きっと、今年最後の桜便り
Posted by 田村美香 on 2012 年 6 月 17 日 in 日日 with Comments closed
釧路、根室に桜前線が到着したのが、５月中旬。約一ヶ月前！
今朝、別海の実家の妹から「家の庭の桜が こんな時期にひっそり咲いてたよ！」と
写真が届きました。
きっと、今年最後の桜便りです。こんなに長持ちするなんて、ビックリ！！
来月、新・ご当地グルメグランプリの司会で別海へ帰省します。
その頃には、夏らしくなっているかなぁ。
アスパラ日記 その３
Posted by 田村美香 on 2012 年 6 月 10 日 in 日日 with Comments closed
えー？！まだ新しい芽が出てくるんだぁー！！

びっくりしました！また、
小さなアスパラが顔を出しました。

いくつ、出てくるんだろう。楽しみになってきました。

葡萄の新芽を食す
Posted by 田村美香 on 2012 年 6 月 6 日 in ラジオ, 食 with Comments closed
今日の中継は、三笠の山﨑ワイナリーからお送りしました。葡萄の葉っぱを初めて頂きました！
山菜の苦味を想像していましたが、癖のないウドの葉のようで茎の部分に ワインを思わせる ほのかな酸味がありました。
葡萄の新芽。本番で食べすぎ！（隣り山﨑太地さん）
帰り際、ラジオを聴いていて下さった女性がロールケーキの差し入れを下さいました。
香ばしいココナッツがいっぱいのロールケーキ。
とっても美味しかったです！
あぁ！写真！！遅かった・・・・・・・・
（泣）ご馳走様でした。

「長栄堂いなば菓子店」のココナッツロール 三笠市幸町 7-12 ℡0126-72-2076
アスパラ日記 その２
Posted by 田村美香 on 2012 年 6 月 5 日 in 日日 with Comments closed

その後、アスパラはすくすくと成長しています！
伸びすぎなくらいです（笑）６月５日、５０ｃｍを越えました！！
先日の田植えの時、美原若衆の方から土を頂いてきました。
やっと、鉢への植え替え完了！！
いったいどこまで伸びるのかしら？？？
早乙女？？美香
Posted by 田村美香 on 2012 年 6 月 2 日 in ラジオ with Comments closed
晴天の下、親子体験教室に行ってまいりました！ＨＢＣからバス２台に分乗して、いざ江別市美原の田んぼへ。
私は２年ぶりの田植えです。
腰に苗の入ったバケツを巻き付け、
やる気満々！ 苗を植えつけるための印つけも大切な作業です。
かなり重かった！引っ張るのも一苦労。やっぱり機械は速いなぁ。
子供たちと戯れながらの田植えは楽しかったです♪
お腹もペコペコ！！待ってました！お昼ご飯。北海道米の特製おにぎりと豚汁、卵焼き、茹でたアスパラとレッドムーンも
とても美味しかったです！お世話になった美原若衆の皆さん、有難うございました。
立派なお米に育って欲しいなぁー。

ありがとう、帯広！
Posted by 田村美香 on 2012 年 6 月 1 日 in ラジオ with Comments closed
今週は帯広からの中継がありました。帯広に伝わる子守唄「赤い山青い山白い山」について、とかち童謡まつり実行委員会の
窪田稔さんに 開拓当時の様子を伺いながら、音楽教室を主宰されている 稲富鎮恵先生とコーラスグループの生徒さんが
♪赤い山・・・・を歌って下さいました。ジーーーーン・・・・素敵な歌でした！！！
北原白秋も その詩の美しさに感動して、自身の作品「赤い鳥小鳥」のもと歌になったそうです。
自分で口ずさむと、更に心に響くんですよね 。
さてさて、
前日から帯広入りしましたが、夜は焼肉！ビジネスホテルに大浴場があり、モール温泉でお肌つるつる！翌日は中継の後、洋
食屋さんでアスパラいっぱいのオリーブオイルのパスタを食べ、心も体もお腹も大満足でした！！
帰る前、
「ＣＩＮＥとかちプリンス劇場」
（帯広市西１条南９丁目）に立ち寄りました。
番組の「あの頃探偵団」のコーナーに出演くださっているフリーライターの杉村悦郎さんが、
ＪＲの機内誌に連載している”時の旅人”に この映画館が紹介されていました。杉村さん、私の為にわざわざ一冊下さったん
です。
（美香の金曜ロードショーで毎週映画紹介をしているから、気にかけていて下さったんですね。杉村さん有難うございま
す。
）築６０年の建物の急な階段を上がると、その映画館が有りました。過去の上映作品のポスター、上映中の作品、今後上映
予定の映画は、私が金曜ロードショーで紹介した映画も多くあり 嬉しくなりました。でも、今年９月で賃貸契約が終了するそ
うです。昭和の香りいっぱいの映画館がなくなってしまうのは、もったいないなぁと思いました。嬉しさ、楽しさ、淋しさ・・・
をお土産に持って帰りました。ありがとう、帯広♪♪♪
アスパラ日記 その１
Posted by 田村美香 on 2012 年 5 月 25 日 in 日日 with Comments closed
水曜日の中継で 江別・美原若衆の藤城さんからアスパラの苗を一株頂いてきました。
３年後には、収穫できる大きさになるそうです。
根元に小さなアスパラが顔を出しています。分かりますか？１ｃｍくらいの小さなアスパラ！
ところがこのアスパラ、次の日には３倍の長さ３ｃｍになりました！
更に翌日、３倍のなんと１０ｃｍになってしまいました
ラジオのスタッフからは、
「アスパラの苗をはじめて見た！」と驚きの声。
「金魚鉢に入っていそうな
草なんだ～！！」
確かに。この草が、苗を大きく育ててくれるようです。違う鉢に植え替えてあげないと。
さて、私はどこまで育てられるのか？また、ご報告しますね。
日食リポート
Posted by 田村美香 on 2012 年 5 月 22 日 in 日日 with Comments closed
朝ドキッ！でも、道内各地のリスナーさんからどんな風に日食をご覧になったか
電話を繋いでリポートをして頂きました。私は、番組中は日食グラスで観ていましたが、
家には無かったので 紙に空けた小さな穴を通して何かに映して見ようと

朝から悪戦苦闘していました（笑）
何に映そうかな・・・・？黒いもの、黒いもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・
あった！熊本のゆるきゃら「くまモン」
先週、熊本から来た学生時代の友人がお土産に買ってきてくれたお菓子の箱。熊
本では大人気らしい「くまモン」が付いています。
幼稚園にくまモンが来た日には、大変な事になるそうですよ。
「この日のために熊本からやって来たのかしら？！」と勝手なことを言いながら
早速、映してみることにしました。
分かりますか？
ほっぺの部分に 三日月のように欠けている太陽が浮かび上がりました。
黒い体よ
りも、赤いほっぺの方がきれいに映してくれました。観測 大成功！！
花より団子？！
Posted by 田村美香 on 2012 年 5 月 20 日 in 食 with Comments closed
手作りのよもぎ饅頭をいただきました。あんこも手作り。
よもぎが手に入るこの時期 毎年作るそうで、
私は今年初めて頂きました。
作ったのは、
おおざっぱ＆ガサツ＆適当が口癖の女性なんです。でも、お菓子の空き
箱を取っておいて、
水玉のペーパーナプキンを敷いてリボンまでかけて持ってきてください
ました。
感激！食べてその美味しさに またまた感激してしまいました！！
ご馳走様でした♪♪♪
これも、美味しいんです！！モーンブロート
甘く煮た、 けしの実のペーストとクルミを巻き込んだパン。
以前、クリームパンを紹介した南平岸のパン屋さんで最近よく買っているお気に入りのパンです。
スタッフ イチオシというのは納得です！
「ＰＡＮＥＴＴＥＲＩＡ パネテリーア吉田」
豊平区平岸３条１４丁目 地下鉄南北線 南平岸駅すぐ側
花咲き、花散る・・・
Posted by 田村美香 on 2012 年 5 月 12 日 in 日日 with Comments closed
１年経ってやっと分かりました。去年 札幌の創成川公園がオープンした春先、
芝生の中に点々と青い小花を見つけました。ムスカリのような、細長い葉と一緒に可愛らしく咲い
ていたんです。
しかし、その花が何という名前の花なのか・・・？誰かに聞いてみようと思っているうちに 毎日
変化する草木の緑に、
花の時季は終わってしまいました。残念！それでも、 母の日のお花を注文したお花屋さんで聞いて
みたりしましたが、はっきりせず・・・。また今年、創成川公園に春がやってきた。＜あの花、今
年も観に行きたいなぁ＞と思っているうちに
GW の暖かさで一気に咲いてしまったんですね。タイミングを逃し、今年は見られませんでした。
しかし、分かったんです！お花の名前。今週、中継でお邪魔した豊平公園 緑のセンター畠山幸子
さんが解決して下さいました！！すっきり ♪ ♪ ♪
その名は、
『チオノドクサ』写真を見せて
頂いたら、正に私が知りたかったその花でした。
１１（金） 創成川公園に、葉っぱが残っていました。チオノドクサの葉っぱです。
来年の春の楽しみが出来ました。スローな花の愛で方でしょうか？・・・
これくらいが私にはちょうど良いです（笑）
引退した標本木を観てきました
Posted by 田村美香 on 2012 年 5 月 5 日 in フォト日記 with Comments
closed
５月４日金曜日の午後、雨。
北海道神宮に、今年で引退した桜の標本木を観てきました。
標本木を見に行ったのは初めてです。
鳥居を潜って左手、桜のピンク色が広がります。
雨に濡れる桜の花。ありました、ありました！標本木です。
神宮の警備の方にお聞きしたら、
「ロープで囲われている、兄弟のように並ん

でいる、これがそうだよ」と教えて下さいました。 手前と奥に２ヶ所、ロープで囲われています。幹が割れているところもあ
りました。樹齢８０年。
警備員さんの話しでは、周りの桜に比べても勢いが無いそうです。
よく観ると、
、
、
、全く花を付けていない枝も・・・
「お疲れ様でした」と思わず声をかけてしまいました。
それにしても、雨のお花見もいいものですね。隣りの梅園からはほんのりと梅の香りが漂い、とても静かに観賞できます。
（ジンギスカンの花見も好きですけどね・・・笑）足元を見ると縁石の上にこんなに綺麗な花びらを発見！
順番が逆になってしまいましたが、最後にお参りをして帰ってきました。
たーちゃんご夫妻有難うございました！
Posted by 田村美香 on 2012 年 5 月 1 日 in ラジオ with Comments closed
今日 朝ドキッ！に、一枚のメールが届きました。
東区の ラジオネームたーちゃんからでした。
「昨日藻岩山に出かけたら美香ちゃんに会えて、一緒にヤッ
ホー！と叫びました」という内容。
メールを紹介した山内さんも 「美香さん、何をやってるんで
すか？」という反応（笑）
このホームページの “Voice 声のメッセージ” の取材で、
天気も良いし藻岩山に出かけたのでした。
＜山頂からヤッホーと叫んだら、やまびこは返ってくるの
か？＞実験をするためでした（笑）
一人で叫ぼうかなぁと思ったときに、たーちゃんさんから
「美香ちゃんですか？」と声をかけられた次第です。
「今、ホームページの Voice に載せる☆▽■○★・・・・・・・
一緒にどうですか？」とお誘いしたところ、
なんと！！「良いですよ！」と快諾。奥様と３人で「ヤッホ
ー♪♪♪」
叫びました！有難うございました。なんて素敵なご夫婦♪
お蔭様で楽しい音声が録れました。アップは、５月２８日（月）になりそうです。実験結果をお聴きください（笑）
Voice のページでは、私が色んな場面で感じたことを話したり
ハーモニカやそろばんに挑戦したりとバラエティーに富んだ 音と声がお楽しみ頂けます。これからも、外に出て様々な音や声
を探したいと思います。お近くで見かけることがありましたら、ご協力下さいませ。
さて、２０年ぶりの藻岩山でした。去年１２月に リニューアルオープンしてロープウエーも大きく立派になり、
中腹からの 一人乗りのリフトは、ケーブルカー（もーりす号）に変わっていました！
夕方になると風が出てきて、少し肌寒かったですが、山頂からは TV 塔、JR タワーや札幌ドームもきれいに見えましたよ。
頂上展望台の屋上から、幸せの鐘もしっかり鳴らしてきました（笑）
4 月 28 日って何の日？
Posted by 田村美香 on 2012 年 4 月 29 日 in 日日 with Comments closed
それは、田村美香の誕生日～！！
土曜日の午後いつも開催されている
ワインショップフジヰ（南３西３）の無料試飲会に友人と出かけました。
今週はボルドー特集。
１６種類のボルドーワインの中から ＜オリガミ’
０９＞というワインが気に
入りました。
（残念ながら、在庫は無いそうです。そして、GW 中の試飲会は無いとのこ
とです。
）
夕方、HBC ラジオのパーソナリティー小橋亜樹ちゃんと合流。
イタリアンレストランで食事会。
既に、ワインが入って上機嫌の私。
楽しいことになりました（笑）
最後には、お店からケーキのプレゼント♪ ロウソク３本・・・ということは！
３０歳（笑）
ハハハッ！楽しい誕生日になりました♪♪♪ ちなみに、前日までにリスナー
さんから「おめでとう」メッセージやお花も頂戴しました。ありがとうござい
ました。

「ワインショップフジヰ」 中央区南３西３ 011-231-1684 http://www.wineshop-fujii.com
「Capri Capri」
（カプリ カプリ） 中央区南１東２ 011-222-5656 http://capricapri.jp/

鯉のぼりが揚りました！
Posted by 田村美香 on 2012 年 4 月 27 日 in 日日 with Comments closed
先日鯉のぼりを探して来た時には、寂しくポールだけでした（4/22 のブログをご覧下さい）
いつ見られるのか待っていたら、今日のお昼に揚りました！HBC の窓から毎日道庁の庭を見ていますが、
毎年、鯉のぼりとハクモクレンが 芽吹き始めた木々の中に浮かび上がって春だなぁと実感できます。
今年のハクモクレンは遅いようです。まだ蕾でした。
明日から GW スタート！お天気も良さそうですから、ハクモクレンの花も直ぐにほころびますね。
きっと。
ぶらり岩見沢
Posted by 田村美香 on 2012 年 4 月 25 日 in ラジオ with Comments closed
「積雪、今日ゼロになるかしら？」 という 岩見沢からの中継でした。
空知信金さんの前の温度計は、１０℃。 少し肌寒い朝です。
駅前や公園、駐車場の隅には、大雪の名残の雪山が残っていました。 ラジオを聴い
てわざわざ会いに来て下さった方、仕事中にちょっと寄りましたという方・・・・
突然 私の手首に手作りの可愛いバルーンアートのお花をつけて下さった方（笑）
本当に多くの方に声をかけて頂きました。歓迎を受けて嬉しかったです！
有難うございました！！
まずは、お馴染みの『天狗まんじゅう』さんに伺い。
『朝山たばこ店』 の
三代目のおかみさんは、笑顔が素敵でした！
喫煙家の皆さんの憩いの場。ついつい長居したくなります。
最後にお邪魔した 『粉工房 かんすけ』さんのプリン 美味しかったです！
宝水ワイナリーのロゼで作ったゼリーが プリンの上に乗っています。
口の中にワインの豊かな香りが広がる大人のプリン。
見た目も美しく、後味はさっぱりとしています。米粉を使ったプリンラベルには、
雪の結晶が 縦に２つ並んでいます。
私の記憶の中に、宝水ワイナリーさんのワインのラベルは、雪の結晶が縦に並ぶワ
インは、数量限定の特別なワイン！とインプットされていたので、そんな共通点か
らも大事に作られているなぁと感じがしました。放送でもお伝えしましたが、
このプリン、５月１日まで札幌の大丸百貨店 B1 で買うことが出来ます。
「主人が催事で、大丸さんに行っています！」と教えて下さったのは、
ラジオを聴いてスタジオにメールを下さった、粉工房かんすけの奥様でした。
ラジオが取り持つご縁に、今日も感謝。
番組が終了する頃、青空が見えて暖かくなりました。
積雪は、ゼロになったかしら？
鯉のぼり
Posted by 田村美香 on 2012 年 4 月 22 日 in 日日 with Comments closed
写真を撮り忘れてしまうんです。
「ブログに載せるのにあった方が良かった」 と 後から気付きます。
今回も・・・。先週１９（木） 週刊ラジオ診療所（HBC ラジオ 毎週金曜 17:00～放送中）の
インタビューで旭川医大に行った時のこと。吹き抜けのロビーの天井に鯉のぼりが掲げられていました。
病院のロビーというと うつむく事が多いと思いますが、
自然に目線が上に！端午の節句を病院で過ごす子
供たちにとっても
嬉しい演出になるかもしれないなぁと思いました。そこで、
＜パシャ ！っと鯉のぼりの写真が撮れてたら、このブログも締まるのになぁ＞とちょっぴり後悔・・・。
諦められず、鯉のぼりを求めて近所を探してみることに。

今年はマンションのベランダから見える小さな鯉のぼりも、まだお目にかかっていません。
そうだ！！＜毎年 HBC のお隣 道庁赤レンガ庁舎前の庭に 鯉のぼりが泳いでいたはず！＞
行ってみました！まだ早かった（涙）と いうことで、鯉のぼりは見つけられなかったのでした。
講演会の報告～トークと歌の１２０分？！～
Posted by 田村美香 on 2012 年 4 月 21 日 in イベント関連 with Comments closed
４月１７日（火） 小雨降る あいにくのお天気。
大通西１９丁目 札幌市社会福祉総合センター ４階 大研修室に３５０人を超え
るお客様がお越し下さいました。
講演のお題！「ラジオの裏側話しちゃいます～トークと歌の１２０分～」どんな裏
話しが聞けるんだろう？
カーナビラジオ時代のあんな話し？こんな話し？？朝ドキッ！の裏話？？という、
お集まりの皆さんの期待を大きく裏切る（笑）２時間の架空のラジオ番組をやって
しまったのでした！！
どんな風にラジオ番組って作られているのか。説明するよりも”百聞は一見に如か
ず”です。
番組のタイトルは、
『田村美香のこんにちは火曜（歌謡）ワイド』
番組スタート！
ここからは、皆さん公開放送に来て下さったリスナーさんですよ。拍手！パチッパ
チッパチッ・・・・・・・！！！！！
掛け声！美香ちゃんかわいい♪ きれい♪ 素敵♪♪♪ なんて協力的なお客様！！
会場は大盛り上がり！
本日のメッセージテーマ「今日あった
嬉しかったこと、怒ったこと」には、
１００名を越える皆さんがメッセージ
を書いてさいました。こんなに協力頂いて大感激！！全部ご紹介できなくてごめ
んなさい。終わってから全部見せて頂きました。
リクエスト曲は 私が生で歌い（笑）８
分間” の ピンクレディーメドレー
着物に着替えて♪天城越え
その他 対決コーナーでは 以前この
ブログで紹介した有田みかんで作った
ポン酢”みかぽん”をかけた数々の汗握る対決が繰り広げられました（笑）
こうしてあっという間の１２０分。
『田村美香のこんにちは火曜（歌謡）ワイド』 ま
た どこかでお会いしましょう。
さようなら～♪ という講演会でした。
遠くは 旭川からも足を運んで下さった方もいらっしゃいました。ご参加下さった皆さん、本当に有難うございました。
星にご縁のある日☆★☆★☆★
Posted by 田村美香 on 2012 年 4 月 18 日 in 日日 with Comments closed
昨日の講演会には、小雨降る中大勢ご参加頂き有難うございました。デジカメ写真の取り込みが慣れなく
て・・・、
ごめんなさい。ご報告＆お礼のご挨拶はもう少しお待ち下さい。
さて、夕方パソコン教室に行きました。私の伺っている教室は お花屋さんの２階をお借りしてます。帰り
がけに 思いがけず お花屋さんの社長さんから花の鉢植えを頂きました。わーいいんですか？！嬉しい！！
小さな星のような可愛らしい小花をたくさん付ける 「ミリオンスター」という名前のお花です。星にご縁
のある日です！
朝ドキッ！の「何でも 90 分」
、今日は札幌市青少年科学館からの中継でした。天文指導員募集の話し、太陽の金環日食や望
遠鏡の組み立ての話し・・・空や宇宙に思いがあったので、
「ミリオンスター」を頂いた偶然に嬉しくなりました！！
バタバタしておりました★▽■○△・・・
Posted by 田村美香 on 2012 年 4 月 13 日 in フォト日記 with Comments closed
”新年度はじまりはじまり”で、私もバタバタしていました。
新しく番組がスタートしたり 出張が増えたり 講演会の準備も・・・
（ブログの更新が出来ない言い訳を話してみました・・・
ごめんなさい・・笑）そんな中、毎年この時期 京都の桜を愛でに行く友人から 桜の写真が届きました！
《桜写真展》
哲学の道の桜 京都円山公園の夜桜 毘沙門堂の桜

北海道の桜の季節が待ち遠しい！
新番組がスタートします
Posted by 田村美香 on 2012 年 4 月 5 日 in ラジオ with Comments closed
新しいことが始まる新年度。
私も久しぶりにこの春 新番組がスタートします。ＨＢＣラジオ 「週刊ラジオ診療所～旭川医大メディカルナビ～」
健康に関することや最新の医療について、旭川医大の先生に伺う医療番組です。
「あら、美香ちゃんにしては硬い番組だねぇ」
という声が聞こえてきそうですね（笑）難しいことを出来るだけ分かりやすく、患者さんの側からインタビューできたらなぁ
と思っています。これから月に２回 旭川へ出張です！
いつも生放送ばかりなので、収録番組は新鮮です♪是非聞いてください。
ＨＢＣラジオ「週刊ラジオ診療所～旭川医大メディカルナビ～」毎週金曜 17:00～17:10 ON AIR!
医療に関する疑問、質問はこちらまでどうぞ kyokui@hbc.co.jp
手塚越子さんと野球観戦 in 札幌ドーム
Posted by 田村美香 on 2012 年 3 月 31 日 in その他 with Comments closed
ファイターズＶＳライオンズの開幕２戦目。
野球初心者＆初野球観戦の手塚さんと札幌ドームに行って来ました。手塚越子さんには、
朝ドキッ！の毎週木曜日ＪＲのコーナーでこだわりの旅をご紹介頂いています。
いつもこちらの予想を覆す個性溢れる表現でお勧めスポットを紹介してくれます（笑）
毎週楽しみです！！
さて、今日のＨＢＣラジオの実況は山内ＡＮでした。本番前に実況席を訪問。
いつもの朝ドキッ！よりも数段かっこよく見えた山内さんでした。試合は劇的逆転勝利！予想以上の試合展開に大満足の手塚
さんと私。
そして、野球初心者の手塚さんからの質問にも度肝を抜かれ、楽しませて頂きました（笑）
「アウトって何ですか？」
「セ・リーグとパ・リーグって、珍プレー好プレー
の事だと思ってました」
「プロ野球にも２１世紀枠ってあるんですか？」
・・・。
手塚さんありがとう！本当に楽しかったです。
勝利のゴールド風船の準備ＯＫ！
カウントダウン・・・３・２・１ ヤッター!
みかポン
Posted by 田村美香 on 2012 年 3 月 25 日 in 食 with Comments closed
みかポンが届きました！！有田（ありだ）みかんのポン酢です。大阪の友達がいつもお気に入りで使っているポン酢で、
使うたびに私のことを思い出すって（笑）教えてくれました。
”みかポン”急に身近なものに感じてお取り寄せしました。
ジャジャーン！！
普通のポン酢よりもフルーティー、後味がほんのりみかんの香りがします。
今日は豆乳鍋で頂きました。
他にも餃子、冷しゃぶ、サラダ、酢の物、冷奴、たたき・・・にも合うそうです。

「みかポン」 300ml 530 円 株式会社 早和果樹園 和歌山県有田市宮原町東 339-2

0120-043-052
www.sowakajuen.com
銀太くんの写真が届きました
Posted by 田村美香 on 2012 年 3 月 21 日 in フォト日記 with Comments closed
札幌観光幌馬車の銀太くん。
今は北広島でお休み中です！
お世話をしている渡部一美さんから、
先日の朝ドキッ!中継でお邪魔した時の写真が届きました！
銀太くん、あったかいんです♪♪♪
鞍をかけないので、お尻に直に温かさが伝わってくるんです
よ。
こちらは私が撮った銀太くんのナイスショット！！
”めんこい”でしょう♪♪♪
ＨＢＣラジオ６０周年スペシャル
Posted by 田村美香 on 2012 年 3 月 18 日 in ラジオ with Comments closed
昨日、３月１７日 ＨＢＣラジオ６０記念スペシャル 「ラジオがある生活。あ
なたとつながるＨＢＣ」を
お送りしました。朝ドキッ！班山内さんと私はラジオをお聴きのリスナーさんの
お宅にお邪魔して、
普段どのようにＨＢＣラジオをお聴き頂いているのか、聴き始めたきっかけや、
エピソードなどを伺いに中継に出ました。
午前中お邪魔したのは、当別町の柳田さん宅。ＦＡＸを頂戴していました。
「４０年前に下宿の仲間と一緒にお酒を飲みながら聴いた深夜番組。その番組を
録音したオープンリールテープがあるのですが、手元で聴くことが出来ません。
何とか聴くことが出来ないでしょうか？」その当時の放送音源を一緒に聴くこと
が出来たんです！！♪ピーターポール＆マリーの曲が流れた瞬間に柳田さんの表情が急に変わりました。
気持ちは４０年前に戻っていたのでしょう。
右手を口に当て、当時の出来事が一つ一つ甦っている様子。暫く言葉がありませんでした。
・ ・・・
「いやぁ、良い時間を有難うございました」と柳田さん。
私も思わずもらい泣き。 ６０年って凄いなぁと思いました。
ＨＢＣラジオは、楽しいとき、嬉しいとき、辛いとき、悲しいとき・・・聴いて下さる方々の人生の側にあって時間（とき）
を刻んできたのでしょうね。中継にお邪魔して、移動中に６０周年記念スペシャルを聴きながら節目の年にこうしてＨＢＣラ
ジオで話せることに幸せを感じました。よーし、また明日からがんばろー！
煎餅が鮭に変身？？？
Posted by 田村美香 on 2012 年 3 月 14 日 in 日日 with Comments closed
３月１４日今日はホワイトデー。
思いがけず、こんなにお返しを頂いてしまいました。申し訳ありません。
お返しが頂けるだけの物を私が渡していないことが心苦しい（笑）ハート型の煎餅１枚だった
のですから・・・。
それが、それが、クッキー、ロールケーキ、チョコレート、紅茶、梅酒に鮭とば。
わらしべ長者もびっくりの変身ぶりです。本当に申し訳ありません。ご馳走さまです！
オリジナル手ぬぐい
Posted by 田村美香 on 2012 年 3 月 11 日 in その他 with Comments closed
去年オリジナルの手ぬぐいを作りました。仕事でお世話になった方々に差し上げたり、
イベントの景品として参加者へのプレゼントに使わせて頂いています。手ぬぐいのデザイン
と制作をお願いしたのが、立川文志師匠。立川流の噺家さんで江戸文字を書いていらっしゃ
います。
寄席の高座でもご自身で書いた書初めのような大きな作品を手に持って、
体いっぱい使って”
クスッ”と笑える言葉遊びを披露してくださいます。 その手ぬぐいに私はある言葉を入れて
貰いました。
「なぁ～んも 笑っていれば いいんだ」
これは、以前ＨＢＣラジオでカーナビラジオ午後一番！という番組を担当していた時にラジ
オを聴いている方が考えてつけてくれた、私のキャッチフレーズです。いつも自分もこうあ

りたいなぁと思うし、好きな言葉でした。
しかし、去年３月１１日以降この言葉が使えなくなりました。笑っている場合じゃない・・・。
色々なことが自粛になる中で、この手ぬぐいを渡せなくなってしまったんです。
ところが毎日放送を続ける中で「いつものように、明るく元気な放送をお願いします」という言葉を沢山頂くようになりまし
た。現実を受け止めて、前に進む。
笑って前に進む。笑顔で前に進む。これが私に出来ることじゃないかなと思えました。ちょうど去年、このホームページを立
ち上げた頃と同時にイベントが増えて手ぬぐいをお配り出来る機会が増えていきました。
「なぁ～んも 笑っていれば いいんだ」 震災から１年の今日、改めてこの言葉の意味を考えました。
追伸
立川文志さんが１４（水）まで札幌にいます！！
さっぽろ東急百貨店で 「第３６回 江戸下町賑わい大市」が開催されています。９階催事場に文志さんがいらっしゃいます。
文志さんから溢れ出た数え切れない洒落札が並び。手ぬぐい、色紙、扇、コースターetc・・・・沢山の作品に囲まれて文志さ
んが座っていらっしゃいます。
「こんにちは！」って声を掛けたらどんな言葉が返ってくるでしょうか？もうそこから、言葉遊
びが始まっていますよ（笑）どうぞお運びくださいませ。
今年も届いた”春の味”
Posted by 田村美香 on 2012 年 3 月 10 日 in 食 with Comments closed
神戸の友人から今年も届きました！「いかなごのくぎ煮」
ジャコを少し大きくしたような魚です
「今年も解禁を待って炊いてみました～」という手紙が添えられていました。
神戸では春のこの時期になると、
各家庭で醤油と砂糖で甘辛く炊くそうです。
釘を入れて炊くのかしら？
と思ったら
出来上がったその形が茶色く折れ曲がった釘に似ていることから「くぎ煮」
。
なるほど♪
友人作のくぎ煮は生姜が効いていて白いご飯がすすみます。ごちそうさま。
３月９日、今日発売スタート！！
Posted by 田村美香 on 2012 年 3 月 9 日 in ラジオ, 食 with Comments closed
これが、今日番組で紹介した”ハスカップ生シュークリームです！！
ハスカップのクリームがた～っぷり入っています！
握り拳くらいの大きさ！
朝ドキッ！と「よいとまけ」でお馴染み苫小牧の三星さんとのコラボ企画。
日本甜菜製糖さんのご協力で私田村美香がプロデュースしたシュークリームで
す！春色の淡いピンクのクリームはハスカップの酸味が爽やか。見た目も味も満
足のスイーツに仕上がりました。お蔭様で初日から好評で手に入らなかった方も
要らしたようです。ごめんなさい。
９（金）～１１（日）まで期間限定、数量限定で販売します。
販売店舗をご紹介しましょうね。
三星本店他三星各店、イトーヨーカドー恵庭店、コープのルミネ平岡店・川下店・藤野店・新はっさむ店・新道店・ルーシー
店・北郷店・あいの里店・にしの店・エルフィン店・北広島店・いしかり店です。どうぞご賞味くださいませ。１個２２０円。
話題の塩麹に挑戦！
Posted by 田村美香 on 2012 年 3 月 6 日 in ラジオ with Comments closed
塩麹を作ってみました。
朝ドキッ！のお米パラダイスのコーナーで火曜日、
ご飯にぴったりのお料理を紹介しているマンスリーレシ
ピの今月のテーマなんです。それで、作ってみることに。
まず、麹が手に入らないことにビックリ！！
本当に人気なんですね。知り合いのお酢屋さんから何とか入手。
友達に貰ったレシピ＆南極料理人の西村淳さんがコツを教えて下さいました。
雑菌に注意することが大事のようで、煮沸した水と容器やかき混ぜるスプーンも熱湯に通すことなんですって。
仕込んで６日で火曜日を迎えてしまいちょっと早かったのですが、キュウリの浅漬け（塩麹と普通の塩のみ）を２種類作って
みました。お粥状になった塩麹。 塩だけのものより優しい味。色々試してみよう。
もう一つの・・・
Posted by 田村美香 on 2012 年 2 月 28 日 in 日日 with Comments closed
お雛さま。
七宝焼きの壁飾り。
”みか”の名前入りです。これは、高校時代の下宿で一緒だった先輩のお子さんが手作り
したものです。

何年か前、別海町のえび祭りにお邪魔したとき、
わざわざ会いに来て下さいました。
その時、先輩とお子さんたちで記念写真を撮ったのですが、お礼に頂きました。
お雛さまを出しました！
Posted by 田村美香 on 2012 年 2 月 27 日 in ラジオ with Comments closed
どちらも手作り。 ハギレを重ねて作ったお雛さま

青森の伝統工芸「こぎん刺し」のおひな様。二つのお雛様が、家の居間と玄関を行ったり来たりしています。
こんなところにも春？！
Posted by 田村美香 on 2012 年 2 月 27 日 in 日日 with Comments closed
週末土曜日、友人宅での食事会に出掛けました。お雛様の時期に重なったので、
ひな祭りも兼ねて華やかな食事会。
カレー鍋、筍ご飯、手作りの梅酒どれも美味しくお酒もかなり進み、
昨日は久々の二日酔いでした（笑）
デザートの苺をお土産に買おうとスーパーへ行くと、
枝ものの花が可愛らしく咲いていて思わず購入することに。
お金を払おうとした時レジの女性が「わー！！全部一文字！！！」と驚きの声。おつり
と一緒に、春らしい単語が並んだレシートが帰ってきました。
（値段がばれっちゃった！ごめんなさい。
）
北島三郎さんの一文字演歌シリーズよりも、女性らしい可愛らしい一文字が並びました。
魅力ある日本のおみやげ
Posted by 田村美香 on 2012 年 2 月 21 日 in その他 with Comments closed
朝ドキッ！の中で毎日”今日のこの後の動き”というのを私が紹介していますが、
「魅力ある日本のおみやげコンテスト 2012
表彰式」とありました。何が表彰されたのかな？と国土交通省観光庁のホームページを見てみました。
グランプリ！！「うちわ銘々皿”四季”
」
（金銀箔工芸さくだ/石川県） 上品で可愛らしいうちわの形の銘々皿でした。
・・・でも・・・、
重ねて置くのに柄の部分が邪魔にならないかしら？ついつい現実的な事を考えてしまう私。
写真をよく観ると、柄の部分が差し込み式の黒文字になっているようです。なるほど、これなら使い勝手がよさそう！！一気
に印象度がアップ（笑）おみやげは、自分の好きなもの気に入ったものを持って行きたいですよね。
以前、フランスに行ったとき、私は、根室の銘菓「オランダせんべい」をおみやげに持って行きました。
賞味期限も長くて軽い。あのふにゃふにゃの素朴な味を、日本人の友人は喜んでくれました。
「出来立てはもっと美味しいの
よ！」なんて話しでまた盛り上がったりして。北海道の PR 大使にでもなったかのように喋っている自分に驚いたものです（笑
道外でおみやげを渡す時って、勝手に北海道を代表している時があるのかも知れませんね。
困ったときはお互いさま
Posted by 田村美香 on 2012 年 2 月 18 日 in その他 with Comments closed
スーパーで買い物をしていた時のこと。
少し離れている所から、
じーっと私の顔を見ている年配の男性がいらっしゃいました。
〈ラジオを聴いている方かな？〉と思い会釈。男性は無反応。
〈どうやら違うらしい。
〉
〈？？？私の顔に何か付いているかしら？〉と思い男性に近づくと、男性の鼻の下から赤いものが・・・！
〈鼻血！？〉
「鼻血出てますよ」と私。慌てて男性が鼻を触る。
「あらら、俺血の気が多いのかなぁ。ハハハ・・・
（笑）
」
持っていた朝ドキッ！のポケットティッシュを差し出すと、
「いやーすまないね。いやーすまない」と言いながら動揺を隠せな
い男性は
鼻の穴の２倍くらいのツッペを作ってしまいました。
「大丈夫ですか？」と私。何とかティッシュを鼻に詰めた頃には、血は止まっていました。
〈良かった。良かった！〉私もビックリしましたが、男性もさぞかし驚いたことでしょうね。
”困ったときはお互いさま”
トップページの手書きの文字が変わりました。いつも周りの人に助けて貰ってばかりの私ですが、人の為になるって嬉しいも
のですね。ティッシュを出しただけですが（笑）

男山 平安の甕酒
Posted by 田村美香 on 2012 年 2 月 18 日 in 食 with Comments closed
今回のバスツアーで、２日目男山酒造り資料館に立ち寄りました。
酒造りの工程と３４０年の伝統を受け継ぐ数々の資料を拝見も・・・そこそこに試飲！！そこで頂
いた”平安の甕酒（かめざけ）
”が最高に美味しかったです！！
まるでシャンパンのような華やかさと飲み易さ！
何と！ツアー参加のお客様のお一人が「美香ちゃんにお土産！」と言って、買ってくださったので
す。
立派なフタ付きのカメに入ったお酒。賞味期限はたったの３日！！香りは甘酒。口当たりはシャン
パン。寒いこの時期にしか飲むことが出来ない甕酒。とっても美味しかった！！ご馳走様でした。
田村美香と行く「層雲峡氷瀑まつり」バスツアー ご報告の巻☆
Posted by 田村美香 on 2012 年 2 月 12 日 in イベント関連 with Comments closed
２０１２年２月１０日から１泊２日のバスツアーを行いました。
多くのお客様に盛り上げて頂き、とにかく楽しい２日間となりました。
今回はそのご報告を致します。
２月１０日（金）午後１時、さっぽろ駅北口を出発
まずは皆さんにご挨拶「田村美香でございます！・・・」
予定では午後３時半にホテル大雪に到着予定が・・・・・・・・吹雪と高速道路通行止め
の為に午後６時半着・・・
（でも、バスの中で皆さんと過ごせる時間が増えて私は楽しかったです！）
ホテルに着いてすぐ、着替えて会場へ。
午後８時「層雲峡氷瀑まつり」のステージがスタート！ この日の気温はマイナス１３度
寒いですね～。
でも、寒さに負けずに今年も「マルモリ♪」いちについてよ
～いスタート！
久しぶりのピンクレディー メドレー♪
約８分もあるメドレーに息も絶え絶え・・・
（笑）
着込んでいる割には、意外と足が上がっています
田村美香のカウントダウンで層雲峡の夜空に花火が打ちあ
がります！！！！！ひゅーーーーーどかーーーーーーん！
翌、２月１１日（土）男山酒造り資料館へ １杯、２杯、
、
３杯、４杯試飲☆
ところ変わって旭川冬まつり会場へ 大雪像はデッカイぞ
ー！
午後６時札幌到着。
皆さんと楽しい一時を過ごすことが出来ました。有難うございました。
Blog の背景をリニューアル！
Posted by 田村美香 on 2012 年 2 月 8 日 in 日日 with Comments closed
お気づきでしょうか？Ｂｌｏｇの背景を変えてみました。
カレンダーも付いて少し見やすくなったかと思います。如何でしょう。私は気に入っています（笑）
ちょっとずつ、ちょっとずつ変化しているホームページです。

