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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
12 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。
▼ 12 月４日㈯・13 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。
▼ 12 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：12 月５日㈰ 19:00 〜 22:00
　　　　　　　　12 月 25 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。
▼ 12 月 23 日㈭ 19:30 〜 21:00「年賀状」
　
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：12 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

世界のクリスマスのお菓子
　もうすぐクリスマス。小さなお子さんのいる家庭では
手作りのケーキを焼いているのでしょうか。日本では生
クリームやフレッシュな果物を乗せたケーキが定番と
なっていて、クリスマスを楽しむために用意されます。
　しかし他の国、特にキリスト教を信仰する国では日持
ちのするお菓子が定番なんだそうです。ドイツではシュ
トレンというドライフルーツやナッツがたっぷりと入っ
た細長いお菓子が定番です。ずっしりと重くて日持ちす
るのが特徴です。クリスマスイブまでの４週間を“アド
ベント”（待降節）と呼び、クリスマスまでの日々を大
切に過ごす習慣があります。大きなシュトレンを薄く
カットし、キリスト様の降誕を待ち望みながら家族や友
人と少しずつ食べます。日に日に味がなじんで美味しく
なるのだそうです。
　イギリスの定番でもあるクリスマスプディングも先祖
代々受け継がれたレシピがあり、各家庭で材料や配合が
異なります。クリスマスの５週間前の“Stir-up Sunday”
と呼ばれる日に作ります。全ての材料を入れたら家族一
人一人が願い事をしながらかき混ぜるのだそう。出来上
がったプディングはクリスマスの日までじっくりと熟成
させます。
　日本のクリスマスの感覚とは全く違う伝統的なイベン
トなんですね。日本に置き換えればおせちや鏡餅が似て
いるような気がしました。 ＜ジンジャードール＞

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。

2021 年コラーレ倶楽部大決算 !?

　2021 年、皆さんにとってはどんな１年でしたか？　新型コロナウイルス感染症も陰りが見えたとはいえ、収束には未だほど遠
いですよね。新聞部のブチョウとおつきちゃんが、アクティブグループの１年の活動を振り返って、皆さんにコロナに負けない
元気を送ります。

ブチョウ：おつきちゃん、今年のアクティブグループ
の仲間は、新型コロナに負けずによく頑張ったよね。
おつきちゃん：そう、活動の縮小は否めないにしても、
できる限りの感染予防対策をとって、真心がこもった
活動を繰り広げたね。
ブチョウ：会場案内ボランティア「卑弥呼くろべ」は
コロナ退散の思いを込めて、福を呼ぶ神様が下界にお
りてくるようにと、大きくて立派な門松を立ててくれ
ました。
おつきちゃん：きっとコロナ収束の願をかけて訪れた
人が、いっぱいいただろうね。
ブチョウ：毎年恒例だったアクティブグループパー
ティーは今年も残念ながら開催できなかったものの、
夜明けの来ない夜はない、そんな思いで我慢強く自分
たちのグループ活動に取り組んだよね。
おつきちゃん：アコースティックギター「アコギを楽しむ会」は３月にワールドフェスティバル「Earth Moving」に出演。やっ
ぱり生の演奏は最高、奏でる側も聴く側も久しぶりにライヴの魅力を楽しみました。

ブチョウ：夏の「24 時間ライヴ」が開催中止となり、
同じ音楽系の仲間、弦楽「楽屋ストリングス」は人前
での演奏はかなわなかったものの、限られた練習に集
中して従来のレパートリーの完成度を高めたり、新曲
に取り組むことができたようです。
おつきちゃん：そんな中、大人のピアノ「ドレミの会」
は、ほんとに頑張りました。記念すべき20回目のティー
タイム・コンサートということで、他のアクティブグ
ループとのジョイントや来場者との合唱はかなわな
かったものの、メンバー内で年配演奏者への粋なエス
コートがあったりで、とても心があったまりました。
ブチョウ：心が温まると言えば、「流しの美術製作隊」
の「コラーレ・ラリー」のキャラクター、セロリとパ
セリもめでたく誕生20年を迎えました。この春、コラー
レ 25 周年を記念してギネス世界記録「最も長い塗り絵

の列」に挑戦したときは、セロリとパセリが塗り絵になって登場。その塗り絵は 3,166 枚の列となり、見事認定されました！　
小さなお子さんから大人まで、多くの人が塗り絵に参加してくれましたよ。

今年はこんなことありました

おつきちゃん
　くじ引きにより、入部当時からぐ
んぐんとお菓子担当の記録を更新し
続け、ブチョウを超す勢いだった
が、ただいま停滞中……。ちょっと
寂しい !?　彼女の描くイラストは
その時のモチベーションが如実に現
れるという。ある意味面白い ( 笑 )。

ブチョウ
　還暦を過ぎ、好きな登山もやれ膝
が痛いだの腰が痛いだのと満身創
痍。しかしながら、胃腸だけは衰
え知らず。これも日頃の鍛錬の賜物
か？　でもイラストじゃわかりづら
いかもですが、ほんのちょっぴりス
リムになりました。

おつきちゃん：幅広い世代と言って思い出すのは、一時保育
ボランティア「あいじ福祉会」。今は立派なパパやママとなっ
た人も幼い頃、一時保育のお世話になった人がたくさんいる
はず。そして今、今度はその子どもたちがあいじ福祉会のお
世話になっています。今はコロナ禍で一時保育は休止中だけ
ど、収束を迎えたらまた元気な姿に会いたいな。
ブチョウ：そうそう、消しゴムはんこづくり「ぺったん」は今、
年賀状のはんこづくりに大忙し。かわいい (?) りりしい (?) 虎
の絵柄。１年の福を一気に引き寄せる絵柄の出来上がり。お
正月だけでなく１年を通して、いろんな事柄をはんこにして
いるところに魅了されます。
おつきちゃん：私たち「新聞部」もこの１年間アクティブグ
ループや沢山の読者から元気や勇気という福をいただきまし
た。それを記事にして皆さんに読んでいただくことで、また
福をお届け出来たと思っています。ね、ブチョウ！
ブチョウ：そうだね、おつきちゃん。おつきだけに福は“つき
もの”なんだね。



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。

　なんやかんやと早くも年の瀬。２年目のコロナ禍、皆さんはどん
な１年を過ごされましたか？　丑年は「忍耐、これから発展する前
触れ」などとも言われますが、来年の寅年は「冬が厳しいほど華々
しく生まれる年」なんだとか。
　今月号の特集でもコラーレ倶楽部の１年を振り返りましたが、昨
年同様に忍耐の活動を続けたグループも少なからずあります。まさ
に、これから発展することを願っての月日だったことでしょう。長
く厳しい冬を乗り越え、2022年はコラーレ倶楽部そして全人類に、
光明が優しく穏やかに差しますように。 ＜ぺ＞
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　ドレミの会の誕生を申しますと、富山市在住のピアノ
好き、湯谷志津子さんがサークルを立ち上げたくて、会
場を探していらっしゃいました。好意を持って対応をし
てくださったのがコラーレで、「ここだ！」と決定され
たそうです。湯谷さんは 10 年間この会を世話してくだ
さって、「独り立ちできる」と判断され退かれました。
叱咤激励型の方で、「演奏曲を決めたら、事前に 1000
回の練習を」と仰せでした。当初から在籍しているメン
バーが２名います。
　さて、徐々に親睦を深め、質を高めてきたドレミの会
は、「20 回目のプログラムをどうする？」と張り切って
いましたが、富山県にまん延防止等重点措置が適用され、
コラーレは約１ヶ月の臨時休館という困惑自体に……。
幸い、延長は免れ、予定通りの発表会にこぎ着けました。
　コンサートのオープニングは、「ドレミの歌・連弾」
が高らかに響きました。今回初出演となる男性は、オリ
ジナル曲で登場です。ピアノを習ったことがなく、ギター
の手ほどきを受けて身についたコードの知識を活用し
て、楽譜を読めない中での演奏でした。集まりの時にそ
の話を聞き、開かずの指導書を開き、私も……と考えて
います。もう一人の初出演の女性は、ピアノのペダルを
使わずに澄んだ音と強弱で曲想を表現しました。ペダル
操作次第だとよく聞きます。また、演奏中につまずいた
人も出ました。焦ると楽譜上にその箇所が見つけられず、
困り果てた経験者はいっぱいいます。心残りなのは、ラ
ジオ体操第一の生演奏があったのですが、体操をする人
が少なかったこと。そして、コンサート最後にはエレク
トーン演奏もあり、私はその楽器で極楽浄土を表現でき
たらなぁと思いました。
　ご来場くださった方々、陰で応援してくださった方々、
ありがとうございました。ご感想をお聞かせいただけた
ら、来年の参考にさせていただきたく思います。
　最後にもう一度、コンサートを盛り上げてくださり、
ありがとうございました。 ＜Ｋ＞

ピアノサークル「ドレミの会」

2021 年 10 月３日／コラーレ

20 回目のコンサートを終えて

鑑 賞 レ ポ ー ト

こんなン観てきました！

　毎年お楽しみ、コラーレの「狂言の会」。昨年と同様、
カーターホールでの開催です。今回は、ウイング席で観
ました。意外と舞台が近く感じます。会場の中には、和
装の方がちらほら見え、日本の伝統芸能の会であること
を感じます。親子連れの方もいらっしゃって、若い時か
ら伝統文化や芸能に触れることは、とても良いことだと
思います。
　演目の前には、野村萬斎さんの解説があります。この
解説が、観劇の際にとっても役に立つのです。萬斎さん
は場面やセリフを現代の物事に置き換えて、教えてくだ
さいます。例えば、「人が手紙を届ける」ことを「メー
ルのデリバリー」や「SNS」に、大名の身なりについて
は、「スーツ」「モーニング」のようなもの、という具
合に。そのお話に、お客様は、うなづいたり、時には笑
いもおこります。
　さあ、本番の演目です。舞台の上に敷かれている台が、
リズムをとる足踏みの音によく響きます。万作さんは 90
歳くらいかと思いますが、きりっとした立ち姿と、横を
向いていてもよく響く声は、長年の鍛錬の賜物です。益々
ご活躍を、と願います。「昆布売」「呂蓮」「文荷」。
立場の逆転、移り気な人の心、能の演目のパロディと狂
言の面白さを存分に楽しみました。
　初めて狂言を観た方々も、解説のおかげで、会場は笑
いが多くあり、来年も！ と思われた方が、たくさんい
らっしゃったことは、容易に予想がつきました。もちろ
ん私もその一人です。

野村万作 狂言の会「昆
こ ぶ

布売
う り

」「呂
ろ

蓮
れ ん

」「文
ふ み

荷
にない

」
2021 年９月 28 日／コラーレ

＜はるみん／ 50 代女性＞

♪ドレミのティータイム・コンサート
　10 月３日、コラーレのマルチホールで、ドレミの会のコン
サートが開催されました。

　コロナ禍で、『楽屋ストリングス』の出演は断念。新型コロナ感
染防止対策を講じ、座席も間隔を空け配置しました。

　くつろいだ雰囲気の中で演奏を楽しんでもらいたいと、松木代表
の手配で野の花を調達し、メンバーで飾りました。

　20 回目のティータイム・コンサートも恒例の「ドレミの歌」の
連弾で開幕。年の差 60 ！　二人の絶妙の演奏でお迎えしました。

編集後記
■早いものでもう師走。12 月といえば何を思い浮かべますか？　クリスマス、忘年会、大そうじ？　私はといえば、年越しそば。昨年は新型
コロナの蔓延で馴染みの蕎麦屋さんに行けず。今年こそはと、今から昨年の分までおかわりをする意気込みです。　＜食べたそばから＞
■ 50 歳代以下に「60 歳代までにやっておきたいこと」を聞いたら、健康維持で１位になったのが、なんと「よく笑い、くよくよ悩まないこ
と」だったそうな。「本当に心許せる友を大切にしたい」もあった。やっぱり無理せず笑顔で過ごしましょうぞ。　＜み＞
■ほんのちょっと前まで暑かったのに、もう冬 !?　秋の訪れを感じる事無くいきなり寒くなったような気がするんですけど〜。“１年あっとい
う間“を実感しました。１年忙しく充実していたと言い換えて、今年もいい年だったという事にします ( 笑 )。　＜月がふたつ＞
■夜間の運転で、対向車のライトが無茶苦茶眩しく感じる。最近 LED ライトを採用する車が増えてきたから？　いやいや、眼の老化じゃない
の !?　年々衰えを感じる部位の増加。簡単に部品交換もできぬ我が身。2022 年も黄昏れながら、ゆく……。　＜パペポ＞
■１年を振り返る 12 月。私の 10 大ニュースというと思いつかない。なにもなかったわけではないのだろうけど、これだというのがない。「無
事これ名馬」という言葉もあるが、なかったことを喜ぶべきか。それとも忘却の世界？　さて来年は。　＜布袋＞
■人間ドックのクイズをやってみた。日帰り人間ドックは何時間掛かるか等は分かったけど、血液検査は何項目の検査内容があるのか、眼底
（検査）はどこの状態が反映しているか等は分からず。そろそろ人間ドックをした方が良いのかな。　＜どら＞

プリンセスＱＰ ズバリ占う！あなたの 12 月の運勢
【１月生】現実的な判断を大事にすべき星回り。恋愛運好調。
金運良好。仕事は自分で出来る事はひとりでやりとげて吉。
【２月生】味方が増える星回り。恋愛は冷静になって吉。金運
良好。仕事はひとりで判断せず信用できる人に相談して吉。
【３月生】トラウマが解消される星回り。恋愛は現状を見直し
吉。金運低迷。仕事は人の手柄に、気持ちを切り替えて吉。
【４月生】親しい人とのやり取りが幸運を招く星回り。恋愛は
思い通りに。金運絶好調。仕事は自己管理能力が問われる。
【５月生】前向きな気持ちが湧く星回り。恋愛運良好、笑顔で
吉。金運好調。仕事は成果今ひとつだが信頼関係が築け吉。
【６月生】友人や仲間の大切さを実感する星回り。恋愛は気持
ちを見極めて吉。金運絶好調。仕事運情報入手で絶好調。

【７月生】無理をしない方が良い星回り。焦らないで。恋愛は
愛されるが窮屈に。金運低迷。仕事は平常心を保って吉。
【８月生】目標が決まりそうな星回り。生き生きしスッキリ。
恋愛運絶好調。金運絶好調。仕事運絶好調、有利に運ぶ。
【９月生】感性が研ぎ澄まされる星回り。恋愛はライバル出現
でも強気で大逆転。金運平穏。仕事運絶好調、信用される。
【10 月生】素晴らしい人達との交流がある星回り。恋愛は充
実した運気。金運好調。仕事運絶好調、仲間と親密度アップ。
【11 月生】想いが現実になりやすい星回り。良い想いを広げ
て吉。恋愛運良好。金運好調。仕事は大切なメモを忘れずに。
【12 月生】懐かしくなる偶然がある星回り。恋愛運絶好調。
金運低調。仕事は集中力抜群、やるべき事は早めに片付けて。

※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。


