
２０１３年２０１３年２０１３年２０１３年ありがとう！！！！ 

2013年12月31日 

2013年大晦日。今年最後の日の出6:55？くらい 

 

 

 

 

 

早起きした甲斐がありました。トドワラは凄

い！！改めて思います！太陽の上昇とともに刻々と変わる空の色、雲の形、海の輝き、波の音・・・まるごと味わう！！カラスのように身近

に生きるオオワシ。ちっとも逃げないエゾシカ。 

 

 

 

 

 

 

 

国後島もすぐそこに見えます。冬のトドワラ。お勧めです。ｂy 別海町観光大使・田村美香（笑） 

今年一年、「朝ドキッ！」をお聴き頂きありがとうございました。「2013 下半期 朝ドキッ！NG 大賞」も 7 連覇を果たしてしました（笑…涙） 

静岡・小樽へのツアーや忘年会美香フェスもご参加頂いた皆さんに盛り上げて頂きました。ありがとうございました！！ 

2013 年、元気に終われることに感謝です。2014 年も田村美香にお付き合いください。 

どうぞ、良いお年をお迎えくださいね。 

明日、初日の出見られるかしら・・・・・・・・。 

 

”サブコレサブコレサブコレサブコレ”一挙公開！！一挙公開！！一挙公開！！一挙公開！！ 

2013年12月12日  

美香フェスのアンコールで登場した”サブレディー”。実は苦肉の策だったんです。 

サブちゃんのあとにピンクレディーもやりたい、でも着替えが間に合わない！そこで、顔はサブちゃん衣装はピンクレディーという”

サブレディー”スタイルが出来たのでした。それではここで、思いがけず大反響を頂いたサブちゃん＆サブレディーを”サブちゃんコ

レクション”として一気にご紹介します！ 



 

 

 

  

   

  

  

  

   

 

 

ここから”サブレディー”登場！ 

 

 

 

 

        

 

 

   

   

         

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
サブレディーまた来年も会いたくなりそうです（笑） 

 

美香フェス美香フェス美香フェス美香フェス報告！！！！ 

2013 年12 月 10 日 

12/7（土）田村美香フェスティバル「オラ、温泉で忘年会がやりて～！」が開催されました。歌と踊りとトークの 2 時間半のステージ。リハーサ

ルが終わり、15 時 50 分メイクの準備からスタート。 

今回はメイクさんをお願いしました。まつ毛バチバチのメイク。18：00 開演。衣装に着替えて気合十分。オープニングは今年、流行語大賞に

もなったあまちゃんの「じぇじぇじぇメドレー」。振り付けもバッチリ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ではちょっと失礼して・・・。次の衣装はこちら！成人式以来の振袖（笑） そして歌はもちろん！♪はまぎ～ご～え～～～。 

 

 

 

  

 

 

 

 



どんどん行きますよ～！「チーム対抗美香ちゃん争奪戦～」 こちらは、優勝チームには美香ちゃんを 5 分間独占できるという 

何とも有難迷惑な権利（笑） つづいては、皆んな大好き「大抽選会～」 

今回も多くの方にご提供頂き、総勢 46 名にプレゼントをご用意させて頂きました。美香サンタと？？？トナカイ・・・？ 

 

 

 

 

 

 

ここでまた衣装チェンジ！やっぱりこの人がいなくちゃ締まりません。 

北島三郎デシ！堂々の♪まつり 

ありがとう！！ 

ありがとう！！ 

さようなら～！！ 

緞帳が下がり、会場からは「え？もう終わり？？」の声・・・その時！緞帳

が上がり・・・。現れたのはサブレディー！！ 

 

  

 
 

本邦初公開のサブレディーに会場は大爆笑！！最後は皆さんと記念撮影をしてお見送り。 

お客様と抱き合って喜ぶ、サブレディー！！ 

本日は誠にありがとうございました。あっという間の2時間半。 

完全燃焼です。 

この美香フェス、いつも支えて頂いている皆さんに恩返しをしたいと思っ

て企画しました。 

この恩返しは間違っているかもしれません（笑） 

ですが、日々の生活の中でサブレディーを思い出して一瞬でも笑ってくれ

たら 

こんなに幸せなことはありません。 

「またいつの日かお会いしたいですね」by サブレディー 

  

ーおまけー 

後片付けも終わり部屋に戻ると花火の音が！ 

わぁぁぁ！素敵～☆ ね！綺麗だね！ 

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。 



 

美香フェス、美香フェス、美香フェス、美香フェス、いよいよ明日に迫りました！明日に迫りました！明日に迫りました！明日に迫りました！ 

2013年12月6日 

師走に入り如何お過ごしでしょうか？定山渓温泉で開催される田村美香フェスティバル略して”美香フェス”の本番がいよいよ明日で

す！”美香フェス”の準備ですっかりブログの更新が疎かになっていました。ごめんなさい。夏から準備をしてきましたが、前日の今

日も最後の荷物のチェックやら何やら・・・・・色々ありそうです（笑）手作りの大忘年会です。 

ご参加に皆様、明日お会いできるのを楽しみにしています♪雪の予報が出ていますが、どうぞ気をつけていらして下さいね。 

そして、今回参加できなかった方の為に、後日ブログで報告します！ 

ただ今ただ今ただ今ただ今練習中！！！！ 

2013年11月24日 

 

田村美香フェスティバル「オラ、温泉で忘年会がやりてー！」

に多くの方のお申し込みを頂き有難うございます！ 

申し込みは締め切りましたが、ホテルの部屋に空きがあれば追

加のお申し込みもお受けします。 

詳しくは、田村美香ＨＰのイベント欄をご覧ください。

http://www.tamuramika.jp/p4.htmlただ今、お楽しみ頂くための準

備をあれこれ進めております。 

カラオケルームで歌の練習も・・・ 
 

アノ曲の最後はこんな終わり方で良かったかしら・・・？ 

 

じぇじぇじぇ！？じぇじぇじぇ！？じぇじぇじぇ！？じぇじぇじぇ！？ 

2013年11月5日 

じぇじぇじぇ！？絣の生地がない！！札幌市内の手芸屋さんを訪ねたら、入荷しても直ぐに品切れになってしま

うそうです。しかも、紺地に白の絣模様だけしかありません。 

本来は赤の絣模様も入っているのに・・・。（本来って何？）お店の方の話しでは、 

「赤の模様が入った絣は、メーカーにもなくてアレは特別なんです。」（アレって？） 

「白の絣生地が連休明けに 12ｍ入荷しますが、入ったら直ぐになくなります。お取り置きしますか？」（赤が入っ

てる方がいいけどなぁ・・・）ちょっと違うけど（何と？）、これでいこう！！ 

これでオープニングの衣装は大丈夫！オープニングの衣装って、美香フェスの？ 

じぇじぇじぇ！いったい何をやるの田村美香！？（笑） 

 

 

 

久居勇雄久居勇雄久居勇雄久居勇雄 絵画展 

2013年10月25日 

道庁赤れんがで久居勇雄さんの絵画展が開かれています。北海道のシンボル赤れんがに、 

北海道の風景画40点余りが展示されています。北海道の冬を描いた120号の大作は圧巻です。「自殺者と間違われたこともある」とおっし

ゃった、荒波打ち寄せる襟裳や積丹の海岸線。命を懸けて描いた作品です。また会場の一角に、「眼福財賛」という久居さんの造語が記さ

れた一枚のポスターが展示されています。東京のサラリーマン時代にお小遣いで見に行った絵画展、展覧会のチケットの半券が図録に挟

んであるのを見つけ、その半券で作った作品です。「日本のチケットは、この小さい中にアートがある。これが一つの作品になっているんで

す」と語って下さいました。まだ世の中にデザインという言葉がない時代。 

昭和 31 年～62 年まで上場企業 3 社で PR、宣伝、デザインの仕事をされてきた久居さん。 

エピソードも興味深いものばかりで語りつくせません（笑）風景を描く画家という枠を越えて創作活動をされている久居さんと接していると、 

良い芸術、デザインというものは知らない間に私たちの暮らしを豊かにしているように感じました。御歳 80 歳。久居さんが私にもわかるよう



に教えて下さいました。心＝heart” 人の心には「he”art”」アートはもう入っているんですよ”芸術は良く分からない、苦手という人にもあるん

ですよ。芸術の秋、触れて欲しい久居勇雄さんの作品たちです。 

「久居勇雄絵画展」 

10/25（金）～11/5（火） 

午前 9：00～17：30 

赤れんが庁舎2 階 2 号会議室 《入場無料》 

問い合せ  011-736-1821（NPO 法人 北海道振興機構） 

  

ただ今～！今ただ今～！今ただ今～！今ただ今～！今日から復帰しました。から復帰しました。から復帰しました。から復帰しました。 

2013年10月22日 

今日から朝ドキッ！復帰しました。ご心配をおかけしてごめんなさい。 

番組にも沢山の「お帰りなさい」メールを頂き嬉しかったです！有難うございますー！ 

風邪が喉に来てしまい、先週の水曜日から休んでいましたが、今日は、いつもよりもマイクを口に近付けてしゃべりました。 

まだお聞き苦しい声ですが、徐々に馴らしていきたいと思います。もう少し、我慢してくださいね。 

明日の「美香の何でも 90 分！」もお休みします。体調が万全になったら、またスタジオを飛び出して暴れますね（笑） 

 

いついついついつなら会えますか？なら会えますか？なら会えますか？なら会えますか？ 

2013年10月13日 

「死海に泊っております。勿論死海に入り浮遊体験も泥パックもしました。不思議な体験です。 

絵ハガキは、ぺトラ遺跡のものです。」ヨルダンからAir Mailが届きました！海外旅行のツアーコンダクターをしている友人からのも

のです。2年ぶりでしょうか。消印を見ると丁度一か月前。 

ヨルダンからのハガキは届くのに一か月も掛かるのかぁ。小さな驚き。 

 

ぺトラ遺跡？聞いたことあるような、ないような。 

ハガキに写っているこの男性は、いつもここにいるのかしら？ 

色んな疑問が頭を過ぎります。いつも彼女からのお食事の誘いは、こうやって海外からの Air Mail で届くんです！（なんてグローバルなお

誘い♪）ヨルダンの話しを聞きたいなぁと思い、直ぐに連絡しましたが、応答がありません（笑） 

次のツアーに出てしまったのかも。私もハガキを出そうかしら。「いつなら会えますか？」 

 

2013201320132013年忘年会！美香フェス開催！！年忘年会！美香フェス開催！！年忘年会！美香フェス開催！！年忘年会！美香フェス開催！！ 

2013年10月6日 

今年も残すところ３か月を切りました。年末のご予定はもう決まりでしょうか？「美香ちゃん、忘年会やらないの？」というリクエ

ストの声を去年から頂いていました。「忘年会やりたいなぁ」、せっかくの忘年会なら「ゆっくり温泉に入って頂いて、食事をして、 時

間を気にせずに楽しんで頂きたいなぁ」・・・ということで、来る12月7日（土）定山渓万世閣ホテルミリオーネで、 

「田村美香フェスティバル オラ、温泉で忘年会がやりて～！」を 開催することになりました。現地集合・解散。 

２時間の宴会タイムは歌あり、トークあり、踊りあり、ゲームあり、抽選会あり、 歌あり、歌あり（笑）の 田村美香フェスティバ

ル、略して「美香フェス」です！今年流行ったあの歌から、お馴染のアノ歌までやっちゃいます。 

この年末、2013年の新たな思い出を私田村美香と一緒に作りませんか？ 

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 （営業時間 9:30～18:00 ／土日祝日も営業）詳細は田村美香オフィシャルＨＰイベント欄をご覧ください。 

http://www.tamuramika.jp/p4.html ご夫婦、お友達同士、もちろんお一人様も大歓迎です！！定山渓温泉でお会いしましょう♪ 

 



落穂落穂落穂落穂拾いいいい 

2013年9月29日 

青空のもと、ご応募いただいた親子40組の皆さんとＨＢＣラジオ稲刈り体験教室に行ってまいりました。 

田植えは何度か参加させて頂きましたが、稲刈りは初めての体験でした。 

頭を垂れた稲穂を一株一株鎌で刈り取り、昔ながらの千把扱き（せんばこき）から今も実際に使っている脱穀機を使って、 

コンバインなら15分で出来る作業をスタッフも一緒になり約100名で3時間かけて農作業をしました。 

汗もかいて、プチ筋肉痛。結構な労働量になりました（笑）ごめんなさい。ブログの写真を撮ることも忘れてしまいました。刈り取

った後にお世話をして下さった美原若衆の方から「落穂を拾いましょう」との声。 

”落穂拾い”って言葉では聞いたことがありましたが、「これがそうなんだ！！」と初めて実感できました。 

穂の色と刈り取った藁の色が同じなので、地面をよーく見なければ見つけられないんですよね。拾い集めると片手一束の結構な量に

なりました。ミレーの「落穂拾い」 

腰をかがめて落穂を拾う3人の女性の姿の絵。（麦と米の違いはあるでしょうが）急に身近な風景に感じました。 

第第第第38回回回回 うらほろうらほろうらほろうらほろ    ふるさとのふるさとのふるさとのふるさとの みのり祭りみのり祭りみのり祭りみのり祭り 

2013年9月23日 

9/21（土）22（日）今年も浦幌町のみのり祭りの司会をさせて頂きました。会場の森林公園は広い芝生が広がっていますが、 

イベントスタートの午前10時前から続々お客様がいらっしゃり、緑の芝生が人・人・人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

人でみるみる埋め尽くされていきました。ステージは、大勢のお客様に盛り上げて頂き楽しかったです♪ 

朝ドキッ！お聴きの方からは「いつも聴いてますよ！」と声を掛けて頂き嬉しかったです。ありがとうございます。 

日本最大級の餅まき ”みのりまき”（もち米 6 俵のお餅の振る舞い）今年も櫓の

上から一緒に投げさせて頂きました！今日は、腕と足がプチ筋肉痛です（笑）Ｈ

ＢＣラジオの公開録音 ”歌謡ステージ＆物まねライブ” は、 

ゲストに山本リンダさんと岩本恭生さんお迎えしました。ロングドレスのリンダさ

ん、この後ミニスカートに早変わり！ニーハイのブーツでセクシー＆パワフル

なステージ。一緒に司会をさせて頂いたＨＢＣの菅野暢昭アナウンサーは 

初めて買ったレコードが山本リンダさんの ♪どうにもとまらない だったそうです。 

どこか照れている菅野さん（笑）いつも冷静にスポーツ実況をしている菅野さん

の新たな一面が見られたのも新鮮な出来事でした。 

 

石井一弘写真展「納沙布・半世紀」石井一弘写真展「納沙布・半世紀」石井一弘写真展「納沙布・半世紀」石井一弘写真展「納沙布・半世紀」 

2013年9月19日 

最近、花展や写真展のお知らせが次々に届き「芸術の秋」を感じています。石井一弘写真展に行ってきました。 

石井さんとの出会いはもう 15 年前、私がＨＢＣラジオ「カーナビラジオ午後一番！」のパーソナリティーをしていた時に、ある雑

誌が取り上げて下さることに。その時のカメラマンが石井さんでした。何年かして石井さんがその時の写真をわざわざ届けてくださ

ったんです。この写真です！ピチピチですね（笑） 

石井一弘さんは72歳。朝日新聞の報道カメラマンとして活躍。 

定年後も学生時代からのライフワークの一つ、納沙布を撮り続けていて 

集大成が今回の写真展です。この半世紀、石井さんのカメラが捉えた納沙布のコンブ漁民の

生活は、コンブを獲ることに命をかける厳しさと共に、命が受け継がれている素晴らしさも

伝えてくれます。1961年。東京から根室までの移動には3日もかかったそうです。 

今の私が考えても思わず「遥々、ようこそお越しくださいました」言ってしまったくらいで

す（笑）当時根室の方々は、石井青年を横断幕を掲げて出迎えるくらい大歓迎だったそうで

す！私の母も根室のコンブ漁師の家に生まれました。 

この写真の風景の中に母も生きていたんだなぁと少し感慨に浸ってしまいました。その写真

の一枚に、雪解けで道もぬかるむ春先の坂道を、小学1年生と2年生の女の子が 

カメラを向けられて照れ笑いしているめんこい写真があります。その下には、今の彼女たち

の写真が飾られているんです。「あら？どこかで見たことのある顔！？」なんと！会場にその

女性がいらっしゃったんです。しかも東京から駆けつけたと。嬉しくなって話しかけると、

当時写真を撮られたことは覚えていないそうです。「どのように石井さんと出会われたんですか？」と伺うと、 

石井さんが根室のご実家に写真を届けてくれたそうです。家族は大騒ぎ！懐かしい写真が届けられた喜びは、直ぐに東京の本人のと

ころへ。この写真がきっかけで高校時代の友達とも再開したそうです。「今夜はススキノで同級生と飲みます！」 

生き生きとした表情が印象的でした。「写真展の場が人と人を結びつける場所になっているんです」と石井さん。ご自身の作品を 1



枚1枚大切にされている石井さんだからこそ、人が集まるんじゃないかなって私は思いました。 

石井一弘写真展「納沙布・半世紀」石井一弘写真展「納沙布・半世紀」石井一弘写真展「納沙布・半世紀」石井一弘写真展「納沙布・半世紀」 

札幌展は9/22（日）まで。10:00～18:00（最終日は16:00まで）茶廊法邑ギャラリー（札幌市東区本町1条1丁目8-27） 

℡011-785-3607 

根室展は9/27（金）～10/10（木）※7（月）休館10:00～20:00 根室市総合文化会館（根室市曙町1丁目40） 

℡0153-24-3188 

大人の「高い、タカ～イ大人の「高い、タカ～イ大人の「高い、タカ～イ大人の「高い、タカ～イ♪♪♪♪」」」」 

2013年9月11日 

子供がお父さんに「高い、タカ～イ」をされてケラケラと嬉しそうに笑っている姿を見ますが、

まさか大人になってやって貰えるなんて思ってもみませんでした（笑） 

 

大日本プロレスのレスラー岡林祐二さんと大通公園をぶらぶらしました。さすがレスラーです。 

私なんて簡単に持ち上げられます。そして「高い、タカ～イ」の何て楽しいこと ♪ ♪ ♪ 

子供が「もう一回もう一回」を何度も繰り返す理由がわかりました。 

面白いです！！（岡林さん、何回もありがとうございました）そして、体力では勝てない私は岡

林さんに「川柳3本対決！」を挑みました。例えばこんな感じ。 

お題「テレビ塔」 

美香「テレビ塔 足元しっかり 四の字固め」 

岡林さん「朝起きて 窓の外に テレビ塔」 

（今朝フェーリーで北海道に着いて、移動バスの中で目が覚めたら窓の外にテレビ塔が見えたそ

うです。） 

筋肉の内に秘めた優しさと素直さが垣間見られて、 

私は一気にファンになってしまいました！ 

来月、大日本プロレスの試合があります！ 

 
「札幌プロレスフェスタ「札幌プロレスフェスタ「札幌プロレスフェスタ「札幌プロレスフェスタ2013」」」」 

10/14（月・祝）14:30開場 15:00開始 

場所：札幌テイセンホール（札幌市東区北7東1） 

勿論、岡林さんも出場しますよ！ 

 

ドンドンドンドンさんありがとう！さんありがとう！さんありがとう！さんありがとう！ 

2013年8月28日 

札幌駅地下歩行空間で行われた「あなcafe」に、多くの方に足を運んで頂き有難うございました。番組のPRとクイズ、楽器演奏（リコーダー）

などで 30 分のステージはあっという間でした。 

 総合DJ はドンさん。 

  

 

そして、今日の朝ドキッ！シークレットゲストもドンさ

ん！ 

強風のモエレ山の山頂で、 

リスナーさんから届いた”ありがとうメッセージ”を一

緒に叫んで下さいました。 

「ドンさんありがとーーーーーーーーーーーーーー

ー！！」 

 

涼しい顔して、じぇじぇじぇ！涼しい顔して、じぇじぇじぇ！涼しい顔して、じぇじぇじぇ！涼しい顔して、じぇじぇじぇ！ 

2013年8月19日 

今日の札幌の最高気温は31.7℃！！そんな中、HBCラジオの秋冬用のポスターの写真撮影がありました。 

真夏に秋冬なんてファッションの世界みたい・・・なんて誰も言いませんが（笑）流石にこの衣装は暑かったです！ 



涼しい顔をしていますが・・・着物は冬物です（汗）さて、HBC ラジオは今日からハッピーウィークがスター

トしました。 

期間中キーワードに答えて応募頂くと、抽選で現金128万7000円を1名にプレゼント！ 

朝ドキッ！もプレゼントをいっぱい用意しています。明日も聴いて下さい。 

そして、じぇじぇじぇなイベントも開催！ 

HBCラジオ「あな「あな「あな「あな cafe」」」」がオープン！ 

8/27（火）11：30～ 

場所は、札幌駅前地下歩行空間北3条交差点広場 

ステージでは、HBCラジオのパーソナリティーがハッピーウィーク中の番組の聴きどころを紹介。 

各番組出演者の「楽器演奏曲当てクイズ」「番組マニアッククイズ」・・・ユニーク？な内容です（笑） 

朝ドキッ！は、お昼12：00～12：30 

山内ANと一緒に30分のステージをお送りします！ 

お時間のある方、どうぞ来てけろ♪ 

 

氷の世界氷の世界氷の世界氷の世界♪♪♪♪ 

2013年8月16日 

室内温度氷点下16度。氷柱がズラーリ！涼しくて気持ちいい ♪ ♪ ♪ ・・・5分もいたら

寒くて震えてきました（笑） 

HBCの携帯サイト「いそ釣り三昧北海道」のコラムの取材で、 

創業125年のカネキン製氷さんにお邪魔しました。 

釣りをする方がクーラーボックス持参で氷を買いに来るそうです。 

カネキンさんの氷は、透明でとにかく綺麗！地下水を48時間かけてじっくり凍らせると 

純度が高く、硬くて溶けにくい氷になるそうです。カネキンさんの氷は、気づかないうちに結構目にしているん

ですね。札幌雪まつりの氷像の氷。北海道マラソンの給水所の氷。毎年夏恒例のイベント円山動物園のホッキョ

クグマへの氷のプレゼント。事務所を訪ねた時に頂いたアイスコーヒーにも勿論氷が入っていました！透明でき

れいな氷。グラスを傾けると「カランカラン」と気持ちのよい音♪「特別な氷は音まで違う？！」と思わせてく

れますね（笑） 

 

「カネキン製氷」 

札幌市白石区東札幌1条2丁目2-28 

℡011-831-4500 

 

残暑お見舞い申し上げます残暑お見舞い申し上げます残暑お見舞い申し上げます残暑お見舞い申し上げます 

2013年8月7日 

先日乗ったタクシーの運転手さんが本州のお客さんを乗せると「クーラーを切ってくれ。窓を

開けたらいいでしょうって言われるんですよ」と少し困った風におっしゃっていました。名古

屋、大阪の猛暑日に比べたら札幌の暑さはまだまだ心地いいのでしょうね。私もクーラーのき

いたところに長時間いるのは苦手な方で、最近よく行くランチのお店もクーラーがないんです。

だた、街路樹の葉っぱの高さにお店が面していて太陽の日差しを遮ってくれます。風通しのい

い木造のお店が何とも落ち着きます。ランチメニューは 3 種類。日替わり魚定食、生姜焼き定

食、讃岐うどん私は決まって魚定食を注文します。身体に優しい、バランスのよい食事ができるのも魅力で、 

夏バテ予防に自然と足が向いてしまいます。この日のメインは「サバの味噌煮」。横にちょこんと添えられた大根が嬉しい。えのきの

ピリ辛炒め、橙色のカボチャのスライスが乗ったサラダ、ご飯、汁物。700 円（アイスコーヒー付）幅が広いカウンターにはポスト

カードが飾られています。「赤いチューリップの写真！？この時期に？？」と、よ～く見てみると、チューリップが満開の時に降った

雪が花弁に積もっていました。涼しげ ♪ ♪ ♪でした。 

「てこな」札幌市中央区南1西7-11-2 地下鉄大通駅1番出口より徒歩5分 中通南向き 理容院の2階）昼:平日11:30-14:00 

夜:17:00-22:00 土曜不定休/日曜・祝日休 ℡011-272-554 

お気に入りお気に入りお気に入りお気に入り2013夏夏夏夏 

2013年7月29日 

この夏の私のお気に入り！先日の小樽ツアーのオープンガーデンで 



あるお宅を見学させて頂いた時に、出して下さったグレープフルーツのお茶。 

「グレープフルーツの爽やかさを緑茶ですっきり頂く」そんなお茶です。 

10個入りのティーバッグをいくつ買ったことでしょうか（笑）もう一つは缶詰のカレーです。 

別海町に帰省した時に妹が「コンビニで売っているカレーだけど美味しいよ」 

と言って持たせてくれました。美味しくて3日続けて食べてしまいました。少なめの量も気に入ってます。 

 「グレープフルーツ  緑茶 フレーバードティー」 LUPICIA 

「ツナとタイカレー  グリーン/レッド」 いなば食品株式会社 

小樽まるごと日帰りﾂｱー ～おいしい小樽まるごと日帰りﾂｱー ～おいしい小樽まるごと日帰りﾂｱー ～おいしい小樽まるごと日帰りﾂｱー ～おいしい たのしいたのしいたのしいたのしい るんるん気分るんるん気分るんるん気分るんるん気分♪♪♪♪～～～～ 

2013年7月15日 

7月13日（土）晴天の下、多くの方にご参加頂きました。当日の様子を順にご紹介していきます♪ 

９時出発の予定がお客様が集合時間よりも早く集まって下さったお蔭で随分早く出発出来ました！ 

 まずは、バスに乗り込みご挨拶。 

車内で HBC ラジオの話しをしていたその瞬間お客さんか

ら「美香ちゃん！窓の外！」の声。 

見るとそこには！！！ 

「大人のラジオ」の中継先に向かうトピッカー！ 

 

 

 

最初の訪問先「小樽オープンガーデン」へ。大きなスモークツリーに感動!。ベリーも甘くてとっても美味しかったです♪ 

 

 

 

 

  

 

ランチは小樽朝里クラッセホテルで「小樽あんかけ焼きそば」。小樽市民のソウルフード！ 

お腹がいっぱいになったところで、北海道ワインで工場見学＆ワイン講座！ 

 

 

 

 

 

 

 

続いて向かったのは、小樽駅前「都通り商店街」。一つ目のマル秘企画”美香ちゃんを探せ in 都通り” どこに隠れているかわかります？ 

 

 

 

 

  

  

 

婦人服の「OZU（オズ）さん」のご協力により 



美香マネキン美香マネキン美香マネキン美香マネキンの出来上がり。 

続いては、おやつタイム！in ルタオ。クライマックスは、二つ目のマル秘企画！”天狗山からホニャララ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”天狗山からバカヤロー＆ありがとう” 叫びました！ 

「皆さんツアーに参加してくれてありがとーーーーーーーーー！！！」 そして、札幌に戻る車

内 クイズ大会＆歌も披露！ 

初めての日帰りツアー、参加されたお客様の行動は機敏で、集合時間ギリギリになるのはい

つも私でした（笑） 

久しぶりに子供に戻って朝から夕方まで一生懸命遊びました。ありがとうございました。 

さて、次は何をして遊びましょうか♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尾岱沼えびまつり尾岱沼えびまつり尾岱沼えびまつり尾岱沼えびまつり 

2013年7月2日 

HBC石崎輝明ANと一緒に、6月29日（土）、30（日）別海町の尾岱沼漁港特設ステージ

で「尾岱沼えびまつり」が開催され司会をさせて頂きました。両日天気に恵まれ、多くの

お客さんで賑わいました！今年初めて「女性限定！北海しまえび踊り食い早食い競争」が

行われ、見事な食べっぷりを披露して下さいました。勝負がついた後もなお食べ続ける姿

には頼もしさを感じましたね（笑） 

HBC 公開録音、歌のゲストは「♪孫」の大泉逸郎さんとご当地ソング「♪野付水道」を歌う水田竜

子さん。 

山形からサクランボのお土産まで頂戴しお顔は正に♪下がる目じりが えびす～優しい大泉さ

んでした。 

「野付水道」が発売になって、水田さん初めてのご当地訪問。 

漁協女性部の皆さんもカラオケの持ち歌にしている方が多いそうです。 

久しぶりのえびまつりのステージ楽しかったです！！別海町の皆さん有難うござい

ました。 

 

 

 



もしかもしかもしかもしかして田村美香？！して田村美香？！して田村美香？！して田村美香？！ 

2013年6月28日 

故郷、別海町の役場の壁にこんな電光掲示板が！ 

週末開催のえびまつりの PR のため、別海町役場の

壁の電光掲示板にこんな文字と写真が出ているそう

です！人生初の電光掲示板（笑） 

今週末は、尾岱沼えびまつりでお会いしましょう！！ 

総合司会は田村美香です。 

 

 

 

八雲八雲八雲八雲まつりまつりまつりまつり 第３０回歩行者天国第３０回歩行者天国第３０回歩行者天国第３０回歩行者天国 

2013年6月26日 

6月21日（金）に行われた八雲歩行者天国で、ビッグビンゴと○×クイズの司会をさせて頂きました！ 

1等商品10万円分の旅行券！お一人で2枚3枚とビンゴカードを握りしめていらっしゃる方も・・・笑それにしても、こんなに大き

なビンゴマシーンは初めて見ました！！まるでジャングルジムのようです。（緑色の丸いもの。わかりますか？）出て来る数字の書か

れたボールはバレーボール！正にビッグ・ビン

ゴ！！ 

そして○×クイズのステージには、 

八雲町の観光大使も務めていらっしゃる俳優の伊吹

吾郎さんが登場！ 

水戸黄門でおなじみの、あのキメ台詞のリクエスト

にも応えて下さいました。 

右手には葵の御紋の印籠が！ 

 

ラジオを聴いて駆けつけてくださった方からも沢山

声をかけて頂きました！ 

八雲町の皆さんありがとうございました 
 

スーパームーンスーパームーンスーパームーンスーパームーンが見えました！が見えました！が見えました！が見えました！ 

2013年6月24日 

地球の周りを楕円を描きながら公転している月。 

そのため、地球から遠く離れる時期や近くなる時期で見える月の大きさが変化するんですね。 

地球から月までの平均距離は約 38 万km。 

一番近づくときは約 36 万km、一番遠ざかるときは約 41 万km。 

6 月23 日に最も近づく。 

分かるようで分からないこの５万㎞の差（笑）ですが、 

綺麗な大きな満月・スーパームーンが見えました！ 

 

  

最後までアイスコーヒー最後までアイスコーヒー最後までアイスコーヒー最後までアイスコーヒー 

2013年6月20日 

冷たいものがおいしい季節ですね。オレンジジュース、アイスティー、アイスコーヒー・・・。 

残念に思うのはついつい話が盛り上がり、時間とともに氷が融けて水っぽくなってしまうこと。 

先日友達と行ったカフェのアイスコーヒーは、違っていました。 

氷がアイスコーヒーで出来ているんです！だから、最後の一滴を飲み干すまで美味しいアイスコーヒーのまま♪♪♪銅製のカップに入り、小さ



なミルクせんべいが 2 枚付いてきて、細いストローで飲むのも良かったです。マスターは名古屋出身ということで、名

物の小倉トーストもメニューにありました。2 ミリ麺のナポリタンとミートソースも美味しそう！オシャレなカフェなのに

小さなお子さんが遊べる小上がりも付いていて、 

色んな世代の人が寛げる気配りを感じました。レジの横には、雑貨に紛れて何故か光ＧＥＮＪＩのブロマイドが。 

「懐かしいですね」と言うと、マスターは「光とＧＥＮＪＩがまだ一緒になる前の珍しいもになんです。家内のものなんで

す」と嬉しそうに話して下さいました。つい長話をしたくなる気さくなマスターです。 

「神野喫茶店」 札幌市北区新琴似 10 条 7 丁目 1-1  ℡＆ｆａｘ：011-802-8326 

営業時間：9：00～17：00 定休日：火曜・祝日 
 

イカとセロリイカとセロリイカとセロリイカとセロリ 

2013年6月9日 

「書類を入れるカバンにこれはないでしょう？！」 

 

と友人に言われながら丁度良かったので、カバンに入れてしまいました。 

セロリの葉っぱ、奥にはゴボウも顔を出しています。 

”セロリとイカの炒めもの”先週に続き今日もまた作ってしましました。 

 

セロリとイカは好みの大きさに切り、ごま油で炒めます。 

酒、醤油で味付けして最後に一味を振りかけたら出来上がり！ 

簡単に出来て、ご飯が進みます♪ 

 

 

 

市電新型車両に乗りました市電新型車両に乗りました市電新型車両に乗りました市電新型車両に乗りました 

2013年6月5日 

いつ出会えるかなぁと思っていたら・・・やってきました”新型車両”！！近づいてくるとワクワクしました。 

電亭で待っていた見ず知らずの女性と思わず顔を合わせ「新型車両ですね♪」と会話。二人とも笑顔になりました。 

扉が開くと足元は段差がほとんどありません。新築のお宅におじゃましているように車内をキョロキョロ（笑） 

通路は広く天井も高いです。入口近くの手が触れるところなどには木目素材を使い温かさを感じます。窓は広く、これ

まで窓枠で遮られていた外の景色がよく見えます♪低床なので並走して走る車のドライバーさんとも目が合う高さ。 

座席も前後に背中合わせの一人掛けのシートがあって、 

外の景色を眺めながら一人自分の世界に入っている方も…（笑）それくらい快適なんですね。降りる時の車両前方の

混雑も、通路が広いせいか緩和されたように感じました。信号待ちしている人は皆んなこっちを見ていました。これま

での電車とは明らかに違うその姿！変わってなかったのは、車内放送の音声とクラクション。 

少し空気が抜けたような、力の入らないあのクラクションの音が大好きです。 

 

初夏の陽気初夏の陽気初夏の陽気初夏の陽気 

2013年5月27日 

今日は道内気温が上がりましたね。「もう、綿入りのコートはいらないかしら？」やっと冬物のコー

トをクリーニングに出すことが出来ました。毎週水曜日に中継で外に出ていて、ずーーーーーーー

ーっと寒かったのでコートが手放せないでいたんです（笑）それが、歩いていてうっすら汗ばむ陽

気。今シーズン初めて日傘も使いました。去年の 6 月中旬、別海に住む妹から家の庭に季節外れの

桜が咲いていたとメールが来ました。今年はこの桜6月下旬まで見られるかしら？6月29日（土）・

30（日）別海町えびまつりの司会で別海に参ります！歌謡ステージのゲストは、水田竜子さんと大

泉逸郎さんです。お近くの皆さんお会いできるのを楽しみにしています。 

 

小樽小樽小樽小樽日帰りバスツアー定員になりました！日帰りバスツアー定員になりました！日帰りバスツアー定員になりました！日帰りバスツアー定員になりました！ 



2013年5月13日 

田村美香と行く小樽まるごと日帰りツアー～おいしい田村美香と行く小樽まるごと日帰りツアー～おいしい田村美香と行く小樽まるごと日帰りツアー～おいしい田村美香と行く小樽まるごと日帰りツアー～おいしい たのしいたのしいたのしいたのしい るんるん気分るんるん気分るんるん気分るんるん気分♪～～～～ 
７月１３日（土）札幌出発の小樽日帰りバスの旅へのお誘いを、田村美香オフィシャル HP のイベント情報にご登録頂いている方に

は、一足早くお知らせしていましたが、今日の「朝ドキッ！」の中で告知したところ、早速沢山のお電話を頂戴しました！ 

ありがとうございます！！しかし、バス一台41名限定の募集のため、直ぐに定員になってしまいました。 

申し込み出来なかった皆さんごめんなさい。現在、キャンセル待ちのお電話はお受けしています。 

株式会社 クレオトラベル 

℡：011-205-1980  fax：011-205-1988 

営業時間9：30～18：00（土日祝日も営業） 

ツアー内容など詳しくは、田村美香オフィシャルHPイベントページをご覧ください。http://www.tamuramika.jp/p4.html 

美しく食べる美しく食べる美しく食べる美しく食べる 

2013年5月6日 

”美しく食べる”ことについて今話を聞いています。しかも、人生の大先輩に。先日お話を伺ったのは、87歳の男性です。 

奥様を数年前に見送り、現在は一人で日々の暮らしを慎ましく楽しみながら豊かに暮らしている方です。そんな方に”美しく食べる”

ことについてお聞きしたら・・・。言葉でおっしゃることは何もありませんでした。が、この日御馳走になったのは、カステラ、ホ

ワイトアスパラ、オリーブ、スモークオイスター、そして一晩乾燥させたエノキダケをお酒、醤油、みりんで炒めたもの。 

これが、とってもおいしかったんです！！エノキダケは根元5ミリ程を切り落として細かく裂いてストーブの前で乾燥させるそうで

す。（エノキダケ、私は何も考えず袋ごと3センチは切り落としてました・・・；） 

そうすることで、ゴミも少なく、保存も効く、更にエノキダケの旨みが増します。他にも、バナナ、キウイ、何でも乾かすそうです。 

お茶の葉も捨てない。前の日に飲んだお茶の葉を乾燥させて、次の日卵焼きに入れるそうです。「僕は、お茶の葉も食べるので茶葉は

玉露を買います。高いようで結局全部頂くので安くなる」なるほど・・・。 

何度も「食べなさい。食べなさい。」とおっしゃるおもてなしの気持ちにも嬉しくなりました。何て美しい食生活だろう！！と感動。 

自分がどれだけ真似が出来るだろうか・・・？ 
 

新旧長靴の交代新旧長靴の交代新旧長靴の交代新旧長靴の交代 

2013年4月30日 

水曜日の中継のために買ったような長靴（ジョッキーブーツ風）。雨の日、畑でトウキビの収穫をする時、市場で、競馬場でもとって

もお世話になりましたが、とうとう穴が開いてしまいました（泣） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この長靴、最後の現場が門別競馬場になりました。今シーズン開幕の４月２４日（水）、レース前の騎手の皆さんにインタビューさせ

て頂きました。左から新人騎手の井上幹太（かんた）さん、石川倭（やまと）さん、美香、そして、去年デビュー日本プロスポーツ

大賞新人賞を受賞した阿部龍（りゅう）さんです。本物のジョッキーブーツは違いますね（笑）２代目新しい長靴（右） 

最近、雨の日が続いています。早速明日の中継で出番になりそうです。 
 

今年、初めて出しました！今年、初めて出しました！今年、初めて出しました！今年、初めて出しました！ 

2013年4月23日 

今日は、春らしい陽気でしたね♪♪♪ 札幌は最高気温１６℃を超えました。やっと冬物のコートを脱いで、ジーン

ズの裾をロールアップ。”足のスネは冷やさないぞ”数年前から自分に言い聞かせている言葉です（笑） 

が、この日差し、この気温。今日は出してもいいかな？！今シーズン初めて出しました！ 

 

明日はまた下ろすことになるのかしら・・・。あっ！明日は長靴でした！！ 

ホッカイドウ競馬が始まる門別競馬場からの中継です。 



会津で失敗会津で失敗会津で失敗会津で失敗 

2013年4月10日 

3月下旬、東京では桜が満開ということでしたので薄着で出掛けたのが間違いでした。 

寒くて寒くて、手袋を買ってしまいました（笑） 

悔しいですね。自宅には手袋あるのになぁーーーーーーーー！ 

スーパーの衣料品売り場の片隅に冬物最終処分コーナーがありました。 

手袋580円⇒290円 

レジに持って行くと更に半額の145円！！ 

お店を出てはめてみると！あらっ？！指先に穴！ しかも、ほつれています・・・（涙） 

まぁ温かいし、145円だし、いいかぁ・・・。 

 

「会津「会津「会津「会津 酒楽館」渡辺宗太商店酒楽館」渡辺宗太商店酒楽館」渡辺宗太商店酒楽館」渡辺宗太商店 

2013年4月9日 

お土産の酒「田村」を購入した酒屋さん、渡辺宗太商店「会津酒楽館」。 

会津を中心に40種類以上の銘柄のお酒を取り扱っているお店で、 

半地下の室内には地酒がずらーっと並んでいます。 

中2階に上がると店主宗喜さんが趣味で打つ1日限定20食の蕎麦が味わえます。 

そば粉10割の蕎麦はコシがありのど越しも良くとても美味しかったです！ 

2日続けて行ってしまいました（笑） 

天ぷらとそばのセット（蕎麦は大盛り ＾＾） 

「会津酒楽館」 渡辺宗太商店 

会津若松市白虎町1 

定休日 毎週火曜日 ℡ 0242-22-1076 

 

 

会津のお土産会津のお土産会津のお土産会津のお土産 

2013 年4 月 8 日 

会津漆器。湯のみ、ガラスのコップ、ぐい飲みを購入しました。 

 

 

 

 

酒屋さんで見つけたのは、他人とは思えない特別純米酒 その名も「田村」。 

 

試飲は出来なかったのですがお米の味のする飲みやすいお酒だそうです。 

飲むのが楽しみです！ 

会津うつわ「工房 鈴蘭」 

会津若松市七日町 8-11 

℡＆Fax0242-85-6654 

特別純米「自然酒の古里・田村」 仁井田本家謹譲 

福島県郡山市田村町金沢高屋敷 139 番 
 

徳一徳一徳一徳一 



2013年4月7日 

ヤンキースのイチロー選手のバットを作っている方が作った麺棒でうったお蕎麦が食べられるお店 

会津若松にある「徳一」さん。 

 

会津の風土が感じられる「会津の天ざる」をたのみました。 

大根のおろし汁で戴く高遠（たかとう）そば、にしんの山椒漬けは飯ずしのような味わいです。 

そして、まんじゅうの天ぷら。「まんじゅうの天ぷらーーーー？！」とびっくりしましたが、食べてみると美味しかったです！！揚げ

てみるものですね（笑） 

「徳一」 福島県会津若松市東千石1-5-17 営業時間 11：30～15：00 17：00～20：30 

定休日 月曜日 ℡ 0242-28-5681 

会津若松会津若松会津若松会津若松 

2013年3月31日 

郡山にはなっかた雪が会津が近づにつれて、路肩や田んぼに見られるようになりました。バスの中は日差しでぽかぽかでしたが、外

は空気がひんやり。「会津は盆地だから、周りの山に当たった風が冷たいんだぁ」とタクシーの運転手さん。早速出かけた鶴ヶ城 

日が傾いて寒さが身にしみる中、まちなか周遊バス「ハイカラさん」を震

えながら待ち 

この日の夕食は、イチロー選手にゆかりの？あのお店に行きました。 

つづく・・・ 

  

東北旅行に行って来ました東北旅行に行って来ました東北旅行に行って来ました東北旅行に行って来ました 

2013年3月30日 

年度末の慌しい時期に遅い夏休みを頂きました。福島空港⇒大河ドラマ八重の故郷会津若松⇒福島⇒仙台⇒秋保温泉（あきゆおんせ

ん）⇒石巻⇒仙台港⇒苫小牧というルートでした。思いがけない嬉しいこと、凹む事、出会い・・・収穫の多い旅になりました。 

久しぶりに乗ったエア・ドゥのかわいい紙コップに感動！後で、このコップに客室乗務員の方がキャンディーを入れて透明の蓋をし

てプレゼントしてくれました。 

福島空港から郡山を経由会津若松まで約２時間半、福島は広かった。 

そして、寒かった・・・。 

詳しくは、また後日。 

  

歌がつむぐ日本の地図歌がつむぐ日本の地図歌がつむぐ日本の地図歌がつむぐ日本の地図 

2013年3月22日 

”懐かしの名曲が、あなたの旅心を誘う”日本全国その土地にちなんだ歌謡曲、童謡、唱歌、民謡、Ｊ－ポッ

プ・・・色々な曲があるものです。それが一冊の地図になりました。その名は「歌がつむぐ日本の地図」。

写真やイラストが豊富で、歌と歌にまつわるエピソードが満載の日本地図です。見ているだけで歌と共に

全国を旅している気分になります。その中に、「ご当地ＤＪが選んだ曲」というコーナーがあって、なんと、

北海道 道東・道北のページを開いて頂くと私田村美香が選んだ一曲が載っているんです。 

私は何を選んだでしょうか？ 

誰もが知っているあの曲の原曲と言われている曲です。この歌は、２年程前に佐々木秀実さんのコンサー

トに行ったときに初めて聴いたんです。凄く心に響き大好きになった一曲です♪是非手に手に取ってご覧下



さい。只今全国の書店で発売中です！ 

「歌でつむぐ日本の地図」（名曲ＣＤ付き） 帝国書院 ２４００円（税別） 追伸、来週の朝ドキッ！は一週間お休みします。 

遅い（本当に遅すぎ）夏休みです。 

富士山フォト日記富士山フォト日記富士山フォト日記富士山フォト日記 

2013年3月12日 

「田村美香と行く ふじのくにしずおか旬の旅 ３日間」に行ってまいりました！晴天の下、毎日富士山を見ることが出来て、梅、菜

の花、早咲きの桜も満開♪♪♪ ポカポカ陽気が気持ち良かった静岡の旅でした。日本一の富士山色々・・・。 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

最後は、洗濯物と富士山、、、、、、暮らしの中にある富士山です。 

  

 

 

 

わー恥ずかしい！わー恥ずかしい！わー恥ずかしい！わー恥ずかしい！ 

2013年3月3日 

またやってしまいました。ジャケットの後ろのスリットって、買ったばかりの時は仕

付け糸で縫ってありますよね。普通は糸を取ってから着ます。私、切らないまま一年

間このジャケットを着ていました！ほら（笑）わー恥ずかしい！ 

去年の春から半年間放送していた旭川医大の先生にインタビューする番組で、何度こ

のジャケットを着たことでしょうか。わー恥ずかしい！！ 

さて、明日から３日間番組をお休みします。 

参加のお客様と一緒に「田村美香と行く ふじのくに しずおか旬の旅 ３日間」へ行

って参ります。 

旅の様子は帰ってきてから火曜日の静岡のコーナーとこのブログでも紹介したいと

思います。お楽しみに！では、行ってきます。 

 

まぁ～！ねむろ味覚観光大使ですかまぁ～！ねむろ味覚観光大使ですかまぁ～！ねむろ味覚観光大使ですかまぁ～！ねむろ味覚観光大使ですか 

2013年2月24日 

「私、別海町観光大使なんです！根室は母の故郷ですよ」そんな話しで一気に２人の距離が縮まりました。晴れた土曜日の午後、友

人とカフェランチに出かけました。白い壁 白いタイルの床に、木のカウンター、テーブル、椅子

が居心地の良い空間で、雪に反射した太陽の光が入る窓の側には、アップライトのピアノが一台

置いてあります。 

このカフェをやっていらっしゃるのが、南出 薫さん（声楽家）。 

南出さんは、以前から HBC ラジオを聴いて下さっていて私が別海町出身であることをご存知でした。

ご自身が根室出身であることから ひとしきり根釧トークで盛り上がり、お互い観光大使であることが判

明！すっかり意気投合したというわけです。 

肩肘を張らずに気軽に素敵な音楽に親しむ場所。 



毎週土曜日の午後2 時からは、ピアノやフルート、オーボエ、オペラといったクラシック音楽によるアフタヌーンコンサートが開かれていて、

生の音楽が楽しめます。 

「出演者がいない時は私も歌います」南出さんも歌うことがあるそうです。「歌より料理の方が得意なの（笑）」ですって。ランチの後、デザー

トとコーヒーを頂いているとピアノの音が聞こえてきました。この日はピアノのライブ。札幌大谷大学の押切雄太さんがショパンやリストの曲

を弾いてくださいました。「しゃべりは苦手なんです。」と言いつつユーモアのある控えめなトークは、ピアノ演奏を引き立てる良いブレイクに

なっていました。なんて優雅な休日なんでしょう♪ お腹も心も大満足でした。 

私が頂いた B ランチプレート！ 

牛肉の赤ワイン煮のシチュウとピクルス 

ガーリックトースト、サラダに飲み物＋デザートで 1200 円 

「Cafe MAISON marie ange」 （カフェ メゾン マリーアンジュ） 

札幌市北区新川 3 条6 丁目 1-24  営業時間：10：30-17：30 

定休日：日、祭日  ℡011-766-7733 

 

仏蘭西茶館仏蘭西茶館仏蘭西茶館仏蘭西茶館 

2013年2月17日 

嬉しい驚きでした。高校時代、釧路に住んでいた私が初めてロシアティーなるものを飲んで甚く感動した、その喫茶店がありました。

ビルの地下にある高校生が入るにはちょっと大人の雰囲気のあるお店です。 

マスターにお話を伺うと、お店はもう４０数年になるそうです。 

紅茶にジャムを入れるロシアティーは、特別なものじゃなく市販のジャムを使っているとのこと。「果肉が多めなくらいかな」とおっしゃってい

ました。でも、家で紅茶にジャムを入れても同じにはならなかったなぁ。 

「仏蘭西茶館」 釧路市末広町５-５ 末広ビル B１ ０１５４-２２-９６６６ 

 

失敗失敗失敗失敗 

2013年2月16日 

思い込みってありますよね。先日友人と朝食バイキングを食べた時、めずらしく私が気を利かして友人の飲み物を持ってきたときの

ことです。 

私 「温かいお茶と冷たいお茶どっちがいい？」 

友人 「冷たいお茶」 

私 「OK！」 

友人 「・・・・・？？？リンゴジュースなんだけど！！」 

私 「えーーーーーーっ！？お茶じゃないの？？？」 

（左）ほうじ茶 （右）冷たいお茶に見えませんか？ 

お茶だと思って飲んだ友人は朝からひどい声をあげていました（笑） 

ごめんなさい。 

ということで、今日からカテゴリーが一つ増えました。 

「失敗」 

  

静岡ツアー満員御礼！即日完売しました！！静岡ツアー満員御礼！即日完売しました！！静岡ツアー満員御礼！即日完売しました！！静岡ツアー満員御礼！即日完売しました！！ 

2013年2月4日 

「田村美香と行く「田村美香と行く「田村美香と行く「田村美香と行く ふじのくにしずおかふじのくにしずおかふじのくにしずおかふじのくにしずおか 旬の旅旬の旅旬の旅旬の旅 ３日間」３日間」３日間」３日間」 



２月４日（月）から申し込みを開始しましたが、早速沢山のお電話を頂き即日完売となりました。ありがとうございました。 

朝ドキッ！の放送が終わり間もなくして「売り切れました！」の連絡が入りました。ありがたい事です。 

ご検討中の方もいらしたと思います。仕事を調整したり、休みを申請したりと・・・。ごめんなさい。 

今回は残念でしたが、また次回ご一緒させてくださいね。沢山のお申し込み有難うございました。 

ありがとなしありがとなしありがとなしありがとなし 

2013年1月21日 

福島が私を呼んでいる？！去年の秋に頂いたお漬物は会津の酢漬け。お年始に頂いたお菓子は福島のかんのやさんのゆべし。 

年末に入ったお蕎麦やさんで読んだ雑誌に、ヤンキースのイチロー選手のバットを作っている方が作った麺棒で蕎麦を打つお蕎麦屋

さんの記事を見ました。 

ご主人は蕎麦が伸びたい方向に手を貸しているだけと言うのです。茹で上がった蕎麦は、キラキラ輝いているように見えるそうです。

「あー食べてみたい！」そのお蕎麦屋さんも会津のお蕎麦屋さんでした。「行きたいなぁ」密かに高まる福島熱。すると今日、札幌駅

の地下で私の目の前を『ふくしま八重隊』のメンバーが通り過ぎました。「あ！八重さん」八重役の女性の凛々しさに、思わず声をか

けてしまい写真まで撮って頂きました。「ありがとなし」（会津の方言） 

ごめんなさい！写真がきえてしましました（泣） 

新成人に伝えたいこと新成人に伝えたいこと新成人に伝えたいこと新成人に伝えたいこと 

2013年1月14日 

今日は成人の日でした。晴れ着姿の方は残念ながら見かけませんでしたが、私も〇〇年前（笑）母が揃えてくれた振袖を着て成人式

にでかけたものです。女の子ばかりの子供でしたから（四姉妹）、母は娘に着物を作ることを趣味にしていたところがあり、いくつか

用意してくれたものを持っています。着物はお茶を習い始めたお蔭で着ることが多く、そういった意味では親孝行が出来ているのか

なって思ったりもします。日曜日も着物を着る機会がありました。黒地に小花が画かれた落ち着いた雰囲気の小紋。明るめにオレン

ジの帯を合わせたら全体のバランスが良かったのか会う人会う人に褒められて、とーーーーっても嬉しかったんです！！ 

ところが、外は新雪がさらっと降ったあとでしたから、草履に雪が付いていたんですね。友達とお茶をしている時に溶けてきて、気

が付いたら裾が溶けた雪で濡れていました！！直ぐにタオルで叩きましたが、少し布が縮みシミが出来てしまったんです（泣） 

ショック！！！今日染み抜きに出すことができて、どうやら元に戻りそうです。一安心。 

歩くときは裾を気にしますが、座っている時は何にも気にしてなかったです。一つ勉強しました。 

せっかく作って貰った着物ですから、大事に着たいなぁと改めて思いました。「着物を着たら座るときも気を付けましょう！」 

晴れ着姿の新成人に伝えたかったですが、もう成人の日の一日も終わりますね（笑） 

「新聞に載ってたよ！」「新聞に載ってたよ！」「新聞に載ってたよ！」「新聞に載ってたよ！」 

2013年1月13日 

というメールが実家の妹から届きました。 

１月１２日（土）の道新に載っていたというんです。添付の写真を見たら、観光

大使就任のことが記事になっていました。（根室版）去年の暮れに番組内で、別

海町の水沼町長から直接委嘱状を頂きましたが、改めて紹介されると恥ずかしい

やら畏れ多いやら・・・ありがとうございます。別海町の観光大使は、別海に別

荘をお持ちの小六禮次郎さん、倍賞千恵子さんご夫妻と私の３人です。 

倍賞さんと並んでの写真にも恐縮です。 それにしても、私の写真はいつどこで使

われたものなんだろうか？そんなどうでも良いことが気になってしまいました

（笑） 

お年始お年始お年始お年始 

2013年1月6日 

４日から朝ドキッ！通常放送がスタートしました。番組宛に沢山年賀状を頂戴致しました。どうもありがとうございます。 

福島出身の女性ディレクターにお年始を頂きました。「かんのやの 家伝ゆべし」 しかも 梅あん です！！ 

うれしーーーーーい！ かんのやさんのゆべし、私大好きなんです！！ 

しっとりとした生地によく合うこしあんが、何度でも食べたくなります。 

去年、札幌三越で夏季限定の白あんのゆべしをその女性ディレクターにプレゼントしようと買いに行ったところ 

既に、販売期間が終わっていて普通のこしあんのものを購入することに。そのことを覚えていてくれたんですね。 

思いがけないお年始に 嬉しくなりました。梅あんのゆべし。我慢できなくて地下鉄駅の改札を出たベンチに腰を下ろして頂いてしま

いました（笑）寒さが身にしみる中、口の中には一足早く春がやって来たー！！という ほのかな梅の味。ご馳走様でした。 



平成平成平成平成25年、明けましておめでとうございます年、明けましておめでとうございます年、明けましておめでとうございます年、明けましておめでとうございます 

2013年1月1日 

 

別海町の実家から見えた初日の出です。 

穏やかな新年の幕開けです。 

地平線に薄雲がかかっていて、太陽が少し上になってしまいましたが・・・（笑） 

 

今年一年があなたにとって素敵な年でありますように！ 

  
 

今年もお世話になりました。今年もお世話になりました。今年もお世話になりました。今年もお世話になりました。 

2012年12月31日 

振り返ってみると、平成２４年はお料理を少し頑張ってみようかなと思って始まったような気がします。 

（新年の抱負って憶えていないものですね・・・笑） 

日常の食生活に劇的な変化はありませんでしたが、一度だけ行ったお料理教室で習った”たちのグラタン”は今シーズンも作っていま

す。熱々をはふはふ言いながら食べるのは最高です！ 

そして、ボイスのページでも言いましたが、ご近所付き合いが深まったのは今年の大きな収穫でした。人のご縁を大切に 来年はご縁

を育てていけたらと思います。あなたにとってこの一年は如何でしたか？来る年がお互いに良い年になりますように！ 

年越しは別海の実家で過ごす予定です。では、良いお年をお迎え下さい。 

パリジェンヌ美香パリジェンヌ美香パリジェンヌ美香パリジェンヌ美香 

2012年12月29日 

髪を切りました。かなり短く。この日の為に９月から髪を切らずにいたんです。 

札幌出身で現在はパリで活躍する世界的なヘアスタイリスト石井裕治（Yuji）さんに切って頂きました。 

Yujiさんのカットの凄さは、《その人の髪のクセを瞬時に読み解き、３ヶ月先まで切りたてのようなヘアスタイルが続く》 

「へぇー何だか凄そうだなぁ。一度体験してみたいな」と思い、今回の帰郷に合わせて切って頂いたというわけなんです。 

鏡の前に座った私。Yuji さんに「どうします？」と聞かれ、「短くして下さい」とオーダー。（一度ベリーショートにしてみたかった

んです）「ただ、着物も着るので合うようにお願いします」とわがままな注文を加えました。 

すると、Yujiさん「面白いこと言うねー。普通着物を着る人は伸ばしてるんですって言うでしょう」「私ヘンなんです（笑）」 

頭の形が絶壁で つむじが低い位置にあり 襟足の長い私は、ベリーショートは出来ないそうです。 

「伸びたらダメだね」と。（３ヶ月先を見ているんですね） 

ハサミが入るたびにパリの風が吹いて来るような・・・（笑） とても贅沢な時間を過ごすことが出来ました。 

以前 Yujiさんのカットを体験された方は、半年間

その良さが続いたと言っていました。 

さぁ、これからどのようになって行くのでしょう。

新年が楽しみです。 

 パリジェンヌ美香の完成！ 

 

 

本当に、別海町観光大使になりました（笑） 

2012年12月28日 

２７（木）の朝ドキッ！に別海町の水沼猛町長が、田村美香の観光大使委嘱状を持って来て下さいました。 

年末のお忙しい中、有難うございます。透明のケースに入った立派な委嘱状です。 

これまでは「私、別海町の観光大使なんです」と言っても、証明できるものがありませんでしたが、これで

信じて頂けますか（笑） 

まずはこの年末、実家の母に見せに持って帰ろうかしら。 

あら！？水沼町長がせっかく別海からお持ちくださったのに・・・ごめんなさい。また持ち帰る事になって。

でも、こんな名誉なことありませんものね。来年はより一層別海町のＰＲに頑張ります！！  



小樽でメリークリスマス小樽でメリークリスマス小樽でメリークリスマス小樽でメリークリスマス 

2012年12月23日 

晴天の下、小樽の知人に誘われてクリスマス会に出かけました。夏に自宅の庭をオープンガーデンで開放している皆さんのパーティ

ーに加えて頂いたんですが、坂の町ならではの庭造りの大変さ、冬の除雪の苦労話や笑い話、「ハーブがたくさん出来たので作りまし

た」と手作りのハーブソルトを頂いたり・・・と窓から海が見える高台のカフェで 楽しい時間を過ごしました。 

 帰りがけ、小樽運河では 小樽ロングクリスマス”冬の流星”が開催中でした。”祈り星”とい

う光の球５０００個を運河に浮かべ、水面に幻想的な満点の星空を演出するというイベント

です。１時間前に着くと 浅草橋周辺は既に大勢の人・人・人。 

気温は氷点下５．３℃ かなり冷え込んでいました。 

近くの回転すし屋さんのテラスからやっと撮った一枚。 

 

クリスマスイブにどんな祈りを込めますか？ 

イベントは明日まで行われています。 

見物するには、小樽駅から真っ直ぐ続く中央橋の方が空いていました。 

明日も寒いようです。しっかりマカナッテお出かけ下さい。 

  

ホットワインホットワインホットワインホットワイン 

2012年12月17日 

最近ホットワインを飲みます。簡単に美味しく作れる”ホットワインの素”（ジャム）に

出会い、今年はこればかりです。 

ハチミツで甘さを少し足して・・・・・まだ赤ワインでしか試していませんが、白ワイ

ンでも楽しめるそうなんです♪ 

ただ、飲み残しのワインがなかなか出ないんだなぁ・・・（笑） 

 「ちょびりこ。ジャム研究所」 札幌市東区北 25 東 9-4-12 ℡011-731-3357 

  

ブログの背景を新しくしましたブログの背景を新しくしましたブログの背景を新しくしましたブログの背景を新しくしました 

2012年12月12日 

ブログのメンテナンスがやっと終了しました。ずっと更新できなくてごめんなさい。 

新年を迎える前に新たな気持ちでスタートです。これからもお付き合いくださいね。さて、年賀状、カレンダー、手帳の準備、掃除、

整理整頓・・・今年中にやっておきたい色々はどこまで進んでいるでしょうか？私は、夏に盛り上がった引越し熱がここに来て再燃。  

今の暮らしを８０％くらいに縮小して、人も物も居心地よく暮らしたいなぁと考えるこの頃です。「着物の箪笥は一つにしよう！」 

「いつか着る」は結局着ません（笑） 思い切って整理しました。 

気に入って購入した赤いソファーですが、インテリアと化しています。私は、床に座ることが好きなんだと分かりました（笑） 

こうして一つ一つ整理することで、自分にとって本当に必要なもの、あると嬉しくなるものが見えてきますね。 

さあ、気になっている物件は私とご縁があるかしら？・・・・ 

お待たせいたしましたお待たせいたしましたお待たせいたしましたお待たせいたしました 

2012年12月7日 

ブログのメンテナンスをやっているうちに、早いものでもう師走。皆さん如何お過ごしでしょうか？ 

この半月程の間、「これ書きたいなぁ」と思うことがいくつかありましたが、 

書ける場所がなかったのは淋しいことでした。また、新たにスタートします。気ままに、気長にお付き合い下さい。 

これまでのブログは、まとめてご覧いただけるようにします。 

美香 

 



  

  

 


