さっぽろ雪祭り開幕！！
Posted by 田村美香 on 2012 年 2 月 6 日 in 日日 with Comments closed
２月６日、第６３回さっぽろ雪祭り初日。今朝ＨＢＣへ行く途中、
大通西７丁目会場ＨＢＣインド広場に立ち寄りました。
先月朝ドキッ！の中継で、雪像製作中の自衛隊の皆さんを応援に行っ
たのですが、今年の雪像で一番難しいのは両脇に立つ雪の柱だと聞いて
いたので、
どんな風に出来上がったのか見たかったのです。ご覧のように綺麗に出
来上がっていました！朝の澄んだ空気の中で、白い雪像がより一層輝い
て見えました。
雪像脇にそびえる雪の柱 ＨＢＣインド広場の大雪像
「タ
ージ・マハル」
トピッカーの山口忍さんがリポートの最中！声をかけちゃいました。
ごめん！
夜再び会場へ ナマステ！！
何をしているでしょうか？
Posted by 田村美香 on 2012 年 2 月 6 日 in その他 with Comments closed
① とうもろこしを食べてい
② 爪を噛んでいる
③ ハーモニカを吹いている
答えはーーーーーーーーーー？！
③ ハーモニカを吹いている でした！
今、練習中です♪この成果は、今月中にＶｏｉｃｅにアップしたいと思っています。
乞うご期待（笑）
本年 2 度目の”大吉”
Posted by 田村美香 on 2012 年 1 月 29 日 in 日日 with Comments closed
今日はお茶の初釜でした。
先生そして社中の方々とも今年初めての顔合わせ。
「明けましておめでとうございます。
今年も宜しくお願い致します！」
戴いたお祝いの御膳に”おみくじ”が付いていました。
あけて見ると！ ジャジャーン！大吉！！
今年２回目の大吉でした。１回目は朝ドキッ！の初詣中継で引いたおみくじの大吉。
今年も一ヶ月が終わろうとしていますが、今のところ「いいこと」づくめです（笑）
”シュガーボーイ佐藤”は佐藤先生
Posted by 田村美香 on 2012 年 1 月 26 日 in ラジオ with Comments closed
今日の朝ドキッ！は、
「ＨＢＣラジオ開局６０周年記念～ラジオアーカイブ～」
ＨＢＣラジオを彩ってきた名物番組やパーソナリティにスポッットを当てる企画の
第４弾をお送りしました。
今回は、深夜放送の草分け「オールナイトほっかいどう ＨＢＣヤング２６時」
パーソナリティのお一人”シュガーボーイ佐藤”こと佐藤昭男さんがゲストにいら
っしゃいました。
佐藤昭男さん（佐藤先生）は私の恩師です。

ラジオパーソナリティとしての今の私があるのは、
当時佐藤先生が講師をしておられたＨＢＣアナウンスアカデミィーに通ったことがきっかけでした。
しゃべり手を目指す人だけじゃなく、主婦の方、ピアノの先生、デパートに勤めている方、学生さん・・・・男性女性問わず
様々な方が一つの教室で
昨日よりも一つ正しい日本語、一つ正しい発音を身に着けるために学んでいました。
そうだ、そうだ。
教室に集う皆の”学ぼうとする”その姿勢を佐藤先生は毎回褒めて下さいました。
忘れていたことが、一つ一つ思い出されます。
小気味良いジョークを挟みながらの講義は、
「ヤング２６時」深夜放送のシュガーボーイ佐藤から生まれたしゃべりであったこ
とを実感した今日の放送でした。
佐藤先生、これからもどうぞお元気でご活躍下さい！
佐藤先生と一緒に！
革ってあったかい
Posted by 田村美香 on 2012 年 1 月 23 日 in 日日 with Comments closed
今朝は気温が高めで道路の雪も融けているところがあり、
おしゃれ長靴（笑）にしようか、革のロングブーツにしようか迷い革のブーツで出かけました。
正解でした。午後から寒くなりましたもんね。毎週水曜日中継に出ていますが、氷点下の真冬日には「革って本当に暖かいな
ぁ」と実感できます！足が冷たくなり難いです。明日からまた寒さが厳しくなるようです。
皆さんも風邪をひかないようにあったかくしてお過ごし下さいね。明後日水曜日は覚悟して出かけます！！
包丁プロファイリング
Posted by 田村美香 on 2012 年 1 月 16 日 in 食 with Comments closed
「Kitchen Support 青」 青ちゃんの料理教室は自分の包丁を
持参します。
せっかく習ったお料理をきちんとした自分の包丁で家でも作れ
るように青ちゃんが包丁を砥いでくれます。
包丁を見ると大体どのくらい、どんな風に料理をしているのか
が見えるそうです（ドキッ）
「ＯＯさんは毎日料理してますね」
「☆☆さんは刻むのが好きでしょう」
・・・という具合
に刃を見ると分かっちゃうんですね（笑）私はというと「ちゃんと使ってますよ。硬いも
のは切らないですね。
」
その通り！！軟らかい葉野菜や油揚げ、豆腐が多いかしらね。硬くても
にんじん、ジャガイモ、カンパーニュくらい。
この包丁は砥ぐと直ぐに刃が出るそうで男性で料理が趣味という方が好
んで使っていることが多いそうです。
そう言えば、随分前に男性のリスナーさんに頂いた包丁だったことを思
い出しました。
最初は恐ろしい程の切れ具合でビックリしましたが、その切れ味が戻り
ました！切れる包丁を使うって、とっても気持ちが良いですね。それだ
けで作る「やる気」が変わってきます。
ＧＬＯＢＡＬの包丁です！
家で作った「たちのグラタン」うん、美味しい！！！
田村美香料理の鉄人へのミチ～第一章～
Posted by 田村美香 on 2012 年 1 月 16 日 in 食 with Comments closed
去年から行きたいと思っていて、やっと行くことができました。料理教室。
先生は、朝ドキッ！の「お米パラダイス」のコーナーでも時々登場して下さる「Kitchen
Support 青」の青山則靖さん（青ちゃん）です。
”お酒とおつまみ”というテーマで、
お酒に合う料理を教えてくれます。
今回は、お鍋２品と鶏唐ねぎ、たちのグラタンを作りました。その中の１品、味噌豚
しゃぶしゃぶ！
食べたい気持ちが先走り、写真を撮る前におたまが入って真ん中が穴開いちゃいまし
た（笑）
それくらい、美味しいんですよ！！お野菜を入れた味噌スープの中で、豚肉をしゃぶ
しゃぶします。

豚のダシと脂が適度に落ちたスープは、ラードの利いた”札幌味噌ラーメン”のスープに変身してゆきます。
ここに札幌味噌の特徴の、炒めたひき肉ともやしと玉ねぎを入れると完璧。ラーメンは中太ちぢれ麺！
これを茹でて水で締めて一口ずつしゃぶしゃぶしていくと麺も延びずに美味しく食べられます。
これは、
以前から青ちゃんが札幌発信の鍋にしたいと話していた一品で、
昔懐かしい味噌ラーメンのようで私もおススメです。
スープの黄金比は、
だし：酒：みりん：味噌：醤油 10：1：1：1：0.5 です！
詳しくは、キッチンサポート青 フードプロデューサー青山則靖ブログを参照下さい。http://supportao.exblog.jp/
長谷川菓子舗のスウィートポテト
Posted by 田村美香 on 2012 年 1 月 9 日 in 食 with Comments closed
お正月日記でご紹介したスウィートポテトです。
中標津にあるお菓子屋さん。お正月とお盆に帰省したときは、いつもここでお土産のお菓子を買います。
スウィートポテト『お芋畑』は、妹の薦めで買うようになりました。ふた口？よりもちょっと大きいかし
ら（笑）
小腹が空いた時に、この甘さとずっしりしっとりお菓子が嬉しくなります！
（有）長谷川菓子舗 中標津町東２条南１丁目 0153-72-2075
１月６日、今日は小寒！
Posted by 田村美香 on 2012 年 1 月 6 日 in フォト日記 with Comments closed
夕べから今朝にかけて、札幌も随分雪が降りました。寒さよりも綺麗な雪景色に感動の朝！
足を止めながら歩いていたら、遅刻しそうになりました。危ない危ない（笑）

２０１２年お正月日記
Posted by 田村美香 on 2012 年 1 月 5 日 in フォト日記 with Comments closed
大晦日
別海へ帰省。
目的地強風のため着陸できない場合は釧路か新千歳に引き返す条件付き。
帰れなかったらどうする？！ ドキドキフライト！心配もよそに無事到着。
休む間もなく、書ききれなかった年賀状のラストスパート。
郵便局の机で１時間、実家のテーブルで１時間、最後ギリギリの集荷に間に合うよう
に別海の郵便局の駐車場で１時間、
ひたすら書いて書いて終了！！これで年内にすることは、とりあえず終了ーーーーーー！！
紅白を観ながら、久しぶりの家族との食事。
燗酒がとても美味しく・・・ｚｚｚ・・・＠居間（最近の若い娘が使いますよね）
・・・ｚｚｚ・・・気が付いたら午前３時！！「明けましておめでとうございます！」そのまま、布団
へ。おやすみなさい・・・・・。
元日
母さんの「初日の出見えてるよ」の声で目を覚ます。慌ててブログ用の写真撮影。
（１月１日掲載の写真
が撮れました）
妹と夜に食べる鍋の材料を買いにコンビにへ。途中、雪原に立ってみたくなる。
ヤッホー！！ 何をしているんだ？？ 何か運んできたぞー！
雪でかたどったハート！手が冷たーーーーい（涙）
もう少し綺麗に歩いたら良かったのに（笑）
１月２日
雨の音で目を覚ます。
本家に新年の挨拶へ。従兄弟の子供は家業を継いで漁師をしてい
ます。去年の１１月に新しくしたという船を見せてくれることに。冬に海に行くのは久しぶり。港の中は
薄氷がはって寒かったです！
「こんな寒い中で漁に出るって、
改めて大変な毎日だなぁ。
漁師って偉い！！」

ホタテを食べる時は、もっと有難く食べようと決意。
ちょっと、お腹が空く。妹２人とお蕎麦屋さんへ。
「お姉ちゃん（私）がご馳走するから、好きなものを食べて」私は単純にざるが食べたかったの
ですが、ご馳走する人が安いものになっちゃって頼みづらいかなぁと
気にかかる・・・が、妹たちはお構いなく、天とじ、天かしわ、ザンギも頼んでいました（笑）
お腹もいっぱい。中標津の長谷川さんでお土産のお菓子を買って空港へ。
（スウィートポテトは朝ドキッ！メンバーに好評でした）
２泊３日のお正月日記、お・わ・り。
新年、明けましておめでとうございます！
Posted by 田村美香 on 2012 年 1 月 1 日 in フォト日記 with Comments closed
別海町の実家に帰省しています。
目の前はオホーツク海。
雲はありましたが、何とか初日の出を見ることができました！
今年も、一年宜しくお願い致します。

今年も一年ありがとうございました
Posted by 田村美香 on 2011 年 12 月 31 日 in 日日 with Comments closed
ＨＢＣラジオ 山ちゃん美香の朝ドキッ！は今日が最後の放送でした！
って書きたかったけど、もう０時過ぎたので昨日ですね（泣）
泣いたり、笑ったり、叫んだり・・・今年もいろいろやってきました。
振り返ると、悲しい出来事に心を痛めた２０１１年・・・。
＜私はマイクの前で何が出来るのかな？＞と悩むこともありましたが 「いつものように元気に放送して欲しい」という声を
頂いたり、
豊浦のホタテ漁師さんはホタテの養殖施設が壊れてしまいました。
その片付け作業中「皆んなラジオ聴いてるから、美香ちゃんに一言頑張れって言って貰えたら嬉しいな」とメッセージを頂き
＜私が元気でいないといけない＞と気付かされました。
日日の放送がリスナーの皆さんに支えて頂いてあるんだということを実感します。
有難うございます！！
２０１２年も、ＨＢＣラジオ朝ドキッ！をどうぞ側に置いてください。一緒に笑えることの多い一年になったら良いですね。
新年の放送は４日からです。良い年を迎えてください。
田村美香と行く「層雲峡氷瀑まつり」バスツアー開催決定！
Posted by 田村美香 on 2011 年 12 月 30 日 in イベント関連 with Comments closed
２０１１年１２月３日に行われた「田村美香ショー」の興奮も冷めやらぬ中、
またまた開催しちゃいます！２０１２年２月１０（金）出発（１泊２日）
田村美香と行く「層雲峡氷瀑まつり」バスツアー！
今回の目玉は何と氷瀑まつり特設ステージで田村美香のカウントダウンと共に打ち上げられる「花火！！！！！」
「５、４、３、４、５・・・」なんてカウントダウンを間違えてしまったら大変！
責任重大です。気になる行程は・・・
１日目
札幌駅北口１３：００発→層雲峡温泉ホテル大雪、夕食後→氷瀑まつり会場へ
２日目
ホテル９：００発→男山資料館→旭川冬まつり見学→札幌駅北口１７：３０着予定
お問い合わせ、申し込みは「日本旅行北海道 札幌支店」011-208-0170
寒くないように、しっかりマカナッテ来て下さいね（笑）多くの皆さんの参加をお待ちしています！
KAMATA からのエアメール
Posted by 田村美香 on 2011 年 12 月 25 日 in 日日 with Comments closed
クリスマス如何お過ごしでしょうか。２５日になってやっと年末の実感が湧いて来ました（笑）遅いですね。
今週、エアメールが届いたんです。郵便受けにエアメールが入っていると何か嬉しくなりますね！！
気持ちが一気に日本を飛び出します。旅行会社で添乗の仕事をしている友人からでした。
「・・・中学生の修学旅行で、アメリカのペンシルベニア州に来ています。ニューヨーク経由で帰ります・・・」彼女から届
いた今年はじめてのはがきでした。
「旅行先で、しかも仕事中に私のことを思い出してくれて嬉しいなー！」と、切手を見たら
日本郵便・・・？！JAPAN 、Air Mail なのに消印は”蒲田”！

あぁ、忙しい中で、出してくれたくれたんだなぁと嬉しいやら可笑しいやら（笑） 年が明けたら、会いたいなぁ。久しぶり
に・・・。
クリスマスツリーの思い出
Posted by 田村美香 on 2011 年 12 月 21 日 in 日日 with Comments closed
私が、小学生の頃、家族の中でクリスマスを誰より楽しみにしていたのは、父でした。
ツリーを飾るのも父の仕事。
というのも、我が家のツリーには、父の特別な思いがあったからでした。
今なら１００円ショップでも買えるクリスマスツリーですが、
父と母が結婚した当初、クリスマスツリーはとても高価なものだったようです。
（少なくとも、田村家の家
計にとっては・・・）
（笑）
しかし、初めて産まれた子供（私）のために、ツリーを飾ってあげたかったのでしょうね。
考えた父は、１年目に飾り物だけを買いました。
木は山へ取りに行って、その木に飾りつけをしたそうです。
２年目、木を購入。そして次の年、電飾を揃えて、３年がかりでやっと田村家のツリーは完成しました。
その頃既に、いいおじさんの父が（笑）
、ツリーを見ては「きれいだなぁ」と目を細めていたのを思い出
します。
当時の楽ではなかったろう生活のことや、今は温かい家の中でツリーを飾れるまでになった幸せを噛み
しめていたのかなぁ。
毎年、クリスマスになると思い出します。
お招き頂きました！
Posted by 田村美香 on 2011 年 12 月 15 日 in イベント関連 with Comments closed
１２／１５（木）
、札幌パークホテルで行われた
札幌東ロータリークラブ「年末親睦家族会」にお招き頂きました。
およそ３０分のステージは
先日のイベント「２０１１忘年会 SP 田村美香１２０分１本勝負の巻」の凝縮濃厚 ver.として
お送りしました。
美容室でヘアメイクもバッチリ！ つけまつげもバッ
チリ！→（９９円）
入場はピンスポットを浴びまくりの天城越え♪
続いては、２０１１年旬のマルモリ♪ 着替えられないので、たすきがけ！
今回のトリもこの人にお任せ！ サブちゃんは意外にも
女性に大人気！
今回のサブちゃんはつけまつげのせいか、いつもよりか
わいらしい顔に（笑）そして３０分のステージをやり終
えて完全燃焼の田村美香
今年の仕事は全部終わった～と言っていた田村美香です
が、番組は１２／３０（金）まであります。
皆さん、ぜひお聴き下さい♪
２０１２年、辰年はどんな年に・・・？？？
Posted by 田村美香 on 2011 年 12 月 11 日 in 日日 with Comments closed
来年の干支の色紙を頂きました。
お茶を習い始めてから、毎年年末、先生に頂く色紙。２種類あった中から私が選んだのはこれです！
瑞気新（ずいきあらた） めでたい気、新しい瑞気が満ちている
２０１２年、どんなめでたい兆しが待っているのか？？？（笑）

２０１１忘年会スペシャル 田村美香１２０分１本勝負の巻の全て
Posted by 田村美香 on 2011 年 12 月 5 日 in イベント関連 with Comments closed
田村美香ショーの全貌を時系列で一気にご紹介します！
♪マルマルモリモリ
かんぱーい！

そして早速！♪はまぎ～ご～え～ やっぱりこの曲はかかせません
今回は小道具で番傘まで使用

黄色いハンカチが何と！赤いハンカチに！しかも奇跡的に成功
続いては、田村美香イチオシのマジックショー
♪ちゃらららららー
３本の長さのちがう紐が何と！同じ長さに！のはずが、こちらは少し失
敗・・・
おーーっと！まだやるか！？
マジックショーPart2
大トリはサブちゃんで ♪まつり デシ！デシ！デシ！
顔がこわい・・・
田村美香ショー、ありがとうございました！
Posted by 田村美香 on 2011 年 12 月 3 日 in イベント関連 with Comments closed
「２０１１ 忘年会スペシャル 田村美香１２０分１本勝負の巻」
、本日無事に終了しました。来て下さ
った皆さん誠にありがとうございました。スタートからあたたかい声援を送って頂き、集まった皆さん
と一緒に楽しい時間を過ごす事が出来ました。
何が飛び出したか？！は後日少しずつ報告しますね。
完全燃焼！！今日はここまで！ サブちゃんメイクのまま、打ち上げに参加！お疲れ様でした。
いよいよ、明日に迫りました！
Posted by 田村美香 on 2011 年 12 月 2 日 in イベント関連 with Comments closed
「２０１１ 忘年会スペシャル 田村美香１２０分 １本勝負の巻」着物の着付け OK！ 賞品の準備 OK！・・・・・ 歯
のクリ－ニング OK！歌の練習は・・・夜もやろーっと！！これから、会場のかに家さんで最終の打ち合わせです。
明日参加の皆さん、お待ちしています。どうぞ、気を付けていらして下さいね。では、行ってきまーす！
早かったかしら？
Posted by 田村美香 on 2011 年 11 月 30 日 in 日日 with Comments closed
今日は寒かったですね。と言ってもまだ１１月でした。私の服装は、真冬の装備！ダウンコートの下も、
厚手のセーターにタートルのインナー。
HBC の女性スタッフに、
「美香さん、今日は外の中継だったんですか？」と聞かれ、
「今日はスタジオ！！」と答えると、
「その服は早くないですか？１月、２月どうするんですか？？」と言われ、
「本当だ！」そこで初めて、
先のことを考えないで着込んできた自分に気が付いたのでした（笑）
来年の手帳が、決まりました
Posted by 田村美香 on 2011 年 11 月 28 日 in 日日 with Comments closed
一週間てあっという間。
次は何の事を書こうかな？と思っているうちに、もう日曜日！毎週、週末に集中した更新でごめんな
さい（笑）この一週間、手帳選びにどれくらいの時間を費やしたでしょうか？やっと、
自分好みの手帳を探すことが出来ました！
一ヶ月の予定が一目で見られて、
その後に直ぐ一週間毎の予定が細かく”縦に”入れられる。これが使いやすさのポイント！もう一つ、
気に入ったのはこの手帳の名前です。
Charumant（シャルマン）
・・・フランス語の「魅力的な」という意味から、
”シャルム”という名前の手帳です。
『楽しい日、嬉しい日、忙しい日、ツイてた日、うまくいかなかった日・・・色々な一日があるけど、
その日、その日を精一杯過ごせば、それはとても魅力的な一年だと思います』と、帯に書いていました。
本当だ！そんな”魅力的な”一年にしたいものです！！
高橋書店 ２０１２年版 商品№３５５ 「シャルム５」 １６５９円（本体１５８０円）
田村・ガガの舞台裏を紹介します

Posted by 田村美香 on 2011 年 11 月 20 日 in テレビ with Comments closed
田村・ガガの出来上がるまで！！
まずは、洋服？朝ドキッ！終了後１００円ショップへ走り、黒いゴミ袋を購入しました。
裾を、ラジオの廊下にあった荷造り用の紐で縛りました。
中を膨らませるために、新聞紙を詰めています。(あったかい！)
ガガメークのスタート！！

目は大きいと、昔から言われてきましたが、こんなに大きくなったのは初めてでした(笑)
カツラを付けて、出来上がり！！
TV の今日ドキッ！スタッフの皆さんも笑いながら協力してくれました。
マイクは、ゴミ袋がガサガサするから耳に掛けるマイクを用意してくれて、
三輪車が引くプラスチックの買い物かごにも、わざわざ車を取り付けてくれました！！ありがとう！！
さぁ、いざ本番へ！！
満員御礼！有難うございます！！
Posted by 田村美香 on 2011 年 11 月 20 日 in イベント関連 with Comments closed
１２月３日(土)開催の、
『２０１１忘年会スペシャル 田村美香１２０分１本勝負の巻』に沢山のお申し込みを頂き有難うござ
いました。お蔭様で定員となり、締め切らせて頂きました。
ご参加下さる皆さん、一緒に楽しみましょう！そして今回、参加出来ない皆さん！ごめんなさい。次回も開催出来るように今
回頑張りますので、またお付き合い下さい。又、HP で当日の模様は報告させて頂きますね。是非ご覧下さい。
クリームパン
Posted by 田村美香 on 2011 年 11 月 17 日 in 食 with Comments closed
今朝の札幌は雪景色。いよいよ冬がやって来ましたね。風の冷たい午後、今日はお茶のお稽古。
地下鉄の駅を出て直ぐに、以前から、気になっていたパン屋さんがあります。
こじんまりとしたお店ですが、道路から見える、焼き色のついたクロワッサン、食パンが美味しそ
うだなぁと思っていました。
今週そのお店に偶然、番組の「朝ドキッ！マイク」がお邪魔したんです。
お店に入ると HBC ラジオが流れていました。ずっと聴いて下さっているそうです。有難うござい
ます！！
一番人気のクリームパン！グローブ型で、素朴な味のカスタードクリームがとっても美味しかった
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
田村・ガガ、TV ジャック？！
Posted by 田村美香 on 2011 年 11 月 14 日 in テレビ with Comments closed
HBC テレビ「グッチーの今日ドキッ！」に、田村・ガガが生出演！
友人である田村美香が、１２月３日(土)にイベントを開催するというので PR を買って出てくれたの
でした。

ありがとう！！田村・ガガ！！
バレーボール観戦！

Posted by 田村美香 on 2011 年 11 月 13 日 in その他 with Comments closed
２０１１W 杯バレーボール札幌大会を観戦してきました。
バルーンを膨らませて、
”日本ちゃちゃちゃ” 皆んなで声を合わせて選手の名前をコールしたり、賑
やかな応援です。選手がとても近い存在に感じました。
全日本の試合を生で観たのは、小学校６年生以来(笑) 故郷の別海町で、全日本の合宿が行われたん
です。当時バレーボールをやっていた私にとって、全日本の選手は憧れの存在でした。三屋裕子、江
上由美、広瀬美代子、横山樹里・・・格好良かった！！！(年代がばれちゃいますか？！) スパイク
を打つ音、シューズと床が擦れ合うキュッキュッという音、試合中の選手同士の掛け声まで聞けて感
動したことを憶えています。
時が流れ・・・・試合を盛り上げる演出が派手になった分、試合中の息遣いのようなものが分かり難
くなったのは少し残念に思いました。しかし、試合は勝利！！韓国戦ストレート勝ち。この後も勝ち星を重ねて欲しいです！
”日本ちゃちゃちゃ！！”応援に使ったバルーンですが、空気が抜けなくて買い物帰りの長ネギのように、そのまま持って帰
りました(笑)
久しぶりに、息が切れました
Posted by 田村美香 on 2011 年 11 月 10 日 in イベント関連 with Comments closed
田村美香忘年会スペシャルの練習で、今日はカラオケ BOX へ行ってきました。
この曲こんなにハードだったんですね。
息が切れました！！
えっ？何が？？・・・ですよねぇ(笑)
何の練習だったのか、これは当日のお楽しみということにしたいと思います。
明日は、筋肉痛かな！ いや、明後日？？！
「田村美香ショー！」の準備進んでいます！！
Posted by 田村美香 on 2011 年 11 月 7 日 in イベント関連 with Comments closed
今日は午後から、札幌かに家本店の能楽堂のある宴会場で音合わせをしてきました。まさに、檜舞台！！松を背負って歌って
きました。こちら会場の舞台は、足袋を履かないと上がれない本格舞台！
田村美香オフィシャルホームページ開設記念のイベント『２０１１ 忘年会スペシャル 田村美香１２０分１本勝負の巻』た
だ今、参加受付中です！(詳細は HP のイベントページを参照下さい)歌あり、トークあり、抽選会あり、また歌あり(笑)
私らしく、皆さんと一緒に楽しめる内容を考え中です！お楽しみに！！
写真と文章のバランスがヘン(泣) これが精一杯です
似ている！？パソコンと着物の着付け
Posted by 田村美香 on 2011 年 11 月 6 日 in その他 with Comments closed
この HP を立ち上げてから週に一回のペースでパソコン教室に通うようになりました。
パソコンは、本当にわからない事だらけで、何が分からないのかが分からない・・・(笑) 学生時代に味わった久しぶりの感
覚です。教室の初日。HP の更新作業です。
「どこをどんな風にピコピコして変えてゆくのかなぁ？」とキーボードの操作をあれこれ想像しながら出かけました。
すると先生は、
「そもそもインターネットとは・・・、その便利さ怖さ、情報を発信するって言うこと・・・」等々
知っておくべき根本の話しを丁寧に教えて下さいました。
〈あっ！？そうか。まずはここからスタートなんだぁ〉
予想しなっかった驚きでした！私の中でどこか遠くにあったパソコンの存在が、自分の足元まで引き寄せられた感じがしまし
た。そして、最後に言われた一言が、
「あとは、慣れるだけ。習うより慣れろ！理屈じゃないの」でした。
〈着物の着付けと一緒だぁ〉自分で着物を着られるようになりたい一心で、３ヶ月間週に一回着付け教室に通った時のこと。
「一通り習ったら、あとは回数！！」と言われました。失敗しながら、何回も着て体で覚えるしかないんですね。そしてやは
り、着付け教室の初日にも驚きがあったんです。この日、着物を着る気満々で出かけた私が最初に習ったのは、
タオルと紐を縫い合わせる補正作り。そして、半襟付けでした！〈針仕事？？？〉
着物を着るには、まず針を持たないと着られないんだと、初めて気付いたのでした！！
更に荷物。着物、帯、長襦袢、小物・・・eｔｃ、教室に通う荷物はとにかく重かったです！！
パソコン教室の荷物もまた同様。ノートパソコンが重い。もう少し、小さいパソコンにしたら良かったなぁと、ちょっぴり後
悔しています(笑)随分違うものなのに、何だか似ています。パソコンと着物の着付け。
１１月に入りましたね。
Posted by 田村美香 on 2011 年 11 月 1 日 in 日日 with Comments closed
月が改まったことだし、気分もリフレッシュ！今日は、午後から髪を切りに行きました。
月一ペースでカット＆カラーリング。ヘナで染めるようになって随分になりますが、

いつもツヤッツヤに仕上がって嬉しくなります。暫く、朝のシャンプー、ブローが楽しみです！！
上手く出来たようです！
Posted by 田村美香 on 2011 年 10 月 30 日 in 未分類 with Comments closed
良かった！！写真のアップ出来ました！！一安心。
雨も降らずに済みました、お天気の方も良かった！炉開きでは、心づくしの懐石と、美味しいお酒と、口
切りのお茶を頂いて客として楽しい時間を過ごさせて頂きました。
写真が切れていましたね
Posted by 田村美香 on 2011 年 10 月 30 日 in 未分類 with Comments closed
直そうかどうか迷っていたカバン。
写真を撮ったら大きかったみたいで、顔と大事なカバンの部分が入っていま
せんでした(笑)
写真をクリックすると大きくなりますが、
この大きさじゃダメなんだ！とまた一つ勉強！
今日は、お茶の炉開きがあるので着物を着ます。
写真、小さく撮ってあとで載せてみます。上手く出来るかな？？？
迷い道くねくね
Posted by 田村美香 on 2011 年 10 月 28 日 in その他 with Comments closed
ラジオの中継で、札幌市中央区の西屯田通りをぶらりしました。
電化製品とストーブの修理、分解清掃をしているお店があったんです。
看板に見覚えが！！１５年前に、壊れたラジカセを直してくれたお店だったんです。
実は今、また直そうかどうしようか？迷っているものがあります。
手頃な値段で買った、革のショルダーカバン。もう６、７年は使っているでしょうか？とうとう裏側の縫い目が裂けてしまい
ました。以前、内側の布が擦り切れてボロボロになり張り替えたことがあったのですが、
当時、円山朝市の２階にあった洋服直しのお店に相談したら、
「手芸屋さんで布買っておいで！そしたら出来るから」と、ベテ
ランの女性に言われて自分の好きな布で張り直してもらったものでした。お直し代と、布の代金を合わせると、同じカバンが
買えたと思います。そんなにかかるなら、新しいものを買うという人もいますよね。
でも、私は同じ金額なら直したい。しかし、今回は２度目の修理。
＜これ以上、修理にお金をかけるのはどうかなぁ？＞＜だけど・・・
「使い込んでいて素敵なカバンですね」って褒められた事
もあるし・・・＞＜新しいカバンが欲しい気もするし・・・＞＜でも、愛着があって、めんこいんだよなぁ＞どうする？私。
♪迷い道くねくね
秋の空に、力強い一筋の雲
Posted by 田村美香 on 2011 年 10 月 15 日 in その他 with Comments closed
気象予報士の中井美雅さんがひこうき雲の話しをしてくれました。
「ひこうき雲って、すぐに消える時と、なかなか消えない時がありますね。
ひこうき雲が・・・
すぐに消える時は、晴天が続く。
長く残っている時は、この後天気が崩れるサイン。
これは上空の湿り気が関係しているのですが・・・」
”上空の湿り気”という言葉が、心に留まりました。
普段生活している中で、家の中の湿気や外の湿度（夏のまとわりつくような湿気、秋のさわやかな空気など）
空のご機嫌を気にすることはあっても、飛行機が飛ぶような上空何千メートルという所の湿気を気にしたことなんて、今まで
一度もありませんでした。なるほど、
”上空の湿り気”かぁ・・・。
＜同じひこうき雲を見ても、中井さんと私とではきっと見えているものが違うんだろうなぁ。楽しそうだなぁ＞と思ったので
した。そう言えば・・・。
以前、札幌で開催された「棟梁～堂宮大工の世界」の展示を拝見してから、私は堂宮大工の小川三夫さんのファンになりまし
た。小川さんは、
、高校の修学旅行で、法隆寺五重塔を見て「自分も建てたい」と思い、堂宮大工の世界に入った方です。
小川さんの好きな建物が、東大寺転害門（てがいもん）
。奈良時代に建てられたそうです。柱の南向きの面には、大きな枝の節
が、いくつもむき出しになっています。なぜ、南向きなのか？それは・・・
山で、その木が育った通り、そのままの向きで使われているから。
（日の当たる方に枝は伸びますもんね。
）
木の本来持っている癖や性質を理解して、文字通り適材適所に用いれば、木を長く生かすことができて、無駄も少ない。
千年もの時空を超えてなお、残っている建物があればこそ・・・。この南向きの節だらけの柱を見て、堂宮大工が時代を超え
て受け継いできたものを感じられる。素敵なことですね。そのミチに一生懸命になっている方のお話しはとても興味深く、
聴いていてワクワクします！＜一つのことに一途って・・・良いなぁ。＞しみじみ感じる今日この頃です。

