法要していただきました。その存在を全うし………長い
ことありがとう！ ＜コケ子＞

　２年前、「PIXAR のひみつ展」に行った時の写真です。トイ・
ストーリー、モンスターズ・インクなどの人気キャラクターが、
アニメーションの制作過程（モデリング、アニメーションなど
８つのエリア）を説明及び体験ができ、動きや表情に魅力を感
じました。また行きたいですね。 ＜ジェームズ＞

気ままになんでも写真館 ★★★

　黒部市市制施行 15 周年記念事業として、宝塚歌劇団
OG４名による「華麗なるステージ」と題した歌のコン
サートがコラーレで開催されました。
　きらびやかな燕尾服の英マキさん、鳴海じゅんさん。色
鮮やかな夜会ドレスの毬穂えりなさん、麻樹ゆめみさん。
ステージの天井にはミラーボールが輝き、色とりどりのス
テージ照明の中で、歌やダンスが繰り広げられる。そこは
まさに、宝塚という夢の世界でした。
　まずは４名による「アイ・ラブ・レビュー」からはじま
り、『ベルサイユのばら』より「青きドナウの岸辺」、ラ
テン音楽と続きました。真っ赤なドレスと輝く黒の燕尾服
が印象的でした。中でも鳴海さんの「ラ・グラナダ」が圧
巻で、目が釘付けになりました。
　続いて、映画音楽や宝塚の名曲が続きました。黄色のド
レスで登場の麻樹さんが踊りながら軽やかに歌い、白いド
レスの毬穂さんが『エリザベート』の「私だけに」を澄み
切った声で高らかと歌い上げました。そして、水色の燕尾
服で登場した英さんと紫色のドレスの麻樹さんが『ロミオ
とジュリエット』からの「エメ」をしっとりと歌い、ホー
ルを宝塚の世界観でいっぱいにしました。
　ステージは続きます。毬穂さんと麻樹さんが美しいハー
モーニーで「見上げてごらん夜の星を」を歌いました。コ
ロナ禍でなかったら会場も一緒に歌っていたかもしれませ
ん。終盤の『シトラスの風』の「明日へのエナジー」では、
４人での熱唱が感動的でした。アンコールは宝塚でおなじ
みの曲「すみれの花咲く頃」でした。これもまた、一緒に
歌いたい曲でした。
　アンコールを含め全 18 曲、まさに感動的な華麗なス
テージでした。

宝塚歌劇団OGコンサート
英マキ、鳴海じゅん、毬穂えりな、麻樹ゆめみ

2021 年９月 18 日／コラーレ

＜ヒスイの森／ 50 代女性＞

編集後記
■先日礼服を着る事になったのだが、あまりにも体形が変わっていてあせってしまった。腹囲は勿論のこと背中にも余計のものが蓄積してい
る。意を決してウォーキングをする事にしたが、３日目にして雨。早くも試練が訪れた。でもさぼらずに頑張るぞ。　＜食欲よサラバ＞
■昔夢中になっていたアーティストの曲が流れてきて、当時の思いがよみがえる……こうした効果を利用した心理療法が「回想法」。これは
脳全体が活性化し、満足感や自尊心も高まり、認知症の進行の予防に繋がるとか。若者にも効用があるのよ。　＜記憶の不思議＞
■秋も深まる今日この頃。夜空が次第に澄んで来ましたね。そして 11 月はなんでも獅子座流星群が楽しめるとのこと。ピークは 11 月 18 日
のよう。どうか晴天の夜空に沢山の流れ星が見えますように。　＜願い事、光ってる間が勝負＞
■この冬は寒気の影響を受けやすい気圧配置になりそうとの長期予報。気温、降水量ともに平年並み、ってことらしいが……またもや昨シー
ズンのような大雪ってこともありえる。少しは覚悟しておこうかなー。ギャ〜！　＜パペポ＞
■ YouTube で最近欠かさず見ているのが、上野動物園のアジア象の赤ちゃんの動画である。スロープを降りるのが怖いらしく、いつも途中
で断念。しかし日に日に降りられる距離が長くなってもう少しで最後まで行けそうなのだ。毎日遠方から応援してるよ !!　＜月がふたつ＞
■上越新幹線を走っていた、MAX の愛称で親しまれた２階建て車両Ｅ４系が運行終了。すでに運行終了している現美新幹線と共に無くなって
しまったのは寂しい限りです。最終日に乗車出来ませんでしたが、何度か乗れたので良かったです。　＜どら＞

プリンセスＱＰ ズバリ占う！あなたの 11 月の運勢
【１月生】少しリッチに過ごせる星回り。恋愛運絶好調。金運
絶好調。仕事は人間関係のトラブル発生、第三者へ相談。
【２月生】小さな幸せが見つかる星回り。嬉しい体験をする。
恋愛はパワー不足。金運好調。仕事は名案が浮かび吉。
【３月生】豊かな時間を満喫できる星回り。恋愛は１歩引いて
相手を見ると吉。金運平穏。仕事運絶好調、意志を貫いて。
【４月生】何となく孤独を感じる星回り。思い過ごしです。恋
愛は意欲低下。金運低迷。仕事は仲間に助けて貰って吉。
【５月生】一生懸命だとツキがある星回り。恋愛は秘密の恋を
するが続かない。金運絶好調。仕事は水面下で動いて正解。
【６月生】感情や勢いに流される星回り。冷静さが必要。恋愛
運低迷。金運絶好調。仕事は気が重いものがツキの始まり。

【７月生】心身共にエネルギッシュな星回り。恋愛運絶好調。
金運良好。仕事は辛抱して時間の流れるのを待って吉。
【８月生】心地よいものを選択していく星回り。恋愛はムード
拡大吉。金運好調。仕事は苦手な人と、相手を立てて吉。
【９月生】ワンランク上を目指す星回り。頑張って吉。恋愛は
出会いに恵まれ吉。金運絶好調。仕事は最高の評価を貰う。
【10 月生】良いものに近づける星回り。恋愛は互いの心が通
う吉。金運好調。仕事は誠実さが試される、誘惑に負けるな。
【11 月生】自分を大事にしたい星回り。恋愛は気持ちにブレー
キがかかる。金運絶好調。仕事は気分上々、飛躍が望め吉。
【12 月生】感情を表に出さない努力が必要な星回り。恋愛運
好調。金運は貴重品の管理はしっかりと。仕事は原点に戻れ。

※恋愛運は愛情運の一部です。恋愛運が絶好調なら愛情運も凄く良いと思ってください。老若男女、既婚の方もお楽しみください。


