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今月のひとりごと

みんな仲間

「アクティブグループ」とは、コラーレ倶楽部会員の中で、
特に意欲的・積極的に活動するメンバーが集う、いわば「サー
クル」みたいなもの。自己表現したい人、裏方に興味のある
人、ボランティア活動したい人……何かしたくてムズムズし
ているいろんな人たちが、それぞれ自分の得意分野を持ち
寄って無形の情熱を有形に変えていくグループです。何を作
り上げるかによって構成メンバーは変化するでしょう。しか
し、主役は常にあなた自身
です。
　アクティブグループ活動
場所として、専用の部屋を
無 料 で 開 放 し て い ま す。
ミーティングなどに、お気
軽にご利用ください。興味
を持ったサークルがあれ
ば、コラーレまでご連絡く
ださい。

アクティブグループ

　富山県に生まれ育ってはや 65 年。幼き頃より野山を
駆け巡り、朝に夕に眺む美しい景色は見飽きることな
く、毎日飲む水と同じように体になくてはならない物の
ように思える。
　街中を歩けば色んな人と出会うように、山に通うこと
回を重ねれば、同じように色んな動物たちと出会う。一
番頻度が高いのは猿。宇奈月温泉のような街中でさえ我
が物顔、目が合おうものなら歯をむき出しにして威嚇し
てくる。電柱などもあっという間に登ってしまい、電線
の上ですらすたすたと走りまわる。オリンピックの金メ
ダリストでさえこんなアクロバットなことはできないだ
ろう。
　私が今まで見かけた野生動物といえば、猪。これはほ
んとよく見かける。重さ 100 キロ超えるものもいるだ
ろうか？　こんなのが向かってきたらひとたまりもな
い。熊も５回ほど出会い、目の前に現れたのが３回あっ
た。ウシカモシカ、これはおとなしい。他にもニホンカ
モシカ、狐、狸、穴熊、山鳥、雷鳥、犬鷲、梟等々。
　山に富むから富山というのだけれど、豊かな自然にく
るまれて生きる動物たちの豊富さにも驚きを隠せない。

＜森の精もののけたち＞

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
１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。
▼１月７日㈯・14 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。
▼１月 16 日㈪・30 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。
▼ミーティング：１月９日㈷ 19:00 〜 22:00
　　　　　　　　１月 29 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。
▼１月 27 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：１月 12 日㈭ 19:30 〜 21:00

アクティブグループから新年のごあいさつ

2023 年も
よろしくお願いします♪

　卯年は何かを開始するのに縁起が良く、希望
に溢れ好転する年になるとか。ウィズコロナの
中、我らがアクティブグループはウサギのよう
に跳ね動く１年でありましょう。

　そんなアクティブな活動の様子を読者の皆様にお届けして
おります、私共新聞部。草食系の部員が原稿書きや編集を楽
しんでおります。
　新聞部という草原で一緒に跳ねたりモグモグしたいウサギ
さん、大歓迎です！ （代表：堀正幸）

コラーレ倶楽部通信新聞部

　いよいよ 2023 年は子育て中のパパもママも
活動開始 !?　今までガマンしていたコラーレの
イベントに参加する方が急増するかもしれませ
ん。

　ママのご褒美タイムや、両親揃っての文化イベントの参加
に、あいじ福祉会の保育士がお子さんをお預かりし、お子さ
んにとっても“いい時間”を提供させていただきます。
　ビヨンド・コロナを見据え、温めていた夢をぴょ～んと叶
える年になりますように。 （あいじ福祉会）

一時保育ボランティア「あいじ福祉会」
　新年あけましておめでとうございます。ぺっ
たんは 2022 年で７年目になりましたが、変わ
らずマイペースに活動を続けています。ウィズ
コロナの生活にも慣れ、少しずつ外出する機

会も増えてきましたが、おうちやコラーレでのんびりハンコ
作りに勤しむのもまた、かけがえのない時間だと思っていま
す。月に１度集まって、おしゃべりしながらぺったんぺった
ん……。道具もお貸しできますので、是非お気軽にお越しく
ださい。 （代表代行：宇田朋子）

消しゴムはんこづくり「ぺったん」

　2023 年になり「コラーレ・ラリー」も 23年
目に突入します。年をとらないセロリとパセリ
を案内役に、コラーレ館内に貼り出される 15
枚のカードを探し出す、とてもシンプルなこの

ゲーム。一人静かに探すのもよし、家族でのんびり探すのも
よし。電気代が高騰するこの頃、お家よりコラーレでラリー
をしつつ、暖を取るという節約術はいかがでしょう？　老若
男女全ての方々へ向けて、今年も一層ゆる～く製作いたしま
す。 （代表：長谷川）

コラーレ・ラリー「流しの美術製作隊」
　新年あけましておめでとうございます。今年
も「卑弥呼」は男性２名女性８名で、コラーレ
の自主事業公演に来場される皆様を座席へ案内
する「会場案内ボランティア」として活動しま

す。常に“おもてなしの心”と“笑顔”でお迎えし、楽しんでい
ただけるよう努めていきます。卑弥呼はコラーレと共に今年
で 28 年目を迎え、若返りを真剣に考えている今日この頃で
す。一緒に活動してくださる方を募集しております。2023 年
もよろしくお願いいたします。 （代表：飯野美千代）

会場案内ボランティア「卑弥呼くろべ」

　明けましておめでとうございます。アコギ好
きが集う会、今年で 14 年目を迎えました。な
かなか出口が見えないコロナですが、「ウイズ
コロナ」から「オーバーコロナ」へ音楽の力で

乗り越えたいと思います。最近、アコギミーティングに遊び
に来てくださる方が多く、いろんな方と音楽について話す機
会が増えてきました。「この曲が聴きたい」という要望に応
えられるように、音楽の幅を広げていきたいです。2023 年も
どうぞよろしくお願いします。 （代表：吉川忠久）

アコースティックギター「アコギを楽しむ会」
　あけましておめでとうございます。2023 年
も「楽屋ストリングス」をよろしくお願いいた
します。ヴァイオリンなどの弦楽器は、皆で合
奏することにより楽しさが倍増します。日頃の

ストレスを楽器演奏で発散し、また、皆でお茶をして楽しみ
ましょう。メンバーは現在 14名ですが、特にヴィオラの奏者
を募集しております。弦楽四重奏形式で楽しみたいと思いま
す。2023 年も和気藹々楽しくやっていきたいと思っておりま
すので、よろしくお願いいたします。 （代表：鷲見隆久）

弦楽「楽屋ストリングス」

　あけましておめでとうございます。2022 年
はコロナ禍でしたが、秋のコンサートも無事終
えることができました。「楽しく演奏を！」を
モットーに、ショパンからポップス、唱歌な

ど、自分の好きな曲を選び、練習し、挑戦していきます。誰
かの心に響く曲を！　2023 年は 13 名のメンバーが健康に留
意し、全員で秋のコンサートに参加できるよう願い、月２回
のドレミの会をがんばりたいと思っています。引き続き、ご
支援をよろしくお願いいたします♪ （代表：松木隆子）

大人のピアノ「ドレミの会」



編集後記
■人生 100 年時代が現実味を増す今日この頃。展望を聞くと、「５
　年単位で目標を立てて実行する（50 代）」「100 歳で中学や高
　校の同窓会をやりたい。多分、同窓生の顔を見ても誰か分からな
　いだろう（60 代）」……ハハハ。先ずは、今日をしっかり生き
　ましょう。　＜み＞
■今年のラッキーカラーは何だろうとチョイと調べてみると、大抵
　挙げられている色がグリーン系。幸運色が何ぞもたらすかは知ら
　ねど、身に着けて気分が上がるならそれも良し。色で気分も血圧
　も変わる、不思議なもんです。　＜パペポ＞
■だんだん寒さが身に応える季節となりました。冷え込みの厳しい
　日は、下着にタイツ２枚、長袖２枚、インナーやらモコモコのダ
　ウンやら。正にミシュラン状態。ストーブの前で我慢大会でもし
　ますか？　＜着ぶくれの大将＞
■新年おめでとうございます。干支にあやかり元気に飛躍！　と
　思ったが、近年転びやすいので、足元を見つめて慎重に。また卯
　の字には紛糾とかいきづまるの意味もあるとか。何かとごちゃご
　ちゃな身の回りの断捨離、2023 年こそは実行しなければなりま
　せん。　＜布袋＞
■明けましておめでとうございます。新しい年を迎えますね。
　2022 年は良くないこともありましたが、2023 年は平和でおだ
　やかな世界になりますように。そして私も無事で過ごせますよう
　に。今年もよろしくお願いします。　＜どら＞

５ つ の ち が い さ が し

上と下のイラストの５カ所のちがいを見つけてください。

【応募方法】
■応募は、コラーレ倶楽部会員に限らせていただきます。
■締切は「１月 31 日」、当日消印有効です。
■官製ハガキに、「答え（アルファベット５文字）」と、
　「お名前・会員番号」を記入の上、コラーレまでお送りください。
　〒 938-0031　黒部市三日市 20 番地　コラーレ倶楽部通信行

♥♥♥　新春プレゼント　♥♥♥

正解者の中から抽選で５名様に
コラーレのイベントチケット
（1,000 円）をプレゼント！

新 聞 部 か ら の お て が み

　新年、おめでとうございます。人工知能。英語でAI。AI 搭載の
ロボットが今年は活躍する年になるかも。のび太の孫の孫が心配し
て派遣したドラえもん。気まぐれで不完全な存在の人間ののび太を
見守り、支え、成長を助けてくれる。そんなAI ロボなら誰もが一
緒に暮らしてみたい。
　しかし、本当に大切なのは人と人との繋がり。愛というAI が理
解しにくい人の心の繋がり。AI に頼るだけでなく人間同士が愛を
持って理解し助けあう社会がGOODです。コラーレで今年も元気
に笑顔でお会いしましょう！ ＜み＞

大人のピアノ「ドレミの会」
　恒例のティータイムコンサートを 10 月２日、大勢の方に
お越しいだだき開催しました。待望の「楽屋ストリングス」
とのコラボも実現出来ました。

弦楽「楽屋ストリングス」
　チェロを弾く新会員を迎え、３年ぶりに開催された「24 時
間ライヴ」に 11 名が出演しました。10 月には「ドレミの会」
のコンサートにも参加し、コラボを楽しみました。

アコースティックギター「アコギを楽しむ会」
　３月の「Earth Moving」に出演。また、「24 時間ライヴ」
には５名で演奏しました。アコギ目当てのお客様も多くご来
場いただき、ライヴ演奏の楽しさを分かち合いました。

会場案内ボランティア「卑弥呼くろべ」
　コロナ禍でも公演が戻ってきました。ホールにお客様の賑
わいが戻り、自然に笑顔でお迎えができました。感染防止に
気を付けながらも安心安全の誘導に心がけました。

消しゴムはんこづくり「ぺったん」
　デザインを考え黙々と彫る。レイアウトを考えながらぺっ
たんぺったん押すのもまた楽し！　新メンバーも加え、四季
折々のはんこを作って楽しんでいます。

コラーレ倶楽部通信新聞部
　皆さんからの「旅行記」も復活。アクティブグループの活
動も活発になり、好きなことに真摯に取り組む様子をしっか
りとお伝えしました。ご愛読ありがとうございます。

2022 年こんなことありました♪ アクティブグループの
活動の一部をご紹介！

【１月生】全体的に好調な運勢。新しいことを始めるには最良
のタイミング。恋愛運は多くの出会いが訪れ吉。密かにあなた
を思っていた人のアプローチが開始される。金運平穏無事。仕
事運は努力した分だけ結果が付いて吉。背伸びし過ぎ注意。
【２月生】運気上昇リズムにのり、力みなぎる年。自信過剰に
は注意。恋愛運安定吉。この人だと感じる瞬間が訪れる。金運
好調。しかし、人に利用される可能性あり注意。仕事運良好。
今年の努力は将来の礎となる。真剣に仕事をしよう。
【３月生】数年後を見据えた活動が吉。立てた目標を確実にク
リア出来る。恋愛運は自ら踏み出せばチャンスを掴め吉。自信
を持って恋をしよう。仕事運好調。体調管理に気を付けて吉。
自分の最適な仕事のペースを知り、充実させよう。
【４月生】前半は準備運動の時期。後半に運気急上昇。人間関
係に大きな変化が訪れ吉。恋愛運好調。今まで本気度が薄かっ
たが恋愛モードに変えよ。金運平穏で吉。仕事運好調。上司や
同僚との仲が安定し仕事がしやすく、評価もアップする。
【５月生】なかなか状況は変わらないが９月頃から運気好転回
復。時と共に大きな変化を経ていく。恋愛運良好。あなたの笑
顔が幸運の鍵。金運平穏。変化に一喜一憂しないで。仕事運は
大きく前進する運勢。決断が必要。思い切って行動して吉。
【６月生】運気安定。活発に動かないで。今までの事をしっか
り見直す年。恋愛運好調。更に絆を深められて吉。金運良好。
懸賞にツキの暗示あり。仕事運好調。ミスがあなたを成長させ
る。後半には思ってもみない程の良い評価を受ける。

【７月生】大きなトラブルなく穏やかな１年。気配りし助け合
える関係を築けば財産となる。恋愛運絶好調。望むままに恋を
楽しめる。金運低調。出すべきところは出し贅沢品は控えよ。
仕事運は努力が実を結ぶ１年。向上心高く根性ありで吉。
【８月生】自分の殻を破ると大きな発展が期待される１年に。
伸び伸びと実力が発揮できる。恋愛運はイメージチェンジが鍵
に。新しい出会いが舞い込む１年。金運好調。自分投資が吉。
仕事運良好。苦手分野に挑戦し成果を得る。踏ん張り時。
【９月生】色々と動きのある１年になる。運気上昇のハプニン
グを見逃さないで。恋愛運はドラマチックな運気。チャンス多
数。金運低調。お金に関して注意力散漫注意。仕事運は流れや
立ち位置が変わる。頭や心をクリアに保つ様に心掛け吉。
【10 月生】大きな波のある運勢。上昇の波を高くも低くもす
るのはあなたの行動次第。前向きに行こう。恋愛運絶好調。開
花の年。素晴らしい展開に。金運好調。キーワードは堅実さ。
仕事運好調。柔軟な考えが高く評価される年となる。
【11 月生】前半平穏、後半運気急上昇。人間的に大きく飛躍
する年。恋愛運はちょいモテの年。風通しのよい人間関係を築
こう。金運低調。お金を大切に扱うことを覚えよ。仕事運良好。
少しの手間を省くと危険性あり。一歩一歩確実にで吉。
【12 月生】とても良い運勢。今まで縛られていたものから開
放される。恋愛運好調。新しいことに身を任せ過ごして吉。金
運良好。ローンやクレジット支払は身軽にしておこう。仕事運
上昇中。スキルアップができる何年かに１度の大チャンス。 

プリンセスＱＰ ズバリ占う！ 2023 年の運勢

※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。


