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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
９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。
▼９月 10 日㈯・24 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。
▼９月 12 日㈪・19 日㈪・26 日㈪
　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。
▼練　習：９月４日㈰ 20:00 〜 22:00
　ミーティング：９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。
▼９月 29 日㈭ 19:30 〜 21:00「秋の虫」
　
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：９月 12 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

そして私は途方に暮れる
　コロナ禍になって早２年半も経つ。連日の報道で耳に
すれば、「クラスター」「パンデミック」あたりの言葉
はもうすっかり私の馴染みの横文字。「ソーシャルディ
スタンス」「テレワーク」「ロックダウン」なんてのも、
意味するところは理解しているつもり。数年前までは世
間に流通していなかった横文字が、今や誰しも理解して
いるのは当たり前なように発せられている昨今……。
　ち、ちょっと待って〜！　私の脳細胞にキチンと浸透
する間もなく、新しい横文字が世間を闊歩していく。い
つからか聞くことが多くなった「インバウンド」。「訪
日客」で表してよいのでは？　政治家がよく使う「マニ
フェスト」。横文字の華やかさが先生を引き立てます。
「政権公約」と率直に伝えた方が幅広い年代に判り易い
のでは？　その業界では普通に使用されている横文字も
あれば、もはや完全に日本語に溶け込んだ外来語もあ
り。社会の急速な変化と共に、横文字も目を見張る速度
で増えていく。この世界の片隅で、色々途方に暮れる私
であります。
　さて、途方に暮れるクイズを最後に。次に挙げる横文
字の意味、何じゃらホイ？　クラウド、サステナビリ
ティ、バイアス、DX、リソース、レガシー、オブザー
バー、ダイバーシティ、メセナ…… 。

＜昭和枯れススキ＞

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。

ドレミが贈る「21 回目」のコンサート！

2022 年 10 月２日㈰  開演 13:30
コラーレ（マルチホール）／入場無料

♪ドレミのティータイム・コンサート

主催：ドレミの会

「ドレミの会」の年に１度の楽しいピアノコンサートです。
お気軽に聴きにきてください。

ピアノサークル「ドレミの会」第 21 回コンサート

　コンサートに向けて気合を入れて練習中、かたわらで女性陣はコ
ンサートの衣装の話に花が咲いていました。最後は衣装の力も借り
て、来場者に楽しんでいただきますよ！

　息を合わせて連弾の練習中です。コンサートに向けてがんばろう
と気合いが入っています。ひとりももちろん楽しいですが、二人で
弾くのもまた楽しいものです。

　ピアノ好きが集まった「ドレミの会」のティータイム・コンサートが 10 月２日㈰、コラーレのマルチホールで開催されます。
大好きなピアノの音色をみんなで楽しんでもらおうと始まったコンサートです。様子をうかがおうと、練習中のリハーサル室に
お邪魔しました。コロナ感染防止のために開け放たれたリハーサル室からは軽やかなピアノの音色が流れてきました。

ーコンサートの準備はかなり進んでいるようですね。
松木：いいえ、まだまだ。８月の「コラーレ 24時間ラ
イヴ」に出演するので、まずはそれを中心に準備を進
めています。コロナ禍でできなかったチャリティーラ
イヴが今年ようやく開催できるので嬉しいですね。
ーメンバーは今、何人いらっしゃいますか。
松木：上級者が加わったので人材豊富なんですよ。男
性５名、女性８名の 13名となり、賑やかになっていま
した。が、最近は、体調を崩したり、感染を避けるた
めに休会中の人も出てきました。いつ何が起こるかわ
りません。今を大切にピアノを弾ける幸せをかみしめ
て集まっています。
ーコンサートのプログラムはもう決まったのですか。
松木：今年は楽屋ストリングスさんと待望のコラボが
実現できそうなので、ご期待ください。また連弾も準備しています。今年のプログラムも耳に馴染みの曲やクラシック等、それ
ぞれが持ち味を出してバラエティーに富んでいます。少し紹介すると、映画「菊次郎の夏」のメインテーマ『Summer』や『渚
のアデリーヌ』『夏の終りのハーモニー』『蘇州夜曲』『Ｇ線上のアリア』、ラフマニノフの『プレリュード』等々を予定して
いますが、まだ確定はしていません。今はコンサート目指して完成度を上げるよう一生懸命に練習しているところです。
ー皆さんどうやって練習時間を作っていらっしゃるのでしょうか。
松木：ちょこちょこ短い時間を重ねています。掃除のとき等、ピアノの近くを通るたびに弾いていますね。仕事に出掛ける前に
朝練する人もいます。コンサートで弾きたい曲がある時は特にその曲が弾けるまではすごくがんばって練習します。それぞれが
最高の演奏が出来るよう気合を入れて準備しています。午後のひととき、ゆったりと楽しんでいただけたらと思っております。
皆様のお越しをお待ちしております。 （TEXT ＝ か）

みんなで楽しむピアノの音色♪



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。

　「ドレミの会」は、2001 年４月に発足しました。その頃の日本
の象徴的な出来事のひとつに、小泉純一郎氏が総理大臣になったこ
とが挙げられます。就任早々様々な語録が飛び出しました。年金受
給での名言「人生いろいろ、会社もいろいろ、社員もいろいろ」。
そう、アクティブグループも「人生いろいろ、個性もいろいろ、楽
しみ方もいろいろ」、それぞれに色んな色を楽しんでいます。
　21 回目のコンサート、ドレミの会は一体どんな音色を聴かせて
くれるのでしょう。とても楽しみです。 ＜一番好きな色＞
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〒 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

　メンバーの名器が勢揃い！　ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ
……大きさや音色の違いを確かめたい方は、楽屋ストリングスの練
習をのぞいてみてください。まずは体験入部からも大歓迎です。

編集後記
■「ミーン、ミーン」今年の夏も至る所で蝉の合唱が、その前は「ゲコ、ゲコ」と蛙が輪唱していました。さて、９月は虫たちによる演奏会です。
　秋の虫は声というより、楽器を連想します。　＜月がふたつ＞
■今年は９月 10 日が中秋の名月（旧暦８月 15 日の夜に見える月＝十五夜）で、ちょうど満月だそうです。お月見にはススキと団子。でも月
　餅もいいですね。気に入っているのは胡桃入り小豆餡のもの。中国では蓮の実餡が主流とか、食べてみたいです。食欲の秋近し。 ＜布袋＞
■最近、「腸活」という言葉をよく聞きます。人間の腸内環境は一人ひとり、指紋のように異なっているとか。その状態が全身の健康に深く
　関わっている。腸内細菌の総重量はなんと２㎏も。腸内細菌が異性の好き嫌いも決めてるらしいよ !?　＜摩訶不思議＞
■酷暑の中での外仕事は、手足ひとつ動かすのにもやっとのこと。この夏はより一層「ヨイショ」と言う事が多かった。１日に 1000 回は絶
　対発していた。果たして私は人生において「ヨイショ」を何回言って去るのか？「ヨイショ」無しでは生きられない !!　＜パペポ＞
■９月といえば何を思い浮かべますか？　台風、稲刈り、中秋の名月、敬老の日、サンマ、戻りガツオ……他にもいろんなことを思い浮かべ
　ます。あんなにも暑かった夏ともお別れの時がやってきました。愛しき秋よようこそ！　＜小さい秋見つけた＞
■今夏は猛暑すぎた。途中まで上手く育っていたトマト類は、暑さにやられてダウン。水やりの仕方だけでなく、普段から風通しが良くない
　場所という事ともあり、次々と腐ってきた。いやぁ、課題の残る結果となりましたね。来年はどうするかな。　＜どら＞

プリンセスＱＰ ズバリ占う！あなたの９月の運勢
【１月生】向学心が活発になる星回り。恋愛運低調。金運は必
要な物だけ購入すれば吉。仕事は希望した事に挑戦でき吉。
【２月生】会話が楽しくなる星回り。枠を超え吉。恋愛は八方
美人はダメ。金運絶好調。仕事運絶好調、損して得取る。
【３月生】思いがなかなか伝わらない星回り。恋愛運生活の乱
れ影響注意。金運低迷。仕事はオンオフを切り替えて吉。
【４月生】真実をしっかり見つめたい星回り。振り回されるな。
恋愛運好調。金運絶好調。仕事は攻める気持ちが働き吉。
【５月生】知的好奇心に導かれ行動する星回り。恋愛は意外な
事が発覚し、戸惑う。金運低迷。仕事は初心に帰れば吉。
【６月生】新しい考えに柔軟になる星回り。時代の変化を味方
に付けよ。恋愛運絶好調。金運好調。仕事は目標が大事。

【７月生】挑戦する姿勢が若々しさを保つ星回り。恋愛は急が
ずに。金運低調。仕事は何かを忘れ、あわてそう注意。
【８月生】時間の使い方を工夫したい星回り。恋愛は本命を絞
ると吉。金運平穏。仕事は仲間の尻ぬぐい、愚痴は後で。
【９月生】有益な情報が得られる星回り。恋愛は相手を束縛し
ないで。金運絶好調。仕事は任されたら最後まで頑張れ。
【10 月生】頭の回転が速くなる星回り。恋愛運絶好調。金運
自分磨きの投資は惜しまないで吉。仕事は頼りにされる吉。
【11 月生】ちょっとした学びが役に立つ星回り。恋愛は素直
になろう。金運良好。仕事運低迷、物事を堅く考えそう注意。
【12 月生】自分の成長を実感できる星回り。恋愛運絶好調。
金運絶好調。仕事はダメだと感じたら直ぐ引き下がって吉。

※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。

　普段の集まりでは、それぞれ自己練習したり、みんなで合奏した
りと、ゆるやかにやっています。がしかし、８月の 24 時間ライヴ
などの演奏会が近づくと、合奏にもメラメラと熱が入るのです！

　練習の合間には、お楽しみのお茶ブレイク。もっと美味しいお菓
子が欲しいとか、今度どんなお菓子にしようとか、ヴァイオリン以
外のことでも、話に花が咲きます。もちろん、マスク会食で。

弦楽好きサークル「楽屋ストリングス」が
とある日の活動をご報告します♪

ある日の「楽屋ストリングス」

　四国に行った時に見つけた淡路サービスエリアの「恋人の
聖地」。NPO 法人地域活性化支援センターが主催する「恋人
の聖地プロジェクト」により選定された観光スポットで、全
国に 100 以上あるようです。近くでは、北陸自動車道の有磯
海サービスエリア（下り）がありますね。

＜恋人はサンタ？＞

　以前東京に行った時に遭遇した馬車。これは外国の新任大
使が信任状を天皇陛下に奉呈する式を無事終えて帰る馬車で
す。式には皇室用の自動車か馬車を提供されます。やはり馬
車を希望される大使が多いそうです。馬車に手を振ると、超
ハンサムな大使が手を振り返してくれました。

＜どこの国の方？＞

　夏休みに知人の家族を引率して県立有峰自然公園に出かけ
た。夜間、白い布を吊り下げ電球の灯りを当てて昆虫採集を
行った。美しい蝶々や蛾は沢山集まったが、お目当てのカブ
ト虫は集まらず、翌日カブト虫のティラミスを作ってあげた
ら、子供たちは大喜びだった。 ＜昆虫ゼリー＞

気ままになんでも写真館 ★★★

　大岩山日石寺にて。境内を巡っていると、懐かしい彼に出
会いました。昔はよく店先で見かけたコカ・コーラの冷蔵庫
くん。今も現役で稼働中でした♡　働き者の彼の中にはコー
ラではなくラムネが陳列されてました。あと何年現役でいて
くれるかしら……？　ガンバ！ ＜竹のコ＞


