6月某日、
友人と岩手へ旅行に行きました。
なんとなく、
みかけた

旅行パンフレットに目を惹かれ、
あれよあれよと
「岩手へ行こ

見つけられないツチノコが
シナ

注文の多い料理店
「山猫軒」

sunset cookies jasmine

旧岩手銀行。
この時期はどこへ
行ってもバラが綺麗！

します 。

とって も 愛 情 を もって お 菓 子 に 接 している ん だ な〜とほの ぼの

冷 蔵 庫 からとり だ して丁 寧 に 包 装 して く れ ま す。店 主 さ ん が、

チー ズ ケ ー キ な ど要 冷 蔵の ものは 値 札 だ け あ り、注 文 す る と

お 菓 子 が お 行 儀 よ く 並 べ ら れ て い る の が な ん と も 可 愛 い。

一日 に 店 頭 に 並 ぶ 品 数 は 多 く は な いの で す が、ち い さ な

味 に出 会 えます 。

れ る 素 朴 な 美 味 し さ。季 節 毎 に 品 が 変 わ る の で、色 々 な

て、食 感 が 楽 し める もの が 多 く、フルーツ 自 体 が 感 じ ら

が た く さ ん。季 節 のフ ル ー ツ が ふ ん だ ん に 使 わ れ て い

店が …
という不思議 な場 所です。
パウ ン ド ケ ー キ やスコーン な ど、か わいい 焼 き 菓 子

住 宅 街 の 広 め の 駐 車 場 の一角 に ポ ツ ン と「 sunset
」さ んは あ り ま す。こ ん な 所 に お
cookies jasmine

」さんをご紹 介。
「 sunset cookies jasmine
ＪＲ中 央 線 の 阿 佐 ヶ 谷 駅 の 南 口 か ら 徒 歩 ３ 分。

今 回 は（ 今 回 も？）阿 佐 谷 の 小 さ な お 菓 子 屋

阿 佐谷

回はうどんのような麺に特製肉味噌、
きゅうり、
ネギなどをかけ
た
「盛岡じゃじゃ麺」
を食べることにしました。
初めての
「じゃじゃ
麺」
でどんな味がするんだろう？とワクワクしながら食べてみた
ら、
これが本当クセになる美味しさ…私たちが行ったお店には地
元の方の常連客も多く、
地元にも愛されている料理なんだなあ
と感じました。
今回行ったのは、
北上、
花巻、
盛岡周辺でしたが、
岩手は三陸や平泉、
遠野なども見どころがたっぷりです。
また次
に行く機会があれば三陸の海鮮を楽しみたいなあと思います。

品をご紹介！
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ば」
「盛岡冷麺」
「盛岡じゃじゃ麺」
の
「盛岡三大麺」
が有名です。
今

ようやく巡り会えた

麺ときゅうりを
少し残して
卵を割り入れ、
肉味噌も少々足して
麺のゆで汁を入れたら
〆の「ちーたんたん」
東京都杉並区阿佐ヶ谷南3-38-36
http://sunsetcookies.jugem.jp/

好きな私と友人との旅。
まずは
「何を食べようか？」
というところ
から旅の行程を考えることにしました。
盛岡といえば、
「わんこそ
なかなかお気に入りを

う！」
となりました。
（勢いって大事）
美味しいものを食べるのが大

sunset cookies jasmine

見られる
東京で

か
ん
り
ず
と
こ

文と絵
二川智南美

（かみゆ子ブタ編集部）
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気まぐれにひ
とこと

イソヒヨドリ

大きさ 25cmくらい

鳴き声 ツツピーコー

頭から胸までと背中が青、
お腹はオレンジ色
という派手な出で立ちが特徴。さぞかしオシャレ
に敏感なシティボーイ･･････かと思いきや、
ビルを
崖と勘違いしている天然っ子である。名前に「イ
ソ」と付くとおり、
海辺に住まう鳥だが、
「この岩
（コンクリートの堤防）の上、
歌いやすい！」
「この
崖（ビル）
、
空き地（屋上とか通風口とか）がいっ
ぱいあって住みやすい！」と勘違いしまくって、
知
らず知らずのうちに都会に進出中。ビルに止まって下を覗いているのは、
人間を見下してい
るのではなく、
ただ都会のものに興味津々なだけ。
ミュージカルが大好きで、
オスだけでなくメスも美しい声をよく披露しているのだが、
都
会が住みやすくて喜んでるのかと思いきや、
ただ“天気が良いから”
という理由でも歌う。
しかもミュージカルにはまりすぎて、
歌いながら両手を挙げるという謎のクセが抜けない。

オオタカ

とこと
気まぐれにひ

大きさ 50～60cmくらい 鳴き声 キィーッキッキッキッ
「顔の横まで大胆に引いた黒のアイラインに白い
眉、
月のように輝く目という精悍な顔立ち、
そしてたく
ましい翼と足を持つ鳥。
その正体はオオタカ！シャキー
ン！」
･･････と街中でかっこつけてるタカ。大きさはカラ
スと同じかそれより一回り大きいくらいのため、
存在
感はまあまあ。とはいえ、
都会の猛禽類は珍しいため、
飛んでるだけでもけっこう注目の的だったりする。
もともと森の中でひっそりと暮らす引っ込み思案な
性格だったのだが、
「テレビで見た都会の公園のハト
を食べたい」という理由から一念発起。森で習得した
小回りの利く巧みな飛行術をレベルアップさせ、
都会
の人の多さや喧噪に徐々に慣らし、
見事都市に適応
した。日々ハトをおいしくいただいており、
公園では時
おりその痕跡を見ることができる。
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人生を変えてくれたヒタキ科の妖精たち

スズメ目ヒタキ科にはキビ
タキをはじめルリビタキ、
オオルリ、
コマドリ、
ジョウビ
タキなど魅力的な小鳥が目
白押し。当のメジロは残念
ながらヒタキ科にあらず。

小鳥 に 恋 した 日曜カメラマン
キビタキは鮮やかな配色と明るい歌声で、
オ
オルリと人気を二分する夏鳥です。

面かわいい

キビタキ

水浴びシーン

ナルキッソスが水面に映った自分の姿に見惚れ
てしまい、死んで水仙になってしまったエピ

そもそも黄色と黒の組み合わせでまず思い浮

ソードに由来します。
いわば自己陶酔してもお

かぶのがトラやヒョウといった肉食動物たち。

かしくない小鳥だと専門家からお墨付きをも

小さな生き物ではスズメバチとジョロウグモが

らっているのです。

あげられるでしょうか。どうしても猛々しさ、

第三回

おも

日本に渡って来るのが４月で、
秋には東南ア

毒々しさのイメージが付きまとい、
可愛らしさ

ジアに戻って行きます。
オオルリやコマドリよ

や愛しさとは縁がなさそうです。

りその数が多く、
ほぼ全国で繁殖します。
よほど

ところがキビタキは違います。
枝先にとまり

居心地がいいのか、
11月を過ぎても留まってく

陽光を浴びたオスはため息が出る美しさです。

れる個体もいますから、
いまからでも遅くはあ

キビタキの英名は
〈Narcissus Flycatcher〉です。

りません。
出会える機会はまだたっぷり残って

ご存知の通り、
この名は、
ギリシャ神話の美少年

いますよ。

午後の強烈な日差しが降りそそぐ林のなかにたたずむ。夏がもっとも
似合う小鳥だ。

翼の白斑が目を引く。まれに飛来する旅鳥で眉斑が白いマミジロキビ
タキがいる。

水盤の縁に降り立ち、
まずは水飲み。
ここで水面
に映る自分の顔に見惚れているかはいまだ不明。
水浴びでは羽をどれだけ激しく動かしても頭だけ
は不動のまま。
まるでゴルフの上級者そのもの。
水浴び後、“濡れだるま” の出来上がり。

幼鳥で黄色くなっているのは喉か
ら胸にかけてだけ。眉にうっすら
色が付き始めている。

メスはオリーブ褐色で黄色の
部分と翼の白斑がない。オオル
リのメスと見分けがつきにくい。

キビタキ

なんて端正な顔立ち。右顔を前に横向きになる決めポーズにただただうっとりです。
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全長14cm 夏鳥 平地から山地の広葉樹の林、
渡りの途中には住宅街の公園などでも見かけら
れる。主として枝や葉についた昆虫類やクモ類
を採食する。

写真・文 / 竹田 亮三

京都市出身。出版社勤務の傍ら休日はもっぱら
日曜カメラマンとして “晴撮雨読”の日々を送る。
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猫

連 載

の履歴書
『 モレヲ編』
「モレヲ」という名前はこの鼻付近の柄、鼻
からなにか漏れちゃってるよ！という柄から付
けました。白黒猫には割と多く見られる柄で、
私の好みの柄です。
モレヲは住宅街の中にある小さな会社の軒
先の棚の上に置かれた段ボールの中で寝て
いるところで出会いました。そーっと近 付くと
少し警戒する素振りを見せたものの、指を差
し出して匂いを嗅いで貰い、隙を見て口元喉
元に手を伸ばすと撫でさせてくれました。会
社に猫好きの方がいるのか、付近に現れた野
良の猫にゴハンをあげて居場所を作ってあげ
たら居着いちゃった、そんな感じでした。
モレヲはオスの成猫にしては小柄なのです
が、体型も毛質もなんとなく猫らしくなく、どこ
となく柴犬を思い起こさせる不思議な猫です。
なにがどうだからとか言い難いのですが、なん
か犬っぽい。顔を隠すと、猫？え、これ、犬？
そしてモレヲは撫でられるのが大好き。構っ
てもらうのが大好き。ひっくり返っておててに
ぎぱーして悶えちゃいます。気持ち良さの前に
は猫の矜持など無用です。
78

しかし、モレヲの性格はしっか
せき
りと猫。近くに住み着いている隻
がん
眼の女の子だてちゃんにちょっか
いを出されてもまるっと無視。我
が道を行きます。
近くに住み着き生活圏を同じ
くするオス猫おにくに威嚇されて
も意に介しません。体格差なども
のともしません。スマホを向ける私に向かってきます。撫でて
と向かってきます。おにくとかどーでもいいらしいです。我が道
を行きます。
モレヲの撫でて欲しい欲は容赦ありません。モレヲと同じ
会社に住み着いているキジ子さんと仲良くなるべく向き合っ
ている私との間にぐいぐいと割り込み、僕を撫でてと背を向け
ます。我が道を貫きます。モレヲはキジ子さんとはあんまり仲
良くないです。
そしてモレヲは猫。誰にでも、というわけではないらしく私と
いちゃこらしていても近くを人が通ったり声をかけられたりす
るとぱっと身構えます。そんなモレヲが気を許す人間と認めて
頂いたのか、お世話をしている会 社のおじさんが出てらして
「ありがとうございます。どうか遊んでやってください。
」と声を
かけてくださった事がありました。若い女性の方にそれとなく
この猫保護できませんか？と話しかけられた事もありました。
私も彼らも出来たらそうしてる。よね。みんな猫が可愛くてな
んとかしてあげたくてでもそんなに都合よくいかない。けど、で
きる限りのところで愛でているんだよね。

モレヲ、
その男、愛されにつき。
武田 晶
踊る猫好き。㈱ぷれす 猫部担当。
mini名義にて猫を撮ったり
文字を書いたり。
blog
twitter
Instagram

satoru-press.com
@kyonoSatoru
kyou_no_neko

こんな
外ねこさんに
いっぱい
会える本です !

『明日はキャット
幸せになれる』
株式会社ぷれす( 編集 )
武田 晶 ( 写真 )
出版社 : 神宮館
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は…

に
たま

手芸
今年の関東地方は雨の多い
梅雨で、家に閉じこもりがちで
はありませんでしたか？
家に閉じこもったついでに、普段できな
いことをしてみよう！
という事で、今回は
「手芸で cha cha cha」
と、相成りました。
去年の夏に開催した弊社の手芸勉強会で
は、社会人になってからはほぼ手芸初心者
ながら「どうせ作るならちゃんと使えるも
のを作りたい！」と欲張りまして、少しフラ
イングをして 2 日がかりで帆
布のリバーシブルバッグを作
りました。我ながら天晴れな
出来栄えに、ついつい母に自
慢をしてしまったのです。
母「私も同じバッグがほし
いワ！」
私「次は違うデザインで作
りたいナ～」
母「お揃いでカワイイじゃ
ない。色は濃い茶にして
ね」
と言うわけで、母娘お揃いの
バッグ作りに取りかかりまし
た。
私の身長は平均より高い方
なので、参考にした本の型紙
の約 120％で、途中で布も足り
なくなり、底布ではいだりし
ましたが、歳と共に背も低く
なった母には型紙通りの小振
りなバッグが丁度いいと、ミ
シンでカタカタカタカタ… 2
度目なので「出来るかしら？」
と言う不安もなくカタカタカ
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おやこ

母娘 bag
タカタ…縫っているうちに、子供の頃に仕
事をしながら忙しい中、母がスクールバッ
グを縫ってくれたっけ。なんてこと思い出
しながらカタカタカタカタ…
母仕様のバックは斜めがけ出来るように
取り外しができるストラップをつけてみま
した。
（手ぶらでラクチン、安心だよ）
今度天気の良い日にのんびり散歩にでも
行こうね。母さん♪

何気ない日々

てみようかな
そろそろ人の為に生き
－小鉄翁－

「病名は『急性骨髄性白血病』かなり深

た。
「労作性狭心症」ステントという奴

刻な状態です」

を血管に入れることで解決しました。今、

と言われてからそろそろ10年になろうと

女性に優しくされて心臓がドキドキする

しています。その壮絶な闘病生活はほと

のは病気ではないそうです。

んどの人には縁がなく、さほど興味のな

やっと落ち着いて「何気ない日々」を

いことでしょう。とにかく生存率数％と

過ごせそうという頃、オートバイで転倒

いうところから「生きる」と決めて、長

事故をおこしました。意識不明、数か所

い入院生活から家に戻りました。

骨折、救急車で運ばれました。ついた病

その後 ―――――――――――――――――

名は「自業自得」
。白血病とはなんの関

退院後の薬の影響でほとんど目が見え
ない状態になってしまいました。
「白内障」

連もありません。肋骨は未だに折れたま
まですが。

それは手術で簡単に治り、世の中がきれ

生きると決めた僕はなかなか死なない

いに見えるようになっています。顔のシ

ものです。僕が自らを「幸運の人」と言

ワもよく見えています。

う所以です。

「胆石と胆管がんの疑い」で胆のう摘出

現在の「何気ない日々」に至るまでた

と肝臓も半分切除することになりました。

くさんの人に支えられてきました。入院

今はお腹に傷跡があるくらいで日常生活

中毎日のようにいただいた輸血、これは

に支障はありません。

皆様の「健康のお裾分け」
。本当にあり

社会復帰をしなければと散歩を日課と

がたかったです。そして高額な医療費も、

して自宅療養をしていた頃、股関節が痛み、

健康に過ごされている方々が納めてくだ

歩けなくなりました。薬の影響でした「特

さっている「健康保険」で支えていただ

発性大腿骨頭壊死症」
。立ち上がると関節

きました。僕はそのお礼をどなたに向

がゴリゴリと音を立てて崩れていくのが

かってしていいのかわかりません。今、

わかるのです。これは人工股関節に置換

僕が多少不自由ながらも元気に暮らして

することで解決しました。歩行は少し困

いる姿を見ていただき、困難な治療に臨

難ですが。

んでいる方に勇気と希望をもっていただ

ある朝、胸を締め付けるような痛みが
襲ってき

きたいと願っています。
精一杯生き抜いて「もっと生きたかっ

ま し た。

た」と亡くなった方もいます。僕はその

いつ心臓

無念も引き受けて「何気ない日々」を過

が止まっ

ごさせていただいています。僕が何気な

てもおか

く過ごした今日は、昨日誰かが強く生き

しくない

たいと願った明日なのですから。

状態でし

「生きているのが仕事です」
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学がリード、投手の状 態から見て今日は

歩んできて、今まで宝くじやフグ・鯖・牡蛎、

優勝すると思われた５回表、法政大学の

早速紹介状とディスクを持って自宅近く

交通事故などに一度も当たったことない小

選手が放ったファールボールがなんとなん

の総合病院耳鼻科に行ったが、当施設で

生がついに当たりました！

と小生の顔面（眉間）に的中。ボールがこ

は鼻骨骨折は処置できないとの理由で断

今回の教訓として、小生普段、健康保

ちらに飛んで来るのは分かっていたが一

られ、別のA 病院の形成外科を紹介され

険証は携帯していないので、やはり不慮

瞬、太陽光線に遮られて見失った。当たっ

た。A 病院の形成外科担当医は小生に手

の事故等を考えて携帯していたほうが良

た瞬間鼻腔からのかなりの出血、メガネ

術を勧めたが、見栄えが悪くなるだけで

いのではないかと思い始めた。読者の皆

最高気 温 30 度、降水 確率０%。学 生時

は真っ二つに割れ、額には数か所の傷、

日常生活には影響がないと思われたので

さんは如何ですか。

代のクラスメートに誘われて神宮球場へ。

衣服は上下とも血で染まってしまった。係

手術はしないことにした。ディスクに脳内

本日10 時 30 分試合開始で、明治大学硬

員がすぐさま駆け寄ってきて医務室で応

の CT 写真があったので、いかがですか

試合結果ですが、その日は４対４の引

式野球部は今日から始まる対法政大学戦

急処置を受け、その後救急車で慶応義塾

と尋ねたが専門でないので脳外科の受診

き分け、翌日26日（日）に大 逆 転で勝利

に１勝すれば久方ぶりの優勝とか。我々

大学病院に運び込まれた。初めての救急

を勧められた。A 病院には脳外科がない

し優勝しました（自宅でAbemaTV観戦）。

一行４人、JR信 濃町駅に10 時 集合、入

車体験、野球どころではないと友人達が

ので小生の、かかりつけ医師に相談し、

やはり球場での優勝の瞬間を見なくては。

場券売り場にてファミリーシート（定員４

付き添ってくれた。さすが我が友、心強

これまた近くの病院の脳外科を受診した。

次回の機会まで取っておきます。

名テーブル付き）を購入し一塁側上段にあ

かった。

2

019 年（令和元年）５月25日土曜日

天気予報によると当日の東京地方は晴、

る指定の場所に着席。早速それぞれが持

CT 検査や諸検査の結果、頭蓋骨、脳

ち寄ったビール等やつまみをテーブル上に

への異常はなくただ鼻骨骨折がみられる

にわ
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５ 月27日月曜日

昭和・平成・令和と長～いこと人生を

置き、俄かなクラス会が始まった。思い出

ので自宅近くの病院（耳鼻科）への紹介状

してみれば我々が過ごした学生時代には

とCTを取り込んだディスク及び処方箋（鎮

硬式野球部は一度も優勝の経験がなく、

痛薬）を受け取り会計。健康保険証がな

その瞬間を味わったことがない、今日は

く自費扱いになり、後日保険証を持参し差

味わえると学生時代の話やビールに盛り

額を受け取った。衣服は着替えを持参し

上がる。４回終了時点で２対０と明治大

ていたので病院内で着替え自宅に戻った。

MRI 画像診断の結果、異状なしの判定を
得た。

荻野

眞

二つに折れた眼鏡
病院の領収書
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小型ロケットが開拓する宇宙利用

Haradaの

一度に運べる荷物が少なくても、安価に
誰でも利用出来るロケット打ち上げサービ

科学教室

スが実現すると、思いがけない利用方法が

第14回

登場することでしょう。

アメリカが初の月面探査を果たしてから今年で50年です。アポロ計画後は有人月面探査
は行われず、
スペースシャトルは退役し…と、宇宙開発は下火になった感がありましたが、
この数年で状況は一変しています。民間企業が本気で参入するのはなぜでしょう？

現役最高積載量の
ファルコンヘビーと
日本のロケットの比較
史上最大積載量は月面探査でも
使われたサターンV型の118トン

日本だけでも、世界中の衛星写真を毎日
更新するサービスや、人工流れ星、宇宙か
ら紙飛行機を飛ばす実験など、今までにな
い企画が実際に進行しています。

宇宙産業に有利な日本
日本では、堀江貴文氏が設立したイン

ド派手な活躍で世界を驚かせるスペースX社
宇宙関連のニュースを賑わせる会社の筆頭といえば、スペースX社です。テスラ
モータースのCEOとして知られるイーロン・マスク率いる同社は、国家プロジェクト
で開発されてきたロケットに並ぶ８トンの打ち上げ能力を持つファルコン９、それを
３本束ねたファルコン・ヘビーを開発し、世界一の輸送能力を獲得しています。
民間企業らしく設計をどんどん改良してコスト削減し、さらには１段目のロケットを
垂直に着陸させて再利用に成功するなど世界中を驚かせています。

続々宇宙に参入する民間企業
他にAmazonのジェフ・ベソスが設立した
ブルーオリジンも大型ロケットに挑んでいま
すが、その他の多数のベンチャー企業はマイ
クロサットと呼ばれる100kg以下の超小型人
工衛星打ち上げを目指しています。
機器の高性能化・小型化が進んで、小さな
衛星でも実用に足る性能を持つようになって
きたのに、大型ロケットの順番待ちをして、
他の多数の衛星と「相乗り」しているのが現
状です。小型で頻繁に打ち上げられるロケッ

ターステラ・テクノロジーズのロケットが
高度100kmに到達して話題になりました。
日本はロケット打ち上げに有利な東～南
方向が海なので、他国への配慮なく打ち上
げが可能だったり、国内ですべての材料の
調達ができるなど好条件が揃っています。
超小型衛星の打ち上げを続々受注でき
れば、H-2Aなどの国家プロジェクトと並ん
で日本の重要な産業になり得ます。
花火のように、流れ星で絵や文字を描い
てメッセージを伝えられる日もくるかもし
れません。

トの開発競争が加速しています。
回収船に「着陸」するファルコン９の１段目ロケット。スペー
スシャトルの退役後、途絶えていた再利用可能なロケットを、
高度な姿勢制御技術などで実現した。
84

静止衛星は東へ、地球全体を
観測する衛星は南か北へ打ち
上げるのが効率がよい。

MOMO ZERO

全長9.9m
全長22m
積載量：20kg 積載量：100kg

H-2A

全長：53m
積載量：15トン

ファルコンヘビー
全長：70m
積載量：63.8トン

※積載量は低軌道への打ち上げの場合
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「観察？予想どおり？十分？」

前回までのあらすじ
わたくしじんぼとＫ先輩は、〝帝国プリンスキングダムアンダーグラウンドホテル〟の
地下523メートルに存在する、幻の〝チョコレートケーキフルコース〟を食するため、愛
するもの同士ＫアンドＪカップルとして潜入いたしまして、白だけの空間の廊下を、全
身白づくめの、微笑を変幻自在に操るハヤセボーイに連れられて、長ったらしいホテル
名同様、長ったらしい旅路を経て、ついに〝チョコレートケーキフルコース〟へと通ず
る扉の前にたどり着きました。そうしてハヤセボーイはヨダレているわたくしたちに言っ
たのでした。

「おふたりにはここでお引取り願いま
す。お帰りください」
「なんで？」
間の抜けた声でわたくしは訊きました。

隅っこを凝視してみました。
「よし、まあそのほうが都合がいいや、
顔をあげてくれよハヤセ君」
K先輩でした。怒りのいの字も見当た

「はい、おふたりは愛し合っていない

らない温和な表情でした。ハヤセボーイ

からでございます。もちろん深く強く友

も怒号が飛んでくると予想していたのか

情で結ばれておりますが、友情はときに

目を丸くしていました。

ちは完璧を目指してもどうしても完璧で

ハヤセボーイとわたくしは声を揃えて

はない〝ふるまい〟なんだけど、ハヤセ

言いました。K先輩は頷いて背をむけ大

君のそれは俺たちが知っている完璧を凌

股で二歩距離をとり、白い空間をノック

駕している完璧なんだ。それで俺たちみ

しました。心地のいい音でした。

たいなへそまがりなおっさんは、そんな

「〝ふるまい〟の話はもそっと聞きた
いから今度呑み屋で聞かせてくれよ」

完璧を目の当たりにするとな、危うい
なって思っちゃうんだよ。職業病とは違

そう言われたハヤセボーイはわずかに

う、二度と取り外すことのない鉄仮面を

緊張が残っている微笑みを見せた。もち

被ってしまったんじゃないかってね。わ

ろんです、あなたがたはとても面白い方

かる？伝わったかしら？」

たち…

ハヤセボーイはふうっと息を吐いて、

「そう、それだよハヤセ君、その微笑

仕事中には絶対にすることはないであろ

みだ。なあじんぼ、なんか思わなかった

う、薄い透明な膜を一枚剥ぎとったよう

か？」

な雰囲気になりました。

わたくしは先ほど感じた少しの違和感

「わかります。いや、そういう風に僕

について思い出しました。そうです、な

の彼女も言ったんです。同棲している彼

愛情よりもはるかに信じられるものに成

「いいかいハヤセくん、ほんとはチョ

にか感じるのです。変幻自在の微笑み、

女がいるんですが、僕のこの微笑みが少

りうるものでございますが、当ホテルの

コケーキ喰いながら…なんだっけ？メイ

雄弁な微笑み、そしてその先に、わたく

しこわいと、わからない時があると……

愛情規定の範疇に友情は含まれておりま

ンの」

しは少しつまづいたのでした。

そう言われても僕はなにも言うことがで

せん。申し訳ございません」
ハヤセボーイは深く頭を垂れ、そのま

「はい、
〝カカオ農家の生娘のレジスタ
ンス〟です」

までいた。わたくしはハヤセボーイの白

「そう、それとか喰いながらあんたを

帽子のディテールを見たり、K先輩の顔

観察したかったんだけど、まあ仕方ない。

をうかがったり、白い空間のずっと先の

９割９分予想どおりだし、もう十分だ」

「K先輩、うまく言えないんですけど、

きません。なぜならば…これがっ！これ

完璧なところですか？完璧すぎているん

が僕の本当なんです！一番僕らしい気持

じゃないかと、たぶん」

ちの良い生き方なんです ! ! 言葉よりも伝

「そうだよ、完璧なんだよ。仕事とし

えられるニュアンスを僕はこの微笑みで

て完璧な〝ふるまい〟をするんだ。俺た
次のページにつづく▶▶▶
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◀◀◀前のページのつづき

2019年５月１日午前０時に令和

人が有意義な人生を送るには、

仕事はあがりだ。俺たちの分までチョコ

の元号になってから、２ヶ月が過

人との出会いを大事にする事は、

ぎる。昭和に生まれ平成と生きて

不可欠。

喰ってくれよ。またな。いくぞじんぼ ! ! 」

きた。何が変わったのだろう。生き

しゃっと両手で握りつぶし、握りつぶし

K先輩は複雑混乱極まっているわたく

方も考え方も若い頃とは、何も変

人間は、身体の細胞機能が停止

たことに気がついてすぐに苛立った手つ

しの右腕に左腕を絡ませて、美女が走っ

わっていない。ただ外見だけが年

し、呼吸がなくなり冷たい固体の

きでしわを伸ばしはじめました。荒い鼻

てくる方へと颯爽（さっそう）と歩き出

老いて体力がめっきり衰えてき

状態となる事で
「死」
を迎える。

息が聴こえました。

しました。立ち止まって頭を下げた美女

伝えられるんです ! ! これだけが僕なんで

チってひとに話はしてある。今日はもう

す……これだけが」
ハヤセボーイは帽子を引っぺがし、ぐ

「そうやって言えばいいんだよ。微笑

とすれ違いざま、ボンジュールと投げか

みじゃできないことを、言葉で伝えれば

けて、わたくしたちは白い空間に包まれ

いいんだ。不細工でも伝えようとするそ

て、しばらくあとに、ありがとうと背中

の〝ふるまい〟は俺は好きだね」

に聴こえてきました。

K先輩は言うと、わたしくしたちが歩
いてきた白い空間へと叫びました。

わたくしはチョコレートケーキのフル
コースにとても強く後ろ髪をひっぱられ
つつも、さらに強くわたくしを引っぱる

「おーい、聴いてたー？」

Ｋ先輩の腕力に、損得無しのあの二人へ

「え？え？ K先 輩？ど う し た ん で す

の粋なはからいに、新しい気持ちが芽吹

か？」
わたくしもハヤセボーイも今は昔、エ

いた気がいたしました。
KアンドJカップルの誕生です。

レベーターがあった方角へ顔を向けまし
「聴いてましたーー」

だけが残る温度）２時間位で気体

夜放送オールナイトニッポンを聞

になる。気体は、蒸発（荼毘）する。

きながら受験勉強をしたころか

さらに上空すると気体の80％は、

ら、
自分の人生がスタートした。

上空1000ｍ以内にとどまり、その

だ

「人生は、重荷を背負い、坂道を行

それ以上は、宇宙への脱出ができ
ない。地球の引力が作用している

人生のスタートラインと意識し

と推測されている。その気体を過

た時に５年後、10年後の自分を想

去の人々は、魂と言っているので

像しながら安泰な日々を送りたい

はないか。人生の道のりには個人

と思っている。

差があるが人間の身体は、人生路
でトラブルがなければ約120歳ま

坂」
「 下り坂」そして「まさか」。
「ま

で生きられる様につくられている

さか」
は、
予測がつかず突然やって

らしい。
魂が残るまで戦い、人は生きて

人の一生

end.

でした。

目安があるとか。年齢の境目、39
歳、
49歳、
59歳、
69歳等。
良い年が10

いる。
まずは、
身体の健康が第一。
その
源となる食生活を疎かにしてはい
けない。

年続かないように悪い年も10年続

健康な肉体があってこそ、何に

か な い と 言 わ れ 、山 あ り 谷 あ り

も挑戦できるし、まわりの人に迷

こうき

先にある落とし穴の落下に気をつ
けること。

かがみ

崖っぷちありだがその崖っぷちの

各務 好紀

P.S. 長々と申し訳ありませんでした。ありがとうご
ざいました。コンパクトに脇を締めていきたいと思っ
ております。傘図鑑ってのもいいですね。お粗末さ
までした。

び

約１％は、１万ｍに昇る。しかし、

くが如し…徳川家康」

盛運気４年、衰運気５年と大体の

「ツネちゃん！」
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だろう。昭和42年から始まった深

その上、
人生に
「９の坂」がある。

で現れました。

「なあハヤセ君、あんたの先輩のノグ

体は、1750度の加熱により液体と
なり、
更に2750度に加熱すると
（骨

構えも必要。

間からふっと黒いドレスの美女が小走り

美女が走りながら。

して何事もなく月日が流れたわけ
じゃなかった。同世代の皆もそう

くる。万一の場合の「まさか」の心

と女性の声が応えたと同時に、白い空

「イワオくん」

「物質の三態変化」によると、固

人生には３つの坂がある。
「上り

た。

ハヤセボーイのすっとんきょうな声音

た。
沢山の人生経験を積んだ。
けっ

惑かける事もない。この点を留意
し日々を送りたい。
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なんでも

まりである。
冷やしておいたビールを呷り、
リズムに体

て
書いていいっ

を預けながら芸術的なジャケットをしげし

！
ないか
ゃ
じ
た
っ
第５回
言
三輪しののい
ちで帰る（車なんてない）ことを告げると

ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』

「いや、無理ですよ。15㎏もあるんですよ」

のラストを飾る「ア・デイ・イン・ザ・ライフ」

と梱包の手を止めた。箱は55㎝×50㎝×

が終わると、しばらく無音状態が続き突如

25㎝といった大きさである。

として呪文のようなフレーズが何度も繰り

「送料無料で明日には届くんですから」と

返される。そ の う ち フ ェ ー ド ア ウ ト し て

あきれられたが、毎晩帰宅は遅いし宅配

CDが止まるのだが、この呪文のようなフ

ボックスはいつも埋まっている。だいいち、

レーズはもともとレコードの内溝（ラベル

今夜聴けないじゃないか！

の周りの無音部分）を利用して、レコード

ジェント』のイギリス盤を入手しておいた

針を上げない限りいつまでも繰り返される

のだ。

すでに『サー

仕組みになっているものだ。動画で見聞き

ということで、平気の平左で店を出た。

できるが、やはり本物で嫌というほど体験

電車を乗り継ぎ、駅から自宅まで約10分。

してみたいという興味が湧いてきた。

いや～店員の言う通り重かったですよ、冗

そんなわけで、
レコードプレーヤーを買っ

談抜きで。

てしまった。
20代の頃は、オシャレ感からアナログ盤
を買い求め、安いプレーヤー（演奏が終わ
ると自動で針が上がる）で聴いていたが、

さっそく箱からプレーヤーを出し、説明

書を見ながらアームや針圧を調整してコン
50

ポにつなぎ、無事にセッティングすること

ベルト式ゆえやや回転が速く、それが気に

ができた。レコードなんて本当に久しぶり

なって結局処分してしまった。今度はベル

である。

ト式でなく、速さの微妙な調整もでき、DJ

ターンテーブルにのせてゆっくり針を落

のようにスクラッチもできる（やらないけ

とすと、プチッ、チリチリ……と針が溝に

ど）ちょっといいやつである。

はまるくすぐったそうな音を立てる。
フェードインするざわついた聴衆、期待

90

電車に乗って新宿のディスクユニオンへ

感を煽る一定のリズム、そして電気クラゲ

向かい、文字通り「持って」帰った。店員

のごとくびりびり痺れるギターのイントロ

は梱包しながら
「車まで運ぶの手伝いましょ

がポール・マッカートニーのボーカルへと

うか」と親切に声をかけてくれたが、手持

つなぐ。世界初のコンセプトアルバムの始

リス・オリジナル盤の音の良さを自慢げに
書き連ねている。

げと眺める。派手な衣装を着たビートルズ

かなり期待して針を落とす。

を中心に、世界各国の著名人のパネルが並

ところが「？？？？？？？？？？」。

んだアートワーク。
左下に置いてある「福助」

ドの奇妙な輪
アナログレコー
ビートルズの歴史的名盤『サージェント・

トルズマニアがレコードの、とりわけイギ

同じ条件で聴き比べた結果、どうしても

は、ジョン・レノンが来日の際に購入したも

CDの方が音は良いのである。プレーヤーを

のだ。右端の人形の女の子が着ているセー

調整し直し、レコード（盤質もそう悪くな

ターの文字は「THE ROLLING STONES」。

い）も専用のクリーナーで磨いてみたもの

そのアソビゴコロがいい。あちこちで言わ

の、やはりCDの方が音は良い。レコードの

れていることだが、ジャケットの大きさは

性能を最大限発揮できる立派なオーディオ

レコードを所有する喜びのひとつである。

装置であれば違うのかもしれないが（多く

さて、Ｂ面も終わりに近づき、いよいよ先

のリスナーは普通のオーディオ環境のはず

に述べたいつまでも続く呪文のフレーズで

だ）
、何度聴き比べてもCDの方に軍配が上

ある。確かに間違いなく針を上げない限り

がるのである。

続く。ずっと続く。本当に続く。しかし１分

おかげですっかり悩んでしまった……。

もするとさすがに「もういいよ」と思う。３

脳みそをこねくりまわして導き出した結

分でイライラし始める。５分すると気分が

論。それは世代による原体験の違いからく

悪くなる。もう充分である。針を上げ、静ま

るものではないか？

り返った部屋で、プレーヤーを買った理由

しんできたか、CDで音楽を楽しんできたか

に立ち戻ると一抹の寂しさを覚える……。

の違いである。そもそも技術の進歩によっ

それにしても、1967年にこうしたアイデ
アを取り入れたビートルズはやっぱりすご
いな、
と改めて感心してしまった。

レコードで音楽を楽

て生み出されたCDが、レコードより音が悪
いなどということは原理的にありえない。
本当はCDの方が優れていることをみん
なわかっている。しかし、
レコード愛好家は

むかし買ったレコードを懐かしい気持ち

「アナログの音は温かい」と口を揃えて、な

で聴き直していたが、新調したプレーヤー

にやら血の通いをこの塩化ビニールの黒い

をいじっているうちに他のタイトルも欲し

円盤に託して人間味を付与するのだ。たし

くなってきた。人の性である。

かにレコードは盤の状態による音の影響が

さが

しかも最も手を出してはいけない、ビー

顕著である。記録面がむきだしなので、埃だ

トルズのオリジナル盤に対する逃れがたい

らけだと音は悪くなるし、うっかり落とし

所有欲に襲われてしまった。1960年代に

て深い傷をつければ針飛びして真っ当な再

プレスされ、ジャケットも内袋も当時の、そ

生ができなくなる。そういう意味では非常

れもビートルズの出たイギリスで制作され

に繊細で人間味がある。それに比べCDは保

た盤をせめて１枚くらい……のつもりが３

護膜があることで、多少汚れていようが落

タイトルも購入してしまった。

として傷をつけようが、よほど粗雑に扱わ

正直お金はかかったが、自分が生まれる

ない限り音も再生にも影響はない。

前に遠く海を越えた場所で作られたもの

つ ま り「弱 き を 助 け、強 き を く じ く」と

が、今この部屋にあるというのはロマンが

いった、アナログ世代のある種の価値観を

ある。それに様々なブログを覗くと、ビー

レコードに結び付けているのだ。キラキラ
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でツルンツルンのCDを手放しに評価する

か？」なんて気の置けない仲間と話し、ビー

わけにいかない。そう考えると納得できる。

ルでも飲みながら耳を傾けるのは楽しいも
のである。片面数十分で音が終わるので、話

つらつらと音の「良い／悪い」について述

の切り替えにもちょうどいいし、レコード

べてみたが、そんなことはお構いなしに、レ

をひっくり返すついでに冷蔵庫からお代わ

コードは今もって老若男女問わず人気があ

りを持ってきてもいい。レコードが作って

る。売り場に行くと、自分と同じ世代だけで

くれる時間の区切りが、仲間との距離を感

なく、20代の若者までが楽しそうにあれこ

じ良くしてくれる。

かるてっとん -Quar�etton- の世界
作ってスタンプ、使ってスタンプ

by たんたん
【Instagram】quartetton.halfway

れと物色している。音楽が配信に移り変わ
り、CDでさえ売れない時代にアナログ盤を
買い求める理由とはいったいなんなのか？

時代は利便性の高さが評価され、合理的
あずか

なものがもてはやされる。その恩恵に与る

あくまで個人的な意見だが、ひとつは、レ

身としてそれらを否定する気はさらさらな

コードが針で溝をトレースして物理的に音

い。ただし、あまりに変化のスピードが速す

を出していることに由来するノリの良さで

ぎることによって、悲鳴を上げてしまいそ

ある。くるくると回る様子を目にしている

うになるのも事実である。人はどこかで揺

視覚的な理由もあるかもしれないが、これ

り戻しとして、不便さを求めているのでは

ばかりはどうもレコード特有のものという

ないか？

感じがする。デジタル化で消滅したチリノ

る者はレコードを選び取り、そっと針を落

イズやスクラッチノイズといった欠点が、

として音の始まりを待つのだ。

時にスパイスとして楽曲を演出してくれる
楽しみもある。

その選択肢のひとつとして、あ

新しい時代を迎えてなお、アナログ盤が
心を打つのは、実のところ時代の流れに即

もうひとつは、不便極まりないパッケー

したものであるという逆説。１周回ったと

ジメディアだからこそ提供し得る、時間に

でも言おう、奇妙な輪の成り立ちこそ、こ

親しむ気持ちの呼び覚ましである。

の黒い円盤形メディアの底力のような気が

例えば休みの日に、数枚のレコードジャ
ケットをテーブルに並べて「どれにしよう

して、なんだか愛おしさを覚えるこの頃で
ある。

かるてっとんのキャラクターたちをイラスト化して「消しゴムはんこ」を作りました。

出版の窓
音楽の配信が身近なものとなり、電子書籍も当たり前になった
今日。便利になった反面、電子書籍は「所有」できないという問題
点が、少し前にマイクロソフトの電子書籍事業廃止のニュースで記
事になっていました。電子書籍は平たく言えば「読む権利を買う」
というだけで、サービス提供が廃止されれば、当然読めなくなって
しまいます。書店で買った本のように自分のものとしてずっと「所
有」できないわけです。
しかし、モノ（物体）を保持していることを「所有」と解釈する経
験が前提にあるがゆえ問題になるわけで、仮に紙の本がすべてな
くなり、
「電子書籍（データ）
」
＝
「本」という世の中になれば、こうし
た「所有」云々の記事もなくなるでしょう。メディア（媒体）が変わ
れば言説空間も変わる。そういうことです。
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著者プロフィール
三輪しののい
1976年生まれ。神奈川
県出身。編 集・校閲プロ
ダクションで、おもに校
閲を担当。

ロゴを入れて、名刺にも
使ってみています。
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の年の吉凶が問題となります。

太陰太陽暦

第11回

暦と占い～九星気学について
か

都筑石根

の日の処で一白が２つ並んで「一白」→「二黒」

この九星気学ですが、一見由緒ある占いにみ

→「三碧」→とプラスの運気になっていきます。

えますが、暦に取り上げられることもなく、暦注

このことは地球や月が回り、
自転・公転が何千・

の解説書にさえ掲載されることはありませんで

何万年と繰り返されても未来永劫変わることな

した。が江戸末期というか明治の初め、占星術

く人間をはじめ、万物の生死、吉凶に作用してや

師たちが九星を使った男女の相生占いを始め

むことのないことを象徴しています。陽遁の時

たところ、たちまち大人気となり明治以降急速

期は人間だけでなく、草木動物など世の中に存

に広まり、今に至っています。

在しているものが全て成長している時であり、

中国史上最初の王朝・夏は約500年続いた

殷人は太陽崇拝に熱心で、太陽は地中に10

が殷に滅ぼされた。
とされていますが、現在その

個あり、それが毎日ひとつづつ交替で天上に現

実在は学問的に証明されておらず、
なお伝説の

れ10日で一巡すると考えていました。太陽の名

九星の配置は干支と深く結びついています

陰遁はその逆で全てのものが枯死化していくこ

いん

域を出ていません。夏の遺跡が発掘されたとい

にもとづいて甲、
乙、丙、丁、戊、
己、庚、
申、壬、癸

が、干支は60年を一周期としているのに対し、

とを物語っているのです。
これは自然界の摂理

う報道もありますが、確認はされていません。歴

と名付けて祖先神の一員に加えられて神となり

九星は9年で一回りするため割り切ることがで

なのです。
占うとき、冬至以降に生まれた人と夏

史的に実在が明らかなのは殷王朝からです。発

ました。甲骨を焼いてその割れ方で占う占辞に

きません。
そこで中国では60と9の最小公倍数

至以降に生まれた人とを区別して鑑定する占

掘で確かめられる中国最古の王朝（紀元前17

は、
まず五行説、十干、十二支、九星を陰陽に区

である180年を九星の一周期とし、
これを60年

師もいます。

世紀～紀元前11世紀）
です。

別して占いの結果を骨に刻みつけました。
卜辞

で三等分して、それぞれ60年を上元、中元、下

自然界の中に四季があります。
この春夏秋冬

は、祭祀、祝詞、饗宴、王の旅、狩猟、豊凶、風雨、

元と呼んでいます。面白いのはその意味すると

の間には、春の土用、夏の土用、秋の土用、冬の

甲骨文字が発見されたのは1899年です。当
時北京の王さんの家に身を寄せていた劉さん

征伐の8種類に分類されています。祭祀に関す

ころです。上元の時代は文明が栄え、生まれた

土用と約18日間続く土用があります。土用とい

が、師である王さんが持病のマラリアの妙薬と

るものが最も多く次が狩猟、王の旅となってい

人間にも品格があり、良き指導者に恵まれて平

う期間は四季の大気の変化する時です。
この土

して常用していた骨に不思議な文字らしいもの

るそうです。
ここで注目すべきは八番目の征伐

和な世になるといわれています。
しかし中元・下

用の土気作用を人間の体調に当てはめてみる

が刻まれているのに気付きました。両人は文字

です。春秋戦国時代に入るとこの卜占は戦争の

元と行くにしたがって文明は退廃し、人心は低

と自然界の気によって体力即ち抵抗力をつけて

に詳しかったので、早速これを調べてみると今

勝ち負けや、いつ攻めるか日取りを決める重要

下し、品格なき悪しき指導者の為に国は衰退し

くれる期間といえます。
しかし抵抗力の弱い人、

まで知られている文字よりも古く、殷代に行わ

なものとなり、その時の王朝の門外不出の卜辞

ます。世界は、日本も同じ1984年から下元に

虚弱体質の人には自然界の作動が誰彼なく作

れた卜辞ではないかと推察しました。
この甲骨が

となり、
日本に暦が伝来した時も、勝負の卜辞は

入っています。2044年にならないと上元になり

動しますので、病気になったり事故を起こしたり

河南省安陽県附近の農地から出ることを知り、

権力者のみの秘密の卜辞としてきました。です

ません。
しかしその前の2030年頃より世界を

死に至る様なことが起こります。気学の世界で

引っ張るリーダーが現れると予想しています。

は土用の内は体調管理を疎かにして、人の道に

ぼく じ

収集して解読研究をしました。
これがきっかけと

から私達が現在手にとってみることができる神

なり多くの学者が参加し、
ほどなく殷代の卜占に

社庁選定の神社暦に九星が載ることは明治維

グチを一言。一人前に堂々とウソをつけるよ

外れるようなことをすると命に関わるといって

使われた文字（卜辞）
であることが判りました。中

新以降です。徳川幕府が長く続いて戦争もなく

うになってやっと政治家だといわれますが、下

います。土用の期間は死亡率が高いといってい

国政府は1928年から安陽県において本格的

なり明治の世になり、
にわかに九星気学として

手なウソで国民を悪い方向に引っ張り導く政治

ます。

な学術調査を開始。見つかった甲骨片は約10

登場しました。

家は早くいなくなって欲しいものです。

ぼくせん

まず皆様も暮れに本屋に並ぶ旧暦併用の暦
を買って読んでください。人生の今後の方向づ

九星のもととなったのは夏の時代に黄河流域

九星気学の中で運命学といっていますが、暦

の支流の河から姿を現した亀です。その甲羅に

をみていただくと判るのですが、夏至と冬至が

けが全て書いてあります。九星気学で人生の行

この殷代の甲骨文字は、すでに３千字近くあ

は絵柄が書かれ数字が添えてありました。
この

あります。夏至を過ぎると
「陰遁」。
また冬至を過

き先を占ってもらう人達の中で一番熱心で多い

り
（その中で解読されているのは千字ほど）、
こ

数字は１から９まであり、
タテ、
ヨコ、ナナメどれ

ぎると
「陽遁」
といっています。

れらを用いてかなり複雑な文章がつづられてい

をとっても合計が15になるという魔方陣と称さ

陰遁とは夏至から冬至までの期間をさしま

は
「開運暦」
「運勢暦」
「宝暦」
「家庭暦」等と色々

るようです。
この文字と卜辞は天の意志をうかが

れています。
これは以前に書きました「河図伝

す。6月22日頃の夏至に最も近い甲子の日から

あります。
￥1,000～￥1,500位で買えます。大

うための神聖な手段であり、人々の日常生活と

説」
や
「洛書伝説」
です。

万点に達し、遺跡および遺物とあわせて殷代研
究の貴重な史料となっています。

いんとん

ようとん

人種は「政治家」
という話もあります。暦の中に

九星が
「九紫」→「八白」→「七赤」
と数が下がっ

体10月に書店の店頭に並びますので気に入っ

は無縁の存在でしたが、現行の漢字は甲骨文字

そして九星気学は人の運勢や吉凶を占うも

ていきます。暦をみていただくと、甲子の日の場

たものをお買い求めになり、自分自身の行く先

を祖先としています。以降漢字は書体を多様化

のとして完成されたものです。それまでの暦注

所の九紫が２つ並んでいます。即ちマイナスの

を考えてみるのもよろしいかと思います。

させながら、中国はもとより、広く東アジア各地

と違う点は、各年の吉凶が個人の生年月日に

運気になっていくことを示しています。
これは夏

で使用され、漢字文化圏といわれる地域を作

よってかわるということです。吉日といっても万

至の日から太陽の光が少しずつ短くなっていく

り、
文化史的にも注目すべき現象といえます。

人に吉日というわけでなく、自分の本命星とそ

からで、冬至になると
（大体12月22日頃）甲子
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夏・殷の時代は
中公新書 寺田隆信著「物語中国の歴史」
上記より引用させていただきました。
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季節を感じる事をしよう

ことりぽんぽんに

挑 戦
原田君に挑戦！ ～第１9 回～
歴史の苦手な原田君が知能クイズで反撃！？
貴方は何秒で解けますか？
正解は次号で発表します。
貴方の解答をメールでお送り下さい！
→ genjusai@gmail.com

あなたのいる部屋Aには３つのスイッチがあって、隣の
部屋Bの３つの白熱電球につながっています。
どのスイッチがどの電球につながっているのか知りた

みなさんは雪の妖精「シマエナガ」を知っていますか？
真っ白くてつぶらな瞳でふわふわと真ん丸い特徴の野鳥です。
シマエナガは青森以北に住んでいるので、関東では見かけられ
ないですね…。昨年、北海道に行ったときにいるのではと期待し
ましたが、会えませんでした。今回は手芸好きな私が好きなシマ
エナガをtrikotriさんの「ことりぽんぽん」(誠文堂新光社）という
本を見ながら作りました。

いのですが、部屋Bに入ったら部屋Aには戻れません。
どのスイッチがどの電球につながっているか知るため

シマエナガ
和名は島柄長
スズメ目エナガ科エナガ属
体長7.5ｃｍ、体重9.5ｇ
人間の手の平程の大きさ
主な生息地は北海道
性格は意外と気性は荒く、
なわばりに入ってきたよそ者
は執拗に追い払う。

には、どうすればいいでしょう？
部屋 A

部屋 B

回ぐらい巻くよ
200

ポンポンメーカーに指定された回数の毛糸を巻い
ていきます。巻けたらポンポンメーカーの真ん中の
隙間をはさみで切って、タコ糸でしばります。

頭と胴のポンポンを互いのタコ糸で
結んで連結させます。飛び出ている毛
糸をカットします。
でパシャリ
！
お外

27号の問題
牧場に３頭の牛がいます。
１頭目は一年間に牧場の6分の１、
２頭目は8分の１、３頭目は12分の
１の草を食べます。
３頭が牧場の草
を食べ尽くすのは何年何ヶ月後で
しょう？

27号の解答
食べ尽くすことはない

96

草はどんどん生えてくるので、食べ尽くすことはありません。ウッシッ
シ。ちなみに食べたら生えてこないとすれば、
３頭の牛が１年で食べる
草の合計は２４分の９なので、
２年３ヶ月で食べ尽くすことになります。
出題者の人格が疑われる意地悪問題ですねっ！ウッシッシ。

手の平サイズで
かわいい

目やくちばしをつけて、尾羽は毛糸を羊毛
フェルトの要領でフェルディングして胴
体につけます。足はワイヤーで作り、毛糸
を巻いて差し込みます。

なかなかリアルな感じにできました。割とスリ
ムです。よく写真でみるコロンと丸い姿は寒く
て体を膨らませている姿だったんですね。
今度はコロンと丸いフォルムのシマエナガに
挑戦したいです。
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茶柱探検隊
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