
2014年ありがとうございました！ 

2014年12月30日 

今年も残すところあと２日。 

一年ありがとうございました。 

皆さんはどんな一年でしたか？ 

私はお陰様で元気に年末を迎えられて、こうしてご挨拶が出来ます！ 

良かった良かった。今年引越しをしたのですが、以前住んでいた地域の、もうすぐ90

歳になる友人から一枚の絵をいただきました。 

尾岱沼の打瀬船を描いたものです。「故郷を思い出して下さい」と。年末年始、久し

ぶりに帰省します。母親に顔を見せてきま～す（笑）ずっとお仕事という方もいらっ

しゃるでしょうが、どうぞ良いお年をお迎え下さいね。皆さんにとって 2015 年が素

敵な年になりますように。  

大根おろしアート 

2014年12月23日 

沢山の反響を頂きありがとうございました！ 

また、出来たらいいなぁと私も思います♪さて、毎日寒い日が続いていますが、 

このところ週に2日は鍋をやっています。今日は”もみじ鍋”にしよう！ということで、初めて大根おろしアートに挑戦してみました！ 

 

雪だるま。鍋に入った雪だるま。崩れてきても笑顔の雪だるま。 



 
そんな目で見つめないでーーーーー、わぁーーーーーーー。溶けちゃった。では、いただきまーーーーーーす！！！ 

 

こずと亜樹と美香がガッチャンコ！！ 

2014年12月20日 

明日 21（日）13：00～の「HBC ラジオウィークリー スペシャル」は、 

パーソナリティーガッチャンコ企画！ 

ファイターズ DE ナイト！！の斉藤こずゑちゃん、アキトムの小橋亜樹ちゃんと私の３人が登場します。 

３人で同じスタジオに入るのは久しぶりでした。 

朝ドキッ！の放送終了後に収録したので、私の声が一番元気。 

こずと亜樹にとっては早朝のような時間帯で、冒頭のテンションの違いで分かって頂けるの

では・・・（笑） かつては一緒に旅行に行ったり、次の日のことも考えないで無茶な飲み方を

していた３人・・・無茶は私だけか？？？（笑） 

そんな昔話をしていると、忘れていたことが次々に甦って 

いつの間にか３人で涙を流して笑っていました！！どんなことになっているかは、明日の放

送を聴いて下さい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美香フェス報告！ 

2014年12月10日 

12/6（土）札幌北広島クラッセホテルで 

 

が開催されました！12階のノースエルフィンからの眺め。お天気にも恵まれて最高です！！ 

12：30 艶やかに着物姿で登場！曲はお馴染の♪天城ーーーー越えーーーーーーー 



 

続いては、今年初めての試み！お客様とのコラボピンクレディー♪。さすが！世代が同じ！！身体が自然に動きます（笑） 

 

そして、クリスマスプレゼント争奪 テーブル対抗ゲーム大会！ペットボトル分別競争に奮闘！真剣な表情です。 

 

 更には豪華賞品ががゲットできる大抽選会！突然札幌北広島クラッセホテルの石塚総支配人が登場！ 

ペアの温泉宿泊券を提供して下さいました！急きょ、支配人とのジャンケン大会に！！ 

 

  

 

 

 

 

さぁ、後半戦に突入です！4 度目の衣装替えで・・・出ました～！トリはサブちゃん ♪ まつり 

 

♪ 今年もーーーホントにありがとおーーーーー。「さようなら・・・・・・。ありがとうございました」 え？終わっちゃう？ 

でも、あの曲をやっていない？「アンコール、アンコール・・・・・・・・・・・・・・・・・・アンコール」 

大トリは 

「サブちゃん+アナと雪の女王」のコラボレーション！！♪ ありのままの姿見せるのよ・・・・ 



 
♪ ありのままの自分になるの・・・・・・ ♪だってもう自由よ！何でもできる～ 

 

 

♪ 何もこわくーーーーーーない 少しも寒くないわーーーーー♪ 満足気な表情でお客様のお見送りへ向かう ” サブ雪サブ雪サブ雪サブ雪”  

 

総勢 90 名の皆さんにお集り頂き、2 時間半の楽しい時間を過ごさせて頂きました。去年に引き続き、美香フェスを開催させて頂いて 

夏頃から「こういうことをやったらお客様は喜んでくれるかな？」「じゃぁ、これはどうかな？」と皆さんの笑顔を想像しながら考えてきました。 

当日、私の想像をはるかに超えるお客様の声と笑顔にホッとしました。ありのままの私を受け入れて下さったことに感謝します。ありがとう

ございました！最後になりますが、今回の美香フェスには沢山のご協力を頂き開催できましたことを、心から感謝申し上げます。 

田村美香オフィシャルＨＰでは、イベント情報を配信しています。 

ご希望の方は http://www.tamuramika.jp/001.html からご登録ください。 

※携帯電話から登録される方は、 

パソコンからの情報を受信できるように設定をお願いします。 

 

やぁーーーーーーー楽しかった！！ 

2014年12月7日 

昨日、札幌北広島クラッセホテルで開催された、 

田村美香フェスティバル「ありのままの忘年会にレリゴー♪」大盛況でした！！！ 

ご参加下さった皆さんありがとうございました。 



 

詳しくは、近々ブログで明らかになるーーーーーーーーーー！？ 

わーーーーーっ！？11月が終わってしまう！ 

2014年11月30日 

気が付いたら、明日から12月。 

11月のブログ更新は、これが初！！ごめんなさい。 

12/6（土）の美香フェス開催準備でバタバタしておりました。いいわけ（笑）今日やっと荷物の搬入が

終わりました！ 

その荷物 
 

今年は、手作りのお土産をご参加のお客様にお持ち帰り頂こうと制作活動を頑張りました！ 

（自分で自分を褒めてあげたい・・・・・笑）その過程は、美香フェス終了後にご報告しますね。参加

される皆さん！お会いできるのを楽しみにしています。 
 

たくわん校舎・新説？！ 

2014年10月21日 

私の母校・釧路江南高校は、かつて古い校舎をたくわん校舎と言っていました。細長い建物で、壁が

黄色。まるでたくわんのようだ！というのが理由。何故、黄色なのか？ーーーー湿原の真ん中にある

ので明るい色にした。ーーーー黄色のペンキが安かった。 

と様々な説がありますが、どれが本当なのか分かりせん（笑）先日、釧路に行った時に新たな説を聞

きました。 

「黄色はカモメが嫌う色だから、フンで壁が汚れるのを防ぐため黄色にした。ほら、全日空ホテルの

壁も黄色でしょう？」と。 

なるほど。でも本当にカモメ除けの為なのかしら？全日空ホテルのフロントで聞いてみました。答え

は分かりませんでした（笑）「20 年も前のことで当時を知る人はもう誰もいなく、ただ、隣りのフィ

ッシャーマンズワーフ MOO の建物に合わせてこの色になったと伝えられてはいます。」とのお話し。

黄色い壁の理由、まだあるのかも知れないですね。 

一日警察署長写真集 

2014年10月15日 

 中林 厚釧路警察署長より一日署長委嘱状の授与。一日釧路警察署長の田村美香です！講演の後、せっかく婦人警官の制服を着せて頂

いたのですから（？） ♪ピンクレディーメドレーを釧路湖陵高校器楽部の皆さんの演奏で歌って踊りました！ 

 

♪カルメーーーーーーン ♪ペッパーーーーーーーーーー警部 

着てみて分かりました。婦人警官のスカートは♪UFO の時の足もしっかり上がるほど。機能的なデザインなんです！！ 

会場は、一緒に口ずさむ人、身ぶり手ぶりで楽しむ人、手拍子をして下さる人・・・大いに盛り上がりました！ 

釧路の皆さんありがとうございました。 

 



一日釧路警察署長・田村美香「ペッパー警部よ～♪」 

2014年10月12日 

10月10日（金）釧路に行ってきました！何と一日釧路警察署長の委嘱を受け、婦人警官の制服姿で講演＆歌を唄って参りました（笑）

釧路市文化会館小ホールに沢山の方々がお集まりくださいました。高校時代を過ごした懐かしい釧路。思い出話に花が咲き、とても

楽しい時間でした。そして、釧路湖陵高校器楽部の皆さん！ピンクレディーメドレーの演奏！

とっても気持ち良く唄えました♪ 

ありがとうございました！！次の日の釧路新聞に写真入りの記事が載りました。 

お蕎麦屋さんに向かうタクシーの運転手さんが「記事が載ってるよ！僕読んだからあげるわ

ー！」といただいてしまいました。 

あのぉーーーーーーーーー写真を撮ったんですが、写真のサイズを変えるソフトの調子がよく

ありません（泣）今週中には、委嘱状授与の模様や熱唱の写真をアップ出来ると思います。ご

めんなさい。少しだけお待ちください。 

今年もやります！忘年会企画・美香フェス！！ 

2014年10月5日 

来る、12/6（土）札幌 北広島クラッセホテルで「田村美香フェスティバル ありのままの忘年会にレリゴー♪」を開催します。クラッセホテル 12

階の最高に眺めの良いスカイラウンジを会場にランチタイムにお送りする２時間半の田村美香フェスティバル、略して「美香フェス」です！ 

歌あり、トークあり、踊りあり、ゲームあり、抽選会ありで完全燃焼します！！お馴染のアノ歌はもちろんですが、今年流行ったアノ曲もお送

りする予定です。心に残る、笑って泣いて楽しんで頂けるステージを考えています！去年の忘年会に参加された方は、誰も予想しなかった

あの興奮の結末が甦って来るでしょうか？まだ、未体験の方にも是非味わって頂きたい忘年会です。ご夫婦、お友達同士、もちろんお一人

様も大歓迎です！！一緒に楽しみましょう♪ 

10/6（月）午前 9：30 から受付スタートです！お問い合わせ・お申し込みは、（株）クレオトラベルまで ℡ 011-205-1980 尚、「天然温泉 楓

楓（ふうふう）」の日帰り温泉入浴もセットなっていますので、身体も温まって下さい。又、そのまま宿泊を希望される方には、特別料金の宿

泊プランもご用意しています。皆さんの参加を心よりお待ちしています！！ 

銀太君おめでとう！！銀太君おめでとう！！銀太君おめでとう！！銀太君おめでとう！！ 

2014年9月22日 

5 月に放送した「美香の何でも 90 分！」で、札幌観光幌馬車の銀太君に乗って生中継をしました。 

その放送が、この度「平成26 年日本民間放送連盟賞 ラジオ生ワイド部門 優秀賞」を受賞しました。 

ありがとう御座います！！HBC ラジオの廊下にはこんな張り紙が。 

この知らせを私が聞いたのは少し前だったんですが、受賞が分かってすぐに大通西 4 丁

目にある幌馬車の発着点に銀太君の好物のリンゴをお祝いに持って行きました。手綱を

握っている渡辺さんが「銀太君、賞を取ったんだって！凄いね！！嬉しいね！」と言うと 

心なしか銀太君は喜んでいるように感じました♪銀太君はこれまでにも何度か中継に出て

くれています。お休み中の真冬の銀太君を訪ねたこともありました。銀太君は観光幌馬車、

4 代目の馬になります。 

幌馬車の後ろで観光案内のマイクを持つ土屋豊子さんのご主人光雄さんが、昭和53 年

に始めました。今では観光名物になっている幌馬車ですが、当時は警察の許可を貰うの

にも大変な苦労があったそうです。渋滞の原因になるのではないか。事故が心配・・・。そ

れでも、札幌の街に観光幌馬車を走らせたい光雄さんの想いは大きく、当時の申請書に

添付された光雄さんが書いた文章には、自然と街の調和に幌馬車は大きな役割を果たすことと、将来の札幌の観光名物となることがはっ

きりと書かれていました。渡辺さん、豊子さんと三人で御者台に座って、その文章を私が紹介しました。普段は幌の中に居る豊子さんが、私

の横で聞いています。遠くを見るように、じっと聞いていました。 

読み終えた時「そんなこと言ってたんだ・・・」と一言。亡くなったご主人の想いを継いでここまで来たことの感慨と、当時光雄さんが思い描い

た通り、札幌の観光名物になっている嬉しさと・・・、何とも言えない表情で答えて下さいました。中央区の街の中を走っていて、クラクション

を鳴らすドライバーさんは一人もいません。銀太君は見る人を癒し、ドライバーさんの心も緩めてくれます。銀太君おめでとう！！ 

 

茶碗茶碗茶碗茶碗と茶椀と茶椀と茶椀と茶椀 

2014年9月15日 

先週 「石川 和の器とお酒を楽しむ会」の司会をさせて頂きました。日本料理とお酒を頂きながら、山中漆器の「漆工房大島」4 代

目・大島太郎さんと輪島塗「ぬり工房 楽」の引持玉緒さんをゲストにお迎えして、”この器にはこのお酒”石川県の8種のお酒に合わ



せた8種の器をお持ち頂き、それぞれの楽しみどころをお聞きしました。最初に謝ります・・・・。 

写真を撮り忘れました（涙）・・・ごめんなさい。想像して下さい。ひょうたんから作られたぐ

い飲みは、形も様々。盃の内側は金伯仕上げ！さすが石川！！山中漆器。世界に一つだけの器

です。能登半島の形をした徳利とお猪口は九谷焼。遊び心満点です！貝殻を模った平盃は、傘

をひっくり返したような形。輪島塗。お酒が入ったままでは置くことが出来ません。飲み切る

しかないんです。（笑） 

平盃は男性は片手で男らしく、女性は両手で女らしく飲める器。お酒に鼻がとても近づくので、

香りがより高く感じられるそうです。確かに！！！！！一つ一つこだわりのポイントを伺うの

は本当に興味深かったです。器以外にも、スマートフォンを差し込むと音が大きく響くスピーカーのようなボックスを作ったり・・・

漆器の新たな創造を楽しんでいらっしゃいました。大島さんのこだわりは”普段使い出来る器”。最後にこんなことをおっしゃってい

ました。「ご飯は多くの皆さん石偏の茶碗を用いますよね。お茶を飲む時の器にご飯を入れたんです。木偏の椀は使わなくなりました

ね。木の椀は蒸れなくてご飯を美味しく食べることが出来ます。 

使う程に味わいが出て、修理しながら長く使える良さがあります。是非、木の器でご飯を食べて下さい。」木の茶椀を求めたくなりま

した。仕事しながら私もお酒を頂いて、とても楽しい会になりました。イベント終了後、 

大島太郎さん、引持玉緒さんとご一緒に。新たな出会いに感謝。 

枝豆収穫しました枝豆収穫しました枝豆収穫しました枝豆収穫しました 

2014年8月27日 

家庭菜園の枝豆。6 株植えて大きく成長したのは 4 株。収穫できた枝豆は片手に小盛の量でした。 

早速、茹でてみました。 

 

見た目は、立派な枝豆。味は？？？始めの一つ・・・・・・・味がない。ニつ目、枝豆の味がする！！三つ目、味がする。

四つ目、また味がない・・・・。こんな少しの量で味がバラバラ（笑） これが、今年の枝豆でした。ミニトマトはまだ採れま

すが、収穫の終わったプランターを片付け始めました。ちょっぴり淋しいですね。 

幻の街幻の街幻の街幻の街”キラクキラクキラクキラク” 

2014年8月24日 

故郷・別海町の野付半島ネイチャーガイドを初体験。 

ネイチャーセンターからトドワラまでを、ガイドの坂下さんが案内して下さいました。 

トドワラまで行くのも四半世紀ぶり（？）くらい・・・かしら

（笑） 

 

 

 

 

 

野付半島の形はわかりますか？ひらがなの”つ”の字の形。細長い半島です。難しい言葉で”カギ状分岐砂嘴（かぎじょうぶんきさし）って言

います。潮風にさらされる過酷な状況下でも植物はたくましく生きています。”ななかまど”は身長 155 ㎝の私の目線と同じくらい。 

幹が太いのとても小さいんです。”薔薇イチゴ”小さい時良く採って食べていました（笑） 鹿の親子が居ました。全然逃げない。安心しきって

生きています。食べるものもいっぱいあって、すぐ側で海水をなめることも出来て住みやすい

のでしょうね。トドワラです。立ち枯れた木々が淋しい。幻想的

な場所。有名アーティストのプロモーションビデオや CD ジャ

ケットの写真撮影に使われることも多いところ。立っている木

も随分少なくなりました。でも倒れても、今度は他の植物の器

の役になります。自然の作るプランター。 

 



木道が隆起しているのが分かりますか？杭の下の部分の色が違います。真冬に

凍って盛り上がってしまいました。厳しい冬の気候が想像できます。潮が満ちてき

ました。綺麗な海水の流れの中に見えるこ

れは、”アマモ” 北海シマエビの住かになる

植物です。茹でると真っ赤に変わる、あのシ

マエビの美味しさはこのアマモが育んでい

ます。 

砂浜に降りてみると平べったい小石ばかり

の砂利。知床半島の岩石が海流に乗って、

削られて削られて野付の浜に辿り着きました。中には、こんな綺麗な石も。メノウ。知床から来た証拠だそうです。 

向こうに見える陸地。 

”オンニクリ”という場所に 1800 年代の暮らしが残っているそう

です。江戸時代の食器などが多数出てきます。当時対岸から

は、夜になるとかがり火を焚いて、何やら楽しそうに見えてい

たそうです。「気楽な人たちだな」と言った人が居るとか居ない

とか・・・。その街の名前が”キラク”。 

この場所に立つと、今でも遠くが蜃気楼でゆらゆらと見えて江

戸時代の暮らしを想像するとワクワクします。ジブリ映画のマーニーの思い出」の湿地の中に「千と千尋の神隠し」の湯婆婆のいる建物が

思い浮かびました（笑） 今週、北海道の歴史に詳しいノンフィクション作家の合田一道さんが番組のゲストでいらっしゃいました。 

番組終了後に”キラク”のことについて話していたら、「その場所に足を運ぶことが大事なんだよね。文字にはならないものが感じられる」と、 

文字を書く合田さんの言葉なだけに重みを感じました。次回の番組出演の時に、野付半島の歴史について書かれた本を見せて下さること

になりました。”キラク”への興味がまた大きく膨らみます！ガイドの坂下さんお勧めの季節は秋だそうです。私も別海の秋は大好きで

す！！ 

？別海町？別海町？別海町？別海町 

2014年8月14日 

仕事先で名刺交換をする時、番組の名刺と一緒に観光大使の名刺を差し出します。受け取った相手は、「どこにあるんですか？」「この形

（野付半島）面白いですね」等・・・反応は様々です。先日、「このマークはえびですか？」と名刺にある別海町の町

章の意味を聞かれました。 

？？？？？考えたこともありませんでした。「巴のようにみえますよねー」と言うのが精一杯。見慣れたこのマーク。

意味なんて考えたこともありませんでした。「調べてみます」とお答えしました。 

答え：波頭でした！巴のような形は、波頭で海を表現。中央の分銅は町内の興隆を、左右に跳ねた翼は躍進を意

味するそうです。町章は昔から学校の体育館の演台の真ん中にあって、全校集会や式典のたびによく目にしてい

ました。「アンパンマンのようだなぁ」なんて思ったり・・・（笑）別海町のこと、知っているようで分からないことが結構

あるものです。勉強になります。今度はどんなことを聞かれるのかちょっと楽しみでもあります。 
 

アポイアポイアポイアポイの火祭りに行ってきました！の火祭りに行ってきました！の火祭りに行ってきました！の火祭りに行ってきました！ 

2014年8月5日 

様似町の知人に誘われて、初めてアポイの火祭りに行ってきました。宿泊はアポイ山荘。着いて直ぐにアポイ山荘のレストランでちゃんぽ

ん麺を頂きました！（笑）美味しすぎて食べちゃった後の写真でごめんなさい。「ひだかウマウマちゃんぽん麺」企画で、ここアポイ山荘では

特製エビ油をかけて食べます。 

これが、旨い！！そして、アポイ山

荘でもう一つ面白い物を発見！ 

シャンプーバー！ 廊下に置かれた

3 種類のシャンプーの中から好きな

のもをプラスチックの容器に入れて

お風呂に持って行きます。使いすぎ

なくて、良いなぁって思いました。 



さて、火祭り会場に着く

と、つぶ焼き、焼き鳥、ビ

ール・・・美味しそうなテ

ントが並んでいます。や

っぱり頂いちゃいました。

様似のゆるキャラ、カン

ラン君とアポイちゃん 

 

お祭りを大満喫していたら、スタッフの方から「美香ちゃん、ステージに出て貰える？」と声が掛り、飛び入りで坂下様似町長と点火式セレモ

ニーに参加することに。 

 

せっかくなので？火祭りを盛り上げる為一曲歌のプレゼント（押し売り）♪♪くらくら燃える火をくぐり・・・天城越えーーーーーーーーーーー！ 

 

サーチライトが私を照らす！かっこいい！！そして、いよいよ点火式です。 

 

まるで聖火ののように、ステージ両上に点火！！ 

ステージ前にも手作りキャンドルが灯されました。「夢灯り」と名付けられた牛乳パックで作るキャンドル。あったかい温もりある明かりです。 

 

そして、一日目のラストは花火。ガスと煙に包まれながらも、綺麗な花火でした。 

2 日目。 

えりも岬まで足を延ばしました。 

えりもも濃いガスがかかって海は見えませんでした（笑） 

様似、えりもの夏を堪能しました！ 



引っ越して引っ越して引っ越して引っ越して良かったこと・・・・パート良かったこと・・・・パート良かったこと・・・・パート良かったこと・・・・パート1 

2014年7月23日 

ベランダからの夕日が綺麗！！雨上がりムシムシした一日でしたが、こんなに素敵な夕日が見られました。 

 

 

みんなみんなみんなみんなで楽しむ木工作で楽しむ木工作で楽しむ木工作で楽しむ木工作 

2014年7月21日 

7/19（土）、20（日）木工作のイベントの司会をさせて頂きました。会場は、小樽市銭函にあるログハウスのトベックス。 

真夏の太陽が照りつける中、朝9時半の開場前には多くの親子、ご家族の方々が並んでいらっしゃいました。「おはようございます！

いらっしゃいませ！！」お客様のお迎えから始まります。10時半HBCラジオ「土曜は朝からのりゆきです」の中継に参加。 

リポーターの奥田ゆかちゃん、一緒に司会をさせて頂いた 

”はしさんこと橋之口さん” 楽しい空気だけは伝わったのでは？！（笑） 

メインイベントは「ちびっこ木工作コンテスト！」ログハウスを作る時に出る端材を利用して作られる作品は、本棚、小物入れ、大

きなベンチ、キックボードにヘリコプター、カレンダー・・・自由な発想で力作が続々登場。 

プロの大工、家具職人、ログビルダー（丸太の加工組み立てをする人）が賞を決定！受賞の子供たちは誇らしげでした。 

会場では、ゲーム大会も行われパカポコ競争のデモンストレーションもやってしまいました。 

司会をしながら一緒に楽しんだ木工作イベント。日焼け止めはしっかり塗ったつもりでしたが、ここまでは塗っていなかった！！！ 

耳の上の部分が赤い！今日になって気づきました（笑）ご参加頂いた皆さんありがとうございました。 
 

勇気があれば勇気があれば勇気があれば勇気があれば    人間だって人間だって人間だって人間だって    蝶になれる！？蝶になれる！？蝶になれる！？蝶になれる！？ 

2014 年7 月 7 日 

田村美香と行く 由仁町日帰りバスツアー～勇気があれば 人間だって 蝶になれる～ 

晴天の下開催！7/5（土）午前 8：00 札幌駅北口を出発～！遠くは旭川、帯広からのご参加も。ありがとうございます。 

午前 9：20 由仁町到着。早速パークゴルフ場へＧＯ！ 

一人で素振りの練習！今回は代打・田村美香としてお呼びが

掛ったら登場予定でしたが、皆さんお上手で、私の出番は殆

どありませんでした（笑） 

プレーが終わった後は「自分が優勝だ！」という声が

続々！！！！！！！（驚） 

 



パークゴルフの後は、温泉へ。女性の方は入浴後「すっぴんＯＫですよー！」と言っていたのですが、 

とっても綺麗にされていて、誰なのか迷うことなく無事昼食会場へ。 

由仁町産の野菜をたっぷり使ったランチバイキングは人気で、皆さんモリモリおかわりされていました。 

お腹がいっぱいになって、午後はゆにガーデンの見学。 

ここでサブタイトルの～勇気があれば～勇気があれば～勇気があれば～勇気があれば    人間だって人間だって人間だって人間だって    蝶になれる～蝶になれる～蝶になれる～蝶になれる～の真相が明らかに！！！！じゃじゃーーーーん！ 

 

 

 

着替えに時間が掛り、皆さんガーデンの見学は一通り終わったようで・・・・どなたにも会えず。 

ガーデン内を走るバスの運転手さんキンバリーさんとパシャ！でも、最後は皆んなに会うことが出来ました 

 
由仁町を出発。一路札幌へ。バスの中では、半ば強引に目が覚めるようなトーク（？）と歌 ♪ ♪ ♪のプレゼント。 

 

 

皆さんお付き合い頂きありがとうございました。 

今年の夏も良い思い出が出来ました☆ 

おまけ・・・・・・・・・。 

皆さんをお見送りした後、札幌駅でトイレに行ったスタッフを待つ蝶。 

 

  

いよいよいよいよいよいよいよいよ明日、由仁町バスツアーです！明日、由仁町バスツアーです！明日、由仁町バスツアーです！明日、由仁町バスツアーです！ 

2014年7月4日 

田村美香と行く由仁町日帰りバスツアー～勇気があれば 人間だって 蝶になれる～いよいよ明日になりました。 

お天気も良さそうです。いや、良すぎるようですから参加の皆さん、暑さ対策はしっかりとして行きましょう ね♪ 

皆さんに楽しんで頂こうと、色々な仕掛けを用意しています（笑）何が飛び出すかはお楽しみに！！どんなツアーになったかは、後日ブロ

グでご報告いたします。 

第第第第54回回回回 尾尾尾尾岱沼えびまつり岱沼えびまつり岱沼えびまつり岱沼えびまつり 

2014年6月30日 

故郷別海町に行ってきました！6/28（土）29（日）尾岱沼漁港特設会場で第54回尾岱沼えびまつりが晴天の下盛大に行われました。

今年のえび漁は去年よりも良いと聞いて一安心。この時期、地元でしか味わえない獲れたて茹でたてのえびは最高でした！！毎年驚

くのが道外からのお客様。イベントに参加して下さった方は、新潟、岡山、三重・・・各地からの方。道の駅の駐車場には、キャン

ピングカーがズラッと並んでいました。今年のステージの司会は、ＨＢＣの鎌田強ＡＮと私田村美香。 



えび娘の3人と一緒にまつりを盛り上げました！ 

 

今年の歌謡ショーは、地元尾岱沼出身の伊勢大貴さんが登場！今、子供たちに大人気の「烈車戦隊トッキュージャー」の主題歌を歌

っています。会場の子供たちは飛んだり跳ねたり、一緒に歌って大興奮！伊勢大貴さん自身が子供の頃、えびまつりの戦隊ショーを

夢中になって見ていて、そのステージに今立っていることが嬉しくて嬉しくて！！！という気持ちが伝わる熱いステージでした。 

ＨＢＣラジオの公開録音は歌のゲストがあべ由紀子さん、そしてイケメン演歌歌手の山内惠介さん。山内さんの熱烈なファンの方も

大勢会場に詰め掛けて大盛り上がりでした。個人的には、♪ 知床旅情の原曲である♪ オホーツクの舟唄を、 

国後島が見える尾岱沼漁港で聴けたことが一番の思い出です。沁みたねーーーーーーーーーーー。 

 

ステージが終わって、山内惠介さんと鎌田ＡＮと一緒に。 

お近くの方、遠くからわざわざ足を運んで下さった皆さん、 

そして、実行委員の皆さん、漁協職員の皆さん有難うございました。 

また来年のえびまつりでお会いしましょう ♪ ♪ ♪ 

 

 

 

 

存在の美学ー札幌展ー存在の美学ー札幌展ー存在の美学ー札幌展ー存在の美学ー札幌展ー 

2014年6月25日 

週末土曜日、札幌芸術の森で始まった「存在の美学ー札幌展ー」に行ってきました。本物そっくりな写実絵画の世界で遊んで（？）

しまいました。「どうやったら、こんな写真のように描くことが出来るんだろう？」近づいて見ては遠ざかり、近づいては遠ざか

り・・・・・・・・・・・・・・・・を一番繰り返したのがこの作品！作・石黒賢一郎 「VISTA DE NAJERA」 

 

どうですか？！これ写真じゃないんですよ。 

セピア色の写真のようです。本物を見たらもっと感じますよ！ 

 

 

 

 

 

続いての作品は、廣戸絵美 「廊下」 

ここの廊下に私が立っているような錯覚に陥ります♪ 

凄い！凄ーーーーーーーーーーーーーーーい！！しかし、綺麗なお花でもない、美しい風景でもない、日常使う廊

下をなぜわざわざ描くのだろうか？ 

密かに疑問に思っていると、会場にいらした画家の永山優子さんが 

「これは廣戸さんがいつも通っている廊下なんです。 

何気ない日常のものを描くことでそこが魅力的に見えたりする。それも私たちの役割だと思っています。」とおっしゃ

いました。・・・もしかしたら・・・毎日歩いている古い（？）HBC ラジオの廊下や階段も・・・作品になったらどんなに魅力

的に描かれるのだろう・・・・・・と思えたのでした ♪ 描く人のそんな想いも乗っているから、写真とはまた違う、そこに

ある存在の魅力が引き出されるのかしら？ 

「存在の美学ー札幌展ー第三回伊達市噴火湾文化研究所同人展+9」 

会期：7/6（日）まで  

会場：札幌芸術の森（℡：011-591-0090） 会館時間：午前9：45～午後 5：30（入館は午後 5 時まで） 

 



早くも早くも早くも早くも収穫！！！！ 

2014年6月22日 

やっと太陽が顔を出した週末でしたね。家庭菜園を始めて一週間、早くも収穫できた（？）レタス。 

というか、苗の移植をした時に既に青々とした葉っぱが大きくなっていたのですが・・・・・（笑） 

それでも、毎日水をやっていたら葉っぱはピーンと元気な様子でした。しかし、摘まんで食べる葉は

苦く感じていましたが・・・・・、 

サラダにしてみたら・・・これが美味しい！！葉っぱ、トマト、生ハム、モッツァレラチーズに塩と

オリーブオイルで味付け。 

モリモリ食べてしまいました！ 

 

ほとんど他力の収穫ですが（笑）、 

自分で手を掛けたものを食べるっていいものです。 

いつものサラダと一味違いました。 

家庭家庭家庭家庭菜園はじめました！はじめました！はじめました！はじめました！ 

2014年6月17日 

番組の中継でもお邪魔したことのある、江別市美原のヤマト種苗さんに土とプランターと苗

を買いに行ってきました。 

買い求める人のピークは一段落したようで、最初から最後までお世話になりっぱなし(^_ ;̂)

ヤマト種苗さんで土入れから苗の移植まで全てやって持ち帰りました。ミニトマト、枝豆、

レタス。これからの成長が楽しみです！ 
 

三角山三角山三角山三角山初登頂！！！！ 

2014年6月6日 

美香の何でも90分！今週は三角山登山でした。Ｈ

ＢＣの山ガールこと堰八紗也佳ＡＮと一緒に登り

ました。気温30度を超える真夏日の中の登山でし

たが、木々の葉に遮られて直射日光は当たらず木

立の中を気持ちの良い汗をかいて登ることが出来

ました♪所要時間、約 40分。頂上で食べた、紗也

佳ちゃんが持ってきてくれた手作りのおにぎりと

保冷剤でヒンヤリ冷えたミニトマトの味は最高で

した！！ご馳走さま～！！！  

親子親子親子親子田植え体験教室体験教室体験教室体験教室 

2014 年6 月 3 日 

6/1（日）江別市美原の田んぼで行われました！晴天の中 68 人の方がご参加くださいました。参加のきっかけを伺うと、息子さんが小学校

に入学した記念に、又は小学校を卒業する記念にという方、孫にお米を作る大変さを体験して欲しかったというおばあちゃんもいらっしゃい

ました。さすが！！おコメ農家だったというおばあちゃんはスピードも速く綺麗に植えていきます。本当にお見事！教えてくれた美原若衆の

メンバーもビックリでした。夢中になって植えてるからでしょうね。今回は子供たちが泥んこになる割合が高かったように感じました（笑） 

田植えを終えて、お昼ご飯を食べる場所に向かう途中、アスファルトにめんこい泥んこの手形を発見！頑張った証し♪ちょっと曲がってると

ころは愛きょう（笑）みんなで一生懸命植 えました！大成功！！写真は失敗。指が写っちゃいました。 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

田村美香と行く日帰りバスツアー！！田村美香と行く日帰りバスツアー！！田村美香と行く日帰りバスツアー！！田村美香と行く日帰りバスツアー！！ 

2014年5月27日 

今年は由仁に行きます！！ＨＰでも既にお知らせしています日帰りバスツアーのご案内、 

お申し込みを頂いている皆さんありがとうございます！！ご検討中の皆さん早めのお申し込みをお待ちしています。週末、現地由仁

町の下見に行って参りました。今回のツアーは、パークゴルフあり、温泉あり、ランチバイキングに、ゆにガーデンの見学（マル秘

企画実行！）という盛沢山の内容です。パークゴルフって私今まで経験がなかったのですが（もちろんゴルフもやったこと無いです

が・・・笑）、楽しいものですね！！ 

最初は打つ加減が分からなくてオービー（笑） 

でもだんだんコツがつかめてきた後半はパーやバーディーも出しました！ 

しかし・・・ゴールが見えた最後のホールで力が入り７打も多く叩いてしまい・・・ 

スコアはご覧の通り。 

これでも、面白かったですね。 

ご年配の方に人気のスポーツですが世代を超えて楽しめることを実感！ 

初めての方でも大丈夫ですよ！身体を動かした後はハーブのお風呂もあるユンニの湯

で汗を流し、ランチバイキング！！ 

地元で採れる野菜がふんだんに使われたお料理は、女性に大人気です。 

これは、玉ねぎのまるごとフリット、 

玉ねぎの甘さがそのまま味わえました。魚、お肉のメインはもちろん、 

パスタ、お米の料理も美味しかったけど、 

付け合わせの野菜も含めて野菜の新鮮さに感動のランチバイキングです！ 

最後のデザートは、 

自分で調合出来るブレンドバーブティーと一緒に頂けます ♪今は菜の花が満開のゆにガ

ーデン。 

これからがお花の季節。 

７/5 のツアー当日は、色とりどりのお花と田村美香があなたをお迎えします（笑） 

どんなおもてなしが飛び出すかは参加してのお楽しみ ♪この夏の思い出を一緒に作りま

せんか？ 

「田村美香と行く由仁町日帰りバスツアー！～勇気があれば「田村美香と行く由仁町日帰りバスツアー！～勇気があれば「田村美香と行く由仁町日帰りバスツアー！～勇気があれば「田村美香と行く由仁町日帰りバスツアー！～勇気があれば    人間だって人間だって人間だって人間だって    蝶になれる～」蝶になれる～」蝶になれる～」蝶になれる～」 

お問い合せ・お申し込みは「クレオトラベル」まで 

℡011-205-1980 

fax011-205-1988（24 時間受付） 

営業時間/9：30～18：00（土・日・祝日も営業）  

  

引っ越しました引っ越しました引っ越しました引っ越しました 

2014年5月6日 

10年ぶりの引越しの準備と片付けに追われて、いつの間にか自分の誕生日が過ぎてしまいました。遅くなりましたが、番組に頂いた

お祝いメールありがとうございました！様々なタイミングがこの春だったようで、せっかく交流が増えた町内会の方々との別れは淋

しくもありましたが、思い切って新しい住まいに移ることにしたのでした。改めて、こんなに捨てるものがあるのかと驚きますね。 

引越しの日が近づくとともに茶碗が消え、コップが消え、やかんが消え・・・家で食べるものが作れなくなっていきます。 

段ボールに囲まれて生活をするようになり、ガーベラを一輪買ってきました。花瓶もしまって

しまい、ペットボトルが花瓶代わりです。 

生のお花ってこんなに安らぐんだと実感。 

当日の朝、みかんの缶詰を食べようとしたら”フォークがない！！” 

どうしよう！？？ 

・・・・・・・ 

そうだ！避難袋にフォークが入っている！！ 

避難袋がこんな形で役立つとは。 

週末土日は引越し三昧でした。 



10 年間ありがとう、私の部屋。 

  

ジャンボジャンボジャンボジャンボさん  

2014年4月16日 

ジャンボ秀克さんの追悼番組を放送して 1 週間が経ちました。鈴木一平さんと DON さんと一緒に振り返ったジャンボさんの思い出

は、楽しいことばかりでした。”何か仕掛けて来るぞー”って時は狙ってる表情になる。エンディングのコメントはワザと途中で切れ

るようにしゃべっていた。失敗も笑いに変える機転の早さ。そして、圧巻は曲のイントロ紹介です。 

「行けー！」「やったー！」という言葉を盛り込んでピタリとイントロに納める曲紹介はジャンボさんの真骨頂！ 

その話芸を目の前で見せて頂いたのは私にとってとても幸せな時間でした。初めてジャンボさんと同じスタジオでマイクに向かった

時の感動を、以前Voice Messageのページの ”厚み”（vol.48） でお話しさせて頂きました。http://www.tamuramika.jp/p5.html 

一言発しただけでその場の空気を一瞬にして明るく変えてしまうパワーを持っているジャンボさん。ですます調の丁寧な言葉が、突

然北海道弁に変わる気さくさが大好きでした！放送を楽しむことを教えて頂きました。 

もっとご一緒したかったです。ジャンボさん、ありがとうございました。 

ミモザの花が満開！ミモザの花が満開！ミモザの花が満開！ミモザの花が満開！ 

2014年4月4日 

札幌市北区にある百合が原公園「緑のセンター」大温室のシンボルツリー・ 

ミモザの花が満開です ♪ ♪ ♪ 

ビタミンカラーの黄色が元気をくれます。 

4 月中旬くらいまで楽しめるそうです。 

一見の価値あり！ 

 

 

 

 

 

 

 

どら焼きでどら焼きでどら焼きでどら焼きで船出！？！？！？！？ 

2014年4月1日 

今日から朝ドキッ！はプチリニューアル！オープニングテーマがなくなりました。9時の時報のあと直ぐにしゃべり出すことに・・・

慣れません（笑）これまであった 23 秒のイントロがなくなって以外に大きいものですね。あの僅かな時間で「よーし、今日も行く

ぞー！！」という気持ちを整えていたのかも知れません。でも、山内さんも言ってましたが外からのトピッカーのリポートは、以前

よりリアルな空気が伝わってくるように感じました。スタジオのトークもまっすぐ電波に乗る感じ。考えてみたら、BGM が無い中

で話しをすることが最近いかに少なかったかということですよね。新鮮です。そして、あの頃探偵団団長・ライターの杉村悦郎さん

が久しぶりのご出演でした。体調を崩されていて心配していましたが、お元気なお顔に再開できて嬉しかったです！！ 

お帰りなさ～い ♪杉村さんには毎月一回、いっきに時代を飛び越えてちょっと昔の忘れかけた出来事を解き明かすアラフォー、アラ

カン世代のレトロエンターテイメント「あの頃探偵団」でお世話になっています。今日は本題に入る前に、入院生活とラジオについ

て沢山語って下さいました。同じ部屋の方々は、それぞれに状況が違うけれど「治りたい！！」気持ちは一緒。そんな中でゆったり

とラジオを聴いて下さっている方が多かったそうです。ラジオは癒しのメディアであることを再発見したとおっしゃっていました。 

杉村さん、朝出て来る前にテーブルに「どら焼き」を発見！たまたま置いてあっただけのどら焼きを見て、4/1 今日という日に相応しい食べ

物であることに感動！！銅鑼の音で出航する船ですね ♪4 月からの朝ドキッ！宜しくお願いします。 

釧路に釧路に釧路に釧路に行ってきましたきましたきましたきました 

2014年3月18日 

週末釧路へ行ってきました。高校時代の3年間を過ごした街ですが、当時とは学校の建物も周辺の様子もすっかり変わっていました。 

路線バスの名前も変わっていて「このバスに乗ったら、多分新橋のヨーカドーまで行くんじゃなかったかな・・・・」うろ覚えで乗

ってみたのですが、大曲を過ぎて左手前方にヨーカドーの大きな「7」の文字が！あった！！しかし、バスは無常にも右折してしまい

ました（泣）慌てて降車ボタンを押しましたが間に合わず、バスは次の停留所まで暫く走ったのでした（笑）そこから 20 分程歩い

たでしょうか、日差しはあってもさすが釧路！風が冷たい冷たい！！耳が痛くなり耳かけとネックウォーマーを購入。思わぬ出費。 



お店には、卒業、入学シーズンということもあり市内各高校の制服が飾られていました。私のころの江南高校の女子の制服はセーラ

ー服に黒の三角タイを自分で結んでいましたが、今も同じ3本線のセーラーを見て嬉しくなりました！釧路はお蕎麦屋さんが多い街

でも有名です。しかもクロレラ入りの緑色の麺。日赤病院近くの若竹町の東家は当時行っていたお店です。大ざるを頂きました！！ 

 

「懐かしい味！！」と思っていたら 

店内に流れていたラジオなのか有線からなのか、 

尾崎豊の ♪Forget-me-not  忘れな草 が聞こえてきました。 

私が高校時代にハマっていた尾崎！しかもお蕎麦屋さんで尾崎？！ 

何て不思議な巡り合わせでしょう ♪♪♪ 

別海の田舎から大都会釧路に出て来た、○○年前の春 3 月を思い出していました。 
 

旅する木旅する木旅する木旅する木 

2014年3月13日 

昨日の「何でも90分！」は当別町に行ってきました。 

雪に埋もれる二宮金次郎像（笑）廃校になった旧東裏

小学校を家具工房として使っている「旅する木」のカ

フェスペースをお借りしたんですが、 

以前職員室だった部屋がカフェになっています。 

平成20年3月の行事予定が書かれた黒板がそのまま残

っています。 

桜の木で作ったソラマメのような形をした大きなテー

ブルと座り心地のよい椅子。春の日差しがたっぷり入

りこむ温かい部屋でした。体育館が工房。細長い廊下

には廃校当時の児童のマラソンの記録が貼られていた

り、 

跳び箱が置かれていたり、水飲み場の蛇口のを見ているだけで 

自分の小学校時代が蘇ってくるような懐かしさに包まれた工房です。一つの教室がギャラリーになっています。須田修司さんが作っ

た椅子に座ることが出来ます。ロッキングチェアーは、雲に乗っているような、ふわふわした優しいゆれが気持ちよかったです♪ 

カフェは5月～10月の土日に営業します。 

「旅する木」当別町東裏2796-1 旧東浦小学校 ℡0133-25-5555 

美香の金曜ロードショー美香の金曜ロードショー美香の金曜ロードショー美香の金曜ロードショー 

2014年3月4日 

映画の祭典 第86回アカデミー賞の発表がありましたね。「美香の金曜ロードショー」としても注目でしたが（笑）、 

「それでも夜は明ける」が大賞受賞。今週末公開ですね。 

先週金曜日の映画はミステリーの紹介でした。（「美香の・・・」は私が見てきた映画を、私独自の視点でココが気になりました。 

ココを見てくださいと紹介している。他はない映画紹介のコーナーです。） 

”ゲノムハザード～ある天才科学者の5日間”を紹介しましたが、ミステリーは紹介が難しいですね。 

「美香さん、今日の紹介ちょっとネタバレでしたね」と指摘され、暫く考えて・・・「あーーーーーそうか！そうだねぇ」とその時に

気付いた次第です（笑）《遅－－－－－－－－－－－い！》 

「美香の金曜ロードショー」は有難いことに楽しみに聴いて下さっている方も多く、実際に見に行くとそのシーンが出て来ると可笑

しくって笑っちゃった！とか、そのことが気になって映画に集中できなかった！とおっしゃる方も。また、私も忘れた頃に DVD で

ご覧になった方がわざわざ感想を下さったりもします。リスナーさんから映画情報も頂くんですよ。先日も、「”ペコロスの母に会い

に行く”を見てきました。久々に本気で泣きました。生きる事と言うか、人間関係に少し疲れている状況で見たんですが、少し元気を

貰いました。そして、87歳の母を想いました。いい映画をありがとうという気持ちです」と。その時の自分の気持ちに沁みて来る映

画ってありますよね。そんな映画に出会った時って、何とも言えない感動に暫く浸ることがます。”ペコロスの母に会いに行く”シア

ターキノで3/7今週の金曜日まで公開中！見たいなぁ、でも見に行けるかなぁ・・・。 

 

写真写真写真写真撮影 

2014年2月19日 

半年に一度のこの日がやってきました。春夏用のラジオの写真撮影。前回は家族写真風ということで着物姿でした。 



「どの着物にしようか。この帯ならこっちの帯揚げと帯締めがいいかなぁ」と着物はあれこれ考えるのが

楽しいのですが、 

洋服は大の苦手（笑）何からどう決めたら良いのか、頭の中が真っ白になります。 

ラジオ制作の女性スタッフに相談に乗って貰い、「もし見つからなかったら、このアクセサリー借りてい

い？」とか、「明日、家にある服を持って来るから見て貰っていい？」と撮影日ギリギリになってこの慌て

よう・・・・・（泣）人騒がせです。 

よし、最後にダメもとでもう一回だけお店を探してみようと午後から出かけました。すると、運良く見つ

けることが出来たんです！！レモンイヤローのカーディガンに麻のふんわりストール ♪ 

春らしくて良いんじゃないでしょうか ♪♪♪（自画自賛…笑）思わず嬉しくなって、わざわざHBCまで戻り

女性スタッフに見せに行きました！スタッフまで巻き込み、やっと決まった衣装。撮影は明後日金曜日で

す。どんな写真になるかは、お楽しみに！さすがに朝から着て行ったら寒いよなぁ。 

さぶーーーーーいですさぶーーーーーいですさぶーーーーーいですさぶーーーーーいですね！ね！ね！ね！ 

2014年2月7日 

今週は本当に寒い日が続いていますね。風邪などひていませんか。水曜日の「美香の何でも90分！」は

開幕したばかりのさっぽろ雪まつり大通会場からの中継でした。時折激しい雪の降る中、2時間ずっと外

にいると体の芯から冷えましたねーーーーー。7 丁目「HBC マレーシア広場」からの帰り道、船越ゆか

りアナウンサーと出会いました。開幕した雪まつりの様子をアナウンサー日記に載せる取材の途中だっ

たようで、「わーーー寒い中お疲れ様ーーー！」と優しい言葉を掛けて頂き、手も握ってくれました！（ゆ

かりさん、ありがとうございます。）一度別れてから駆け足で戻って来たゆかりさん。”凍りついた田村美

香”をパシャ！（これも雪まつりの一コマ？）その様子は、HBCのHP「アナウンサー日記」2014・2・6

（水）にアップされています。http://www4.hbc.co.jp/ana/list.php 

寒いだけじゃないですよ！あったかいプレゼントを頂きました。 

友達のおばあちゃんが編んだ手編みのカバーです！足元の心もあったか ♪ ♪ ♪ 

今シーズンは嬉しいことにソックスやカバーをよくいただきます（笑） 

 

ぶらとまぶらとまぶらとまぶらとま 

2014年1月30日 

今週の「美香の何でも 90 分」は”ぶらり苫小牧”（ぶらとま）でした。 

詳しくは朝ドキッ！の HP をご覧ください。 

http://www.hbc.co.jp/radio/asadoki/shot/140129.html 

最後にお邪魔した婦人服のお店”ブティック セルマン”には、 

お客様の憩いのスペースがあります。ストーブの横に座布団を敷いたベンチが

置かれ、テーブルにはせんべい、チョコレート等お茶請けのお菓子まで用意さ

れています。トーク冴えるご主人は三橋泰一さん。 

ご主人と話しをするのを楽しみに来店されるお客様も多いようです。そんな三

橋さんが「本当に美味しいものは、ここに置かないの（笑）」と言って 

奥から持ってきて下さったのがコレ！”千歳鶴の甘酒ソフトキャンディー” 

ホントに美味しかったです！！2 個もいただいちゃって申し訳ありません。ご馳走様でした。 

「ブティック セルマン」苫小牧市王子町 1 丁目1-20℡0144-36-1284 

 

ひつじゅひん！？ひつじゅひん！？ひつじゅひん！？ひつじゅひん！？ 

2014年1月21日 

毎日寒い日が続いていますね。 

台所に立ったりすると、ホントに足元から冷えます。 

「あったかい靴下欲しいなぁ」と思っていたら 

友達からこんなﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄを貰いました。 

羊のようなモコモコ素材 ♪ あったかいのぉー！この冬の、羊・ヒツジ・ひつじ・ひつじゅ・・・・ひつじゅひん・必

需品（笑） 

になりそうです。 



ゆ・と・りゆ・と・りゆ・と・りゆ・と・り 

2014年1月15日 

今年に入って始めたこと。ゆとりの無さがイヤだなぁ・・・と思っていた年末。 

「ヨシ、今年は落ち着いてゆっくり行動するぞ」と決めました。”朝一服のお茶を飲むゆとり” 

朝食のメニューは ご飯と納豆とお味噌汁だったり。本当に大したものじゃないけれど、最後一服のお茶を飲むゆとりがホッとできる

時間を作ってくれます。同じように「一人でランチ時の携帯のメールチェック」見てしまうと、返信せずにいられなくて食べながら

メールを打つこともしばしばでした。”食事が運ばれてきたら、携帯を置く！”これだけのことで去年よりもちょっぴりゆ・と・り ♪ ♪  

新年新年新年新年明けましておめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます 

2014年1月1日 

皆さんにとって良い一年になりますように。どんなお正月をお過ごしでしょうか？私は、

納沙布岬に初日の出を見に出かけました。 

が、季節外れの雨、みぞれ。風も強くて、ダウンコートもべちゃべちゃになるほど。 

四島（しま）のかけ橋にて 

寒いぞーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー！！ 

別海に戻ると青空が見えてきて良い天気。 

さっきまでの雨がウソのようです。同じころ別海は雪が降りました。 

水分たっぷりの重たい雪かき（泣）休日の顔はお見せできなくてごめんなさい 

 

こんな新年のスタートです。 

今年も宜しくお願いいたします！ 

 


