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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６日㈯・20 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 11 日㈭㈷ 19:00 〜 22:00
　練　習：８月 21 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 25 日㈭ 19:30 〜 21:00
　
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８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

今、願いは
　ロシアのウクライナ侵攻で気になったことが二つあ
る。ひとつは 1970 年公開のイタリア映画『ひまわり』
だ。ウクライナへの人道支援のため各地で再上映されて
いる。向日葵はウクライナの国の花。第２次世界大戦で
参戦したイタリア兵を探す妻がウクライナの広大なひま
わり畑を彷徨う姿が、ヘンリー・マンシーニの曲と共に
胸に迫った。皮肉にもソ連の女優リュドミラ・サベーリ
エワがウクライナの現地妻として出演。この女優さんは
旧ソ連が革命記念に制作した『戦争と平和』にナター
シャ役で出演。初々しく生気に満ちた笑顔が忘れられな
い。２本の映画とも戦争に翻弄される人々の悲劇を描い
ている。
　もうひとつは 2009 年 10 月コラーレでコンサートが
あったバンドゥーラ奏者のナターシャ・グジーさんの
事。当時チェルノブイリ原発事故で日本に単身避難。コ
ンサートではバンドゥーラの音色と澄んだ歌声、そして
明瞭な日本語の歌詞が胸の奥深くまで沁み込んだ。彼女
の歌う『ふるさと』や『防人の詩』『いつも何度でも』
は故郷を思う気持ち、平和を願う思いが強く伝わってき
た。
　「歌は思いを伝える手段。音楽には力がある」という。
一度壊れた日常生活を取り戻し建て直すには、心にも力
がいる。 ＜入道雲＞

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。

「コラーレ倶楽部通信新聞部」をご紹介

　読者からの投稿も奥深い知識に裏付けされた記事が多く寄せられ
ています。校正作業を行っているというより、勉強させていただい
ていると思うことがしばしば。

　全集中で臨んだ校正作業を終え、お待ちかねのおやつタイム。運
良く当番を引き当てたメンバーが振る舞い、みんな全集中でおいし
さを楽しみます。ちなみに今回は、手作りのパウンドケーキ。

　今回は我らが新聞部の登場です。アクティブグループの特集記事から読者の投稿、観賞レポートや旅紀行、占い等、様々なジャ
ンルを取り上げて、読者の皆さんに楽しんでいただけるよう、心がけています。ある日の新聞部をご紹介します。

　私たち新聞部は、2000 年５月に発足しました。それ
から 20年余り、現在コラーレ本部５名、関西支部１名
で、毎月１回編集会議を和気あいあいと楽しんでいま
す。
　「さて、コロナも重症化する感染者も少なくなり、
大分落ち着いてきました。私たちは引き続き気を引き
締めて、感染対策をしっかり施して頑張っていきましょ
うね」ブチョウの始まりの一言が恒例になっています。
　早速、アクティブグループの活動を伝える特集記事の
校正から作業が始まります。ここは、アクティブグルー
プの行動がどういった内容のものなのか、読者の皆さ
んに、それが分かりやすく伝わっているかどうかが、
とても大切なポイントになっています。ただ誤字脱字
がなければいいというわけではありません。メンバー
の皆から校正大臣とあがめられるＫさんの腕の見せ所です。いつ、どこで、誰が、何を、何のために、どのようにして……。あ
らゆる方向から見定めていく、その切り口の鋭さがとても見事です。ＫさんがＯＫなら、皆ＯＫという雰囲気がある中、時折ほ
かのメンバーが大きな修正点を発見することがあります。ひと山当てるではありませんが、結構いい意味での競争心が芽生えて
いるのも事実です。メンバーそれぞれイラストが得意だったり、インタビューが得意だったり、いつの間にか棲み分けができて
いるのも面白い現象です。
　そうこうしているうちに、あっという間に時間も過ぎてゆきます。疲れ切った頭は甘いものを欲しています。発足時よりいつ
の間にか始まったおやつタイム。世間話や世の中の流行にも話がはずみます。こうした何気ない話題にもチームワークを高める
には、とても大切な時間。現在、新聞部ではメンバー募集中。楽しい時間は共有してこそ、さらに楽しさが増していくもの。皆
さんのご参加をお待ちしています。 （TEXT ＝ 正）

オンリーワンの特技を活かして

「コラーレ倶楽部通信新聞部」メンバー募集中

機関紙「コラーレ倶楽部通信」を毎月発行しています。
紙面作りで毎月、脳を活性化すること間違いなし。
読書好き、イラスト好き、音楽好き、映画好き、旅行好き、
お菓子好き、占い好き、話好き、コラーレ好き、
……あなたの「好き」を新聞部で大いに活かしましょう。

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）



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。

　新聞部の活動も早や 22年が経ちました。メンバーの入れ替わり
もありましたが、ブチョウを中心にこうして続けてこられたのは読
者の皆様と、原稿依頼などを隠密部員の様に気持ちよく引き受けて
くださった方々のおかげです。今回初めてお手紙を書いているプリ
ンセスQPも今年の12月で22年目です。ご存じの方もいらっしゃ
るでしょうが、コラーレ俱楽部通信はホームページからもご覧いた
だけます。しかし、プリンセスQPの運勢占いをいち早く読め、一
足早く幸運の道標を知る事が出来るのはこの通信のみです。

＜プリンセス QP ＞

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

　これはメンバーのみんなが送ってくれたハガキです。こんなに素
敵な暑中お見舞いや年賀状を送り合っているんです。その季節にな
るとワクワクしてきます。楽しみが一層増します！

編集後記
■ガラケーからスマホになったらチャッチャと連絡できるようになるかと思いきや、文字を打つのが思ったよりめんどくさい。慣れれば早く
　なるのはわかっているが小さい文字が見づらい。さらにひとたび打ち始めるとやり取りが続き時間が取られる。悩ましい。＜ナマケモノ＞
■ある日の晩、涼しくなってきた頃に犬の散歩へ。ビーチサンダルで近所を歩き、ブヨにやられた。腫れが引かず、医師に診てもらったところ、
　最近はマダニも市街地へ確実に近づいてきてるので素足は厳禁！ と言われた。皆さまも是非ご注意を !!　＜パペポ＞
■西九州新幹線が９月 23 日に開業予定です。長崎駅から佐賀の武雄温泉駅まで。東海道新幹線などと同じ、全線立体交差で踏切なしのフル
　規格方式。2031 年には北海道新幹線の札幌駅までの区間が延伸予定。その頃は後期高齢者になっているわ。　＜み＞
■通勤時、朝は「西村まさ彦のドラマチックな課外授業」、夕方は「passion」のラジオ番組を聞いています。県内の学生たちによるラジオ
　ドラマの頑張りや CHIKO さんをはじめとするパーソナリティの話術に引き込まれますね。　＜どら＞
■テレビの天気予報を見ていたら、画面に日本地図が出てきて西日本がオレンジ色に塗りつぶされ、「猛暑に注意」と出た。ついで北陸、甲
　信越、関東が赤く塗りつぶされ、「40℃前後、危険」と出た。一体どっちがすごいのか家族で話題となった。　＜混ぜるな危険＞
■毎年冬になると、夏の暑さなんて忘れてしまう。いつも冬に思うんです、早く夏にならんかなあって。でも今は違う。暑い、暑すぎる！　
　寒いのが懐かしい！　早く冬にならんかな〜。　＜月がふたつ＞

プリンセスＱＰ ズバリ占う！あなたの８月の運勢
【１月生】気分を切り替え物事に取り組む星回り。金運好調。
恋愛運低迷。仕事運絶好調、交渉まとまる。体調管理せよ。
【２月生】自分にしか出来ない事に注目の星回り。恋愛はサー
ビスし過ぎ注意。金運平穏。仕事は積極的主張が効果的。
【３月生】何を実現したいかがハッキリする星回り。恋愛運絶
好調。金運良好、節約にツキ。仕事はネットワークが広がって吉。
【４月生】愛する人達と過ごせる星回り。恋愛はあなたの魅力
が際立つ。金運絶好調。仕事はやり切った満足感を味わう。
【５月生】思い切りが幸運の鍵となる星回り。恋愛は希望通り
に進み吉。金運平穏。仕事運は未開拓分野にツキあり吉。
【６月生】新たな目標が見つかり、やる気みなぎる星回り。恋
愛は集中でき吉。金運好調。仕事は悩みを抱え込まず相談。

【７月生】意欲的になる星回り。恋愛運絶好調、向かうところ
敵なし。金運絶好調。仕事は培ったものが生かされ吉。
【８月生】空回りしそうな星回り。周囲の意見も聞いて。恋愛
運低迷。金運好調。仕事は一気に終えようとミスする注意。
【９月生】大胆な発想と行動にツキがある星回り。金運良好。
恋愛運好調。仕事は必要以上に波風を立てないよう注意。
【10 月生】自分がどうしたいかを基準にする星回り。恋愛は周
囲の無理解に悩む。金運低調。仕事は必要なものだけ選んで吉。
【11 月生】気掛かりから開放される星回り。恋愛は自分の魅
力を発揮し吉。金運絶好調。仕事は古いやり方に幸運がある。
【12 月生】後回しにした課題に着手する星回り。恋愛は仲が
深まり吉。金運平穏。仕事はやり直しやミスあり確認が大事。

※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。

　みんな真剣に彫り彫り。今回みんな何を彫っているのかな？　
「ふぅ〜」っと誰かの一声でおしゃべりタイムに突入。休憩中の雑
談も大いに盛り上がり、ぺったんの楽しみのひとつです。

　大きなヒマワリが完成しそうです。はんこは２種類。なるほど、
インクを部分的につけて色を変えたり、花びらはひとつのはんこを
重ねているのですね。

消しゴムはんこづくりサークル「ぺったん」が
とある日の活動をご報告します♪

ある日の「ぺったん」

　夏の日差しを浴びたツタの葉は緑一色！　壁面を覆うくら
い元気いっぱいで上に上に伸びています。暑い季節が終わる
と全部赤色に変わるのだろうか。見ものです！

＜四季折々＞

　昭和 20 年８月６日、米軍の爆撃機により人類史上初の原
子爆弾が投下され、広島市街地の建物が一瞬のうちに倒壊し、
多くの人々の生命が奪われました。修学旅行では来れなかっ
た、この原爆ドーム（旧産業奨励館）。ようやく足を運ぶこ
とが出来ましたが、戦争の悲惨さを肌で感じた次第です。

＜平和一番＞

　名も知らぬ遠き島より来たヤシの実の「ヤシやん」。海外
旅行土産として我が家に居着いてから 40 年近く経つようだ。
ずーっと埃を被り、開かずの間にいたこの方。断捨離により
処分！　するはずが、この何とも味のある顔故に手放し難く
なり、現在窓際に鎮座しておられます。 ＜いやげ物＞

　宇奈月公園の入り口にある「将軍の孫」のブロンズ像です。
長崎平和祈念像の制作者で文化勲章受章者の北村西望作で
す。大きな帽子を被り、ぶかぶかの軍靴を履いて敬礼する姿
は何ともあどけなく微笑ましいです。温泉街には 27 体のブ
ロンズ像（高岡銅器）があります。ラリー気分で探してみる
のも楽しいですよ。 ＜ドウゾウ＞

気ままになんでも写真館 ★★★


