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由美子の話題のコーナー

去る 月 日に渡2 27
辺会長は札幌商工会議
所主催の検定試験を受
けてきたそうでう。そ
の名も“札幌シティ・
ガイド検定 。”
札幌の街のガイドに

資格を与えるというも
のです。新聞で広告が
あって、受験がまだ間
に合うというので、札
幌一市民としてどの程
度自分の町のことを理
解しているのか、試し
に受けてみようと思っ
たとのことです。イン
ターネットで資料をダ
ウンロード、受験料

( 円)とテキスト用の教本( 円)、セミナー参加4,200 1,890
料 円、しめて 円を払ったそうです。8,400 14,790
試験前のセミナーは 月 日で市役所北向かいの商1 30

工会議所ビル 階で行われ、地下鉄の大通り駅から時計8
台へ向かう人並みがほぼ雪崩れ込むように同ビルに入
り、その波に乗って場所を探すこともなく会場に到着し
たそうです。 教室 人程度の小さな集まりかと思い1 50

600きや、その応募者数にビックリとか。なんと講堂に
～ 人はいたといいます…。さすが、札幌は大都会だ700
ということを思い知らされたそうです。たかだか、ボラ
ンティアのシティ・ガイドの資格をとるために、これだ
けの市民が応募・参加しているのです。
何とこのセミナーは試験対策用で、講師陣が重要な部

分をアドバイスしてくれ、受講者はその辺りを中心にチ
ェックして丸暗記するといいわけです。 時から 時10 12
まで 講話、昼は丸井今井地下の“東家”で蕎麦を食べ2
たそうで、景気付けに”おやき”を つ買ってきてほう4
ばりながら、 時から再び 講話受けたといいます。13 2
ここで例題 第１問
次の文中の【１ 【２】の部分に、下の語群のうち最】

も適当な用語を選んで、解答用紙にその記号を記入しな
さい。

(寛政 )年 【１】南下に対する国防問題から東1799 11 、
蝦夷地が幕府直轄となり、ついで (文化 )年、西蝦1807 4
夷地も直轄された。この時、幕府は最上徳内や【２】な
どに東西蝦夷地・千島・樺太に及ぶ大規模な調査をさせ
た。
【語群】
ア、モンゴル イ、近藤重蔵 ウ、アメリカ
エ、松浦武四郎 オ、ロシア カ、早川清太郎

札幌シティ・ガイド教本

これは初歩的なもので【１】オ【２】イ という解答
です。
ここで例題 第２問
次の文中の【１ 【２ 【３】の部分に、下の語群のう】 】

ち最も適当な用語を選んで、解答用紙にその記号を記入
しなさい。
札幌の開拓計画は【１】を中心として軍務官・兵務省

によって作成され 【２】 月、開拓使が設置された。、 7
判官に任命された【３】は 月から札幌本府の建設に11
取りかかるが、わずか数ヶ月で東京に呼び戻された。
ア、黒田清隆 イ、 (安政 )年 ウ、東久世通禧1858 5
エ、鍋島真正 オ、 (明治 )年 カ、島義勇1869 2
キ、 (明治 年) ク、木戸孝允1875 8
ケ、 (慶応 )年1866 2
ここまですんなり正解できた人は合格間違いなし。

ここで例題 第３問
次の文章で正しく記述されているものには○、間違っ

ているものは×をつけよ。
新渡戸稲造と彼の支持者により解説された遠友夜学ア、

校は、貧しい人々や昼間学ぶ機会のない人々に教育の門
戸を開き、約 世紀にわたって続けられた。1

開拓使を存続しないことと政府決定した翌年、開拓イ、
使は廃止され北海道は札幌・根室・函館の三県に分離さ
れた。

、 、ウ、札幌本府の治安維持 貧窮士族の扶助などを目的に
開拓の推進的な役割を担うべく、最初の屯田兵が山鼻に
入植した。

北海道庁時代初期に、鉄道線路以北の湿地帯の開発エ、
をめざして開削されたのが、厚別川の大排水路である。

(昭和 )年、札幌開催が正式決定されたばかオ、1838 13
りの冬季オリンピックを返上した最大の理由は、施設建
設費などの財政的な問題であった。
如何でしょうか？ここまで全問正解だった人は、その

ままで検定合格です。答えは次の頁。

佐藤さん、文化教室講座つとめる

渡辺出張のため代替え講師

水曜( )の講座では、文化センターのプロジェクタ3/9
ーを借してもらい、ステラナビを中心に進めました。欠

。 、席は１名(菊地さん)でした 渡辺さんのレシピの中から
北斗七星と北極星の日周運動の確認(南天の日周も最後
に少しだけですが、観てもらいました)や講座開始時刻
から当日の夜空を巡り、宵の頃の冬の星座から春の星座
へと紹介しました。それと、レシピにある日ごと約 分4
(１度)のズレについて、平均太陽時と恒星時の違いなど
から簡単な説明もしてみました。
プラネでも最大１時間(いざないの時)の内容しか話し

たことが無いため、１時間半の講座はとっても長かった
です。しかも、プラネなら音楽と動きだけでもなんとか
ごまかしも利きますが、これでステラも何もないと、私
には ～ 分くらいが限度ですね。あらためて、こう30 40
した講座を毎月 回も対応するのは｢大変だぁー｣と感じ2
た次第です。
講座の後、市川、阿部、稲留、竹山さんらと 時半22

ごろまで談笑して帰りました。 日の掩蔽観測は、で13
きそうにもありません。
佐藤智秀
2005年03月11日 15：40
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お 便 り コ ー ナ ー

２ページの答え
問い２はク、オ、カ
問い３は×○×××

今日は

◆お元気ですか？ 私
はまだ微熱が続き、
だるーい生活をして
います。依って、今
夜( )の観測も行け3/5
ません…残念。すっ

かり弱いオバサンになってしまいました。会報デネブ、
会長のお陰でもう早 号なのですね！ 有難うございま58
す。祝・ 号まで、あと少しか…、それまでに会員が60
沢山集まることは無いのでしょうかね。記事や投稿が少
ないのに申し訳有りません。それでは、また。
佐藤麻子 umibuta-dolphin-kick@jcom.home.ne.jp
受信日時：2005年05月03日 14:36

会報が届きました
◆こんにちは。川口裕美です。 月 日にやっと我が家3 5

2前に排雪が入り 家の前の道が広くなりました 本当は、 。
。 。月中旬に入る予定だったのに… 今年は雪が多いですね

昨日、会報第 号が届きました。ありがとうございま58
す！ 表紙が、雪祭りの“ぺ・ヨンジュン雪像”でした
ね。私も｢雪祭り｣を見に行きましたが、その雪像の前は
すごい人だかりで、写真を撮る人が順番待ちをしていま
した。マフラーを巻いていたのですね。祝日だったから
かもしれませんが、ホント、スゴイ人で、ぺ・ヨンジュ
ン雪像だというのは分かったのですが、雪像の下の方ま
では全然見えませんでした。写真でバッチリ見れて、得
した気分です。会長も、順番待ちして撮ったのですか？
さぞかし撮影はたいへんだったでしょう…。表紙の雪像
を見ていて、何となく会長の若い時に似ているかも(メ
ガネと髪型だけ？)…とか、やっぱり、美香さんに似て

。 、いるなぁ…とか思ってしまいました 関係ありませんが
私も、 で“冬ソナ完全版”をやった時にたまたま見BS
、 。て 遅ればせながら韓流ドラマにはまってしまいました

ヨン様雪像の前は人だかりで，迷惑を顧みず強引にならなけれ
ば記念写真は難しいのです

会長たちが｢冬ソナ｣と騒
いでいる時は、｢そんな
に面白いのかな？｣と思
いつつ、乳飲み子がいて
それどころではありませ

。 、んでした 今頃になって
冬ソナの を会長に頼CD
んでおけば良かったと後
悔している次第です。天
国への階段も何となく見
ているのですが、日本語
吹き替えだと面白味が半
減しますね。声優の声が
全然合わないというか、
ヘタッピで…。海で叫ぶ

シーン(これ、何故か多いですね)とか、見ていて恥ずか
しくなります。…といいながら、しっかり見ているので
すが…。韓流ドラマは、ストーリーというか先が分かっ
ているのに見たくなるので不思議です。
阪野さん、準優勝は惜しいけど、スゴイですね！ 新

年会に行けば、この話が聞けたのでしょうか？参加でき
ずに残念でした。指折り数えて待っていたのに、 日22
に子供が熱を出し、 日には熱が下がって元気だった23
のですが、 日に下痢が始まり、機嫌も悪く 日もオ24 25
ナラの嵐で連れて行けませんでした。
日だったら行けたのになぁ…と、がっかりする間も26

なく、今度は私が風邪をもらってしまいました。ある程
度良くなっても、なかなか完治しないのは歳のせいでし
ょうか？ インフルエンザで近くの小学校が学級閉鎖に
なっております。いつも子供と遊んでくれる、向かえの
子もインフルエンザで寝込んでいます。子供に予防接種
をさせていないので外出時は緊張します。では、長くな
りましたが会報のお礼まで。お体に気を付けてお過ごし
ください。
川口裕美 ZUA07552@nifty.com
受信日時：2005年03月08日 17：36

雪祭り便乗で販売された“市電 “ササラ電車”のミニカー”

◆雪まつりで今年変わったことといえば、市電のミニカ
ー(各 円)と地下鉄のミニカー( 円)を買った1,000 2,000
ことですか。男はいくつになっても、こういうのが好き
なんですねぇ～。市電は 個買って、 個は阪野顧問の2 1
ところに行きました。お返しにＮゲージの を 両もSL 1
らってしまい恐縮です。 渡辺和郎

美香さんはヨン様と同じ髪型？
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会報届きました
◆会報 号届きました。ありがとうございます。忘年58
会のレポートでは、川口家と加賀家の子ども達のヤンチ

、 、ャぶりが報告されていて 当日の大騒動が思い出されて
佳苗とともに笑いながら読ませていただきました。
加賀栄一・佳苗 ekaga@seagreen.ocn.ne.jp
受信日時：2005年03月08日 23：04

ありがとうございます
◆こんにちは。川口裕美です。昨日( )、｢冬ソナ｣と3/12
｢美しき日々｣のＣＤが届きました。有難うございます。
感激です！ 嬉しいです！ 余分がまだあるとのことで、
一枚取りおきしておいてもらおうとメールしようと思っ
ていながら、なかなか に向かえずにいました。わざPC
わざ送っていただき、すみませんでした。早速、聞いて
楽しんでいます。子供が反抗期に突入し、悪いことばか
りするのでイライラの毎日です。｢怒った顔が一番シワ
ができる｣と、前に で見て｢なるほど｣と思い、怒るTV
時は節分の時の鬼のお面をつけて｢コラッ！｣とマヌケな
ことをやっていました。初めは怖がって言う事を聞いて
いたのに、最近は慣れて全然悪さをやめません。もっと
怖い、なまはげのお面が欲しいと思いつつ、生の顔(？)
で怒っています。一日を振り返ると、怒っている顔をし
ている時間の方が長い気がします。今度会う時には、シ

ワシワオババになっているかもしれません。地でなまは
げができるかも！？ 冬ソナの を聴くと、ドラマのCD
シーンを思い出します。人を思いやる優しい気持ちが少
し復活したような感じがしてイライラが消えていきまし
。 “ ” 、た ついつい調子に乗って ポラリス を探したくなり

窓の外をみましたが、昨日は曇っていて星は見えず、残
念でした。それにしても、冬ソナの が、私のイラ. CD
イラ解消に効くとはビックリです。子供の反抗期が終る
まで、冬ソナの のお世話になりそうです。本当に有CD
難うございました。とりあえず、ＣＤのお礼まで。
川口裕美 ZUA07552@nifty.com
受信日時：2005年03月13日 17:21

新入り倶楽部員歓迎
◆今野利秋です。お久しぶりです。あっというまに 月3
になってしまいました…。早過ぎます。 になります35
…。新入りの倶楽部会員が 月から転勤で東京に来ると4
のこと了解しました。詳しい連絡をお待ちいたしており
ます。こちらも倶楽部員で集まった事がないですね。科
学館の天文指導員のカテゴリーでは 月に集まり、その2
時に関口朋彦君、渋谷朋代さんの顔は見ました。今度は
矢吹さんと、新人さんを入れてですね。 月は自分も何4
かと出歩いてますが、皆さん、どこかで新人さんの歓迎
会をやりましょう。桜の頃はちと忙しいです。東京とい
っても狭くて広いですから、どちらになるでしょうね

結構、皆なは多摩地区や川崎ですので、下手に葛飾や荒
川、江戸川という東京の東の方だと遠いです。道産子の
田舎者には、多摩地区などが落ち着きます。そうじゃな
い？関口君？ こちらは梅が満開です。ついに、今年も
花粉が来ています。昨年までも目が軽く痒かったのです
が、今年は花がムズムズします。甜茶を飲むなどして気
休めの対策をしているこの頃です。
会報、最新号届きました。表紙のヨン様の雪像、どち

らかというと、旭化成のコマーシャルのイヒ！ と言っ
てる男の人にも似てます。サンダーバードに出てきた誰
かさんにも似てますねえ(こんな事を書くと中島さんに
殺されるでしょうか…？？)。韓流。冬ソナはついぞ見
ませんでしたが、同じくユン・ソクホ監督の｢夏の香り｣
は見ました。韓国の美男美女のすれ違い。そして結ばれ
ぬ恋。前半は爽やかな夏の風景が鮮やかでしたのに、後

。 。半は少々ドロドロ なんだか失速気味なのが残念でした
こちらではキー局のほかに独立 チャンネルというU

のがいくつかあり(テレビ神奈川、テレビ埼玉、メトロ
ポリタン東京テレビ、千葉テレビ、テレビ群馬。このう
ち、神奈川、埼玉、東京は私も受信できて見られます。
こういった局が、こちらでは ｢水曜どうでしょう｣HTB
とか、 ｢ × いこうよ｣をやってまして、週に何回STV 1 8
か大泉洋や木村洋二、和久井薫などを見られます。不思
議です、まるで北海道にいるみたいです)。この局ごと
に週に何本か韓国ドラマをやってます。四天王、出てま
す。でもペ・ヨンジョン作品が多いですねえ。｢ホテリ
アー｣｢パパ｣｢若者のひなた｣などなど…。面白いところ
では、台湾ドラマもやっています。｢ラベンダー｣という
台湾ドラマは時々見ていました。これはまだ放映されて
いないのですが、冬の北海道でロケをした台湾ドラマが
あるらしく、北海道で星を見上げるのが見所の一つだっ
たりするらしいのです。見てみたいものです。放映され
ないかと思っております。
ということで、韓国ドラマの話題にも触れてみました

ので、ささやかですが、会報のネタにお使い下さい。そ
れでは失礼致します。
今野利秋 t0611koN@goto.co.jp
受信日時：2005年3月14日 23:13

新入り倶楽部員歓迎
◆どうしたものかしら、と思っていたら今野君が幹事買
って出てくれましたね。首都圏生活長い人がいるので心
強いです(私では、どこで歓迎会をしたらいいのかもち
ょっと分からないもので)。勤務先がどこになるのか分
かりませんけれど、今野君の言うように、この間集まっ
たメンバーでも、首都圏の中でも南寄りに住んでいる人
が多かったです。世田谷区、川崎、横浜など。この辺り

、 。は緑も多いし 散歩できる公園などもたくさんあります
また、いろいろな私鉄の路線があって、それぞれ地下鉄
に乗り入れているので、どこに行くにも便利です。私が
住んでいる東急田園都市線沿線も、渋谷から先はそのま
ま地下鉄半蔵門線になるので、いろいろな駅から、いろ
いろな路線の地下鉄に乗り換え出来るので便利ですし、
新宿に乗り入れている小田急線も便利なようです。中央
線沿線なども、緑が多いし、いいと思います。ただ、ど

、 。こも通勤ラッシュは相当なものなので 覚悟が必要です
、 、 。でも 山手線だけは避けたい という話はよく聞きます

もしも、住む場所を自分で探さなければならない、など
で、勝手が分からないようでしたら、私たちで、お力に
なりますよ。今野君の方が詳しいと思いますけれど。分
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かる限りで、お教えさせていただきます。
末澤 朋代
受信日時：2005年03月15日 23：02

了解しました
◆ごぶさたしております。連絡遅くなりました。今日、
スイスの研究会から帰って来ました。確かに在京倶楽部
員が集まった事はないですね。科学館時代の天文指導員
のカテゴリーでは 月に集まり、その時に今野さん、渋2
谷さんの顔は見ました。ちなみに私は出ておりませんで
した。東京といっても狭くて広いですから、どちらにな
るのでしょうね。今野さんお意見には、私もそう思いま
す。といいますか、私は東京での住まいは今は三箇所目
ですが、いずれも三鷹と調布で、東京都西部、この辺り
にしか住んだことなかったりします。それではまた。と
りいそぎの短いメールで失礼します。
関口朋彦
受信日時：2005年03月21日 00：06

岡山の美星へ行ってきました

美星での宿泊は近所にホテルがなく、高梁まで行かねば
ならなかった。山の中の高梁市初めてだったが、駅前の
高梁国際ホテルの裏山に有名なお寺があるというので、
散歩がてら行ってみると、そこは寅さんのロケに使われ
たという有名な場所だった。天皇が宿泊につかったとい
う由緒ある薬師寺。美星スペースガードセンターと共に
簡単なレポートをしましたので読んでください。
渡辺和郎 kazurou@bf.mbn.or.jp
受信日時：2005年03月21日 06:32

新 会 員 紹 介

文化センター参加者から倶楽部会員へ

◆木下理恵
年 月 日生。1974 8 15

獅子座・寅年・動物占い
狼と、 匹の猛獣と共生3
しております。
初めまして。木下理恵と
申します。
一人猛獣使いです。な

ので、普段はおとなしい
のですが、たまに人に噛
み付くことがあります。
殺したりはしませんが、
辛口コメントで傷を負わ
せてるらしく…。自覚症
状もあまりないのが、ま

たタチの悪いとこなんですが。おかげで牙(歯)もぼろぼ
ろです。人間ではなく、食糧だけを食べられる日はいつ
になるのやら。でも、星空を見ているときは穏やかな気
持ちになれる事に気づきました！ 昔のまだピュアだっ
たときに戻ったような気持ちに(←大袈裟？)。今度から
は、牙を剥きそうになったときは星空を見上げて解決。
夜空をにむかって遠吠えだわ！ ｢ワウォー！ワウォー｣
(負け犬の？！)

◆大井亜紀
年 月 日生。1974 11 26

はじまして。大井亜紀
です。道新文化センター
の｢やさしい星空教室｣出
身です。 年の皆既日2006
食が見たいので入会させ
て頂きます。人生観を変
えたいです。ご指導くだ
さい。この４月から東京
(勤務)に行くことになり
ました。東京では星が見
えるのでしょうか。まだ
独身なので 私だけの｢一、
等星｣を見つけて、連れ
て帰ってきます！ よろ

しくお願いします。
［編集注：］新年度の4月。大井さんの東京転勤先の住所が決
まりしだいお知らせします。在京の倶楽部員(特に今野・矢吹)
は彼女の歓迎会をプチでいいですから開催してください。

由美子の韓流コーナー

このところ、どのチャンネルでも韓国ドラマ花盛りで
すが、フジ 系で午後 時台に毎日一気に｢秋の童話｣TV 3
が放送されています。冬ソナ以上に面白いと評判のこの
ドラマ、当然昼間放送なので視聴している倶楽部員は皆
無と思います。ところが、会長が全部をＤＶＤに録画し
ています。どうぞ見たい希望者は会長まで申し出てくだ
さい。貸してもらえますよ。また、 の｢世界遺産｣SONY
も に録りためているとか。好きですね…。DVD

木下理恵さん

大井亜紀さん
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秋の童話の出演者を紹介
(ソ●チェ・ユン・ウンソ

ンヘギョ・ムングニョン)
ユン家の娘として何不自

由なく両親と兄ジュンソか
14らたくさんの愛情を受け

歳までを過ごしていたが交
通事故がきっかけで、産婦
人科でシネとりちがえられ
たことがわかる。その後シ
ネといれかわり実の母スニ
ムの元へ。暴力を振るう兄
と貧困に悩まされながらも

明るく純粋で真っ直ぐに生きる。ホテルで働いていると
ころをそのホテルのオーナーの息子デソクに愛されるよ
うになる。米国から帰ったジュンソと再会し、お互い兄

弟以上の感情を抱くように
なるがユミとデソクの存
在、両親とシネの感情の間
で悩む。ある日、自分が骨
髄癌に侵されていることを
知り…。

(ソンス●ユン・ジュンソ
ンホン・チェウヒョク)
ウンソの血のつながらな

い兄で画家。廃校に住みな
がら美術文化活動や大学の
臨時講師をしている。ウン

ソとはとても仲の良い兄妹であった為、両親と米国に行
った後もウンソのことを忘れることはできなかった。自
分を深く愛するユミと婚約し帰国、その直後ウンソと再

会し妹以上の感情を抱く。
一度はユミとの婚約を破棄
しウンソとの愛を貫こうと
するが、ユミが自殺未遂に
より絵を書けなくなってし
まったことで責任感からウ
ンソと別れることに。

(ウォンビ●ハン・テソク
ン)
ウンソが働くホテルのオ

ーナーである財閥ジニルグ
ループの末息子だが、死ん

だ母は妾であった。米国留学中にジュンソと出会い親友
になる。母が妾である事実から女性をまともに愛したこ
とがなかったが、純粋で真っ直ぐなウンソと出会いはじ
めて本当の愛を知るようになる。ウンソがジュンソを愛
していると知って一度はウンソを

(ハンナナ)●シン・ユミ
ジュンソの婚約者。ユ

ン夫妻の友人の娘で、米
国でジュンソと美術を学
んだ。病気がちで物静か
で繊細な性格で、ジュン
ソへの愛が全ての女性。

、ジュンソがウンソを愛し
自分との婚約を取りやめ
たいと言ってきたことに
ショックをうけ手首を切
って自殺を図る。
● (ハンユン・チェ・シネ
チェヨン・イエジョン)
中学時代ウンソと同じ

クラスであった。自己主
張が強く負けず嫌い。片
親で貧しいことにコンプ
レックスを抱いていて、
裕福で幸せな家庭環境に
あるウンソが妬ましくて
たまらない。入れ替わり
が発覚しユン家にひきと
られても、家族にいつも
ウンソの影を感じて孤独

を感じていたうえに、初恋の人であるデソクがウンソを
愛してることを知ってますますウンソの存在が疎ましく
なる。
このドラマでソンヘギョの人気は急上昇！｢デートを

したいタレント｣｢結婚したいタレント｣女性部門 位に1
選ばれ、今や韓国男性の理想像となっています。ある結
婚相談所が男性会員 人に行ったアンケートでも、実200
に ％が｢ソンヘギョスタイルの女性｣を選びました。30
ソンヘギョの魅力はその清純で真っ白なイメージ。気の
強くてシャープな韓国女性が増えている中、ちょっとぽ
っちゃりとして、とろく見えるくらいのソンヘギョは新
鮮に見えるのかもしれません。｢へギョ姉さんはまるで
天使｣とまで言われています。それって私…のこと？
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<２００５年２月２５日(金曜日) 鮨政にて>

かなり肉付けした新年会レポート
－ ２００５年，２ヶ月ぶりの倶楽部行事だったが…哀れ誰も集まらず －

日 程：２００５年２月２５日(金)１８時から 場 所：厚別区青葉町｢鮨政｣の座敷
参 加：渡辺和郎会長・佐藤智秀・加賀栄一・かなえ(大智)・阪野文昭

以上５名＋１匹(頭)？

加 賀 栄 一

列左から阪野文昭顧問・佐藤智秀幹事・加賀栄一・加賀かなえ(大智)・渡辺和郎(円内：撮影者)

天文倶楽部の公式行事とセットになっているのが｢行
事報告レポート｣の提出。行事のレポートは、倶楽部員
が倶楽部の活動の全容を知る上で欠かせないもので、そ
れを掲載した会報デネブが送付されてくるのを心待ちに
している会員は僕だけではないでしょう。しかし、レポ
ートを報告する｢書き手｣になるというのは楽しみとは別
の話で、特に筆がすすまない人間には地獄の苦しみを伴
うものなのです。今回の新年会は、事前に会長から｢女
性の出席者がいないようで寂しい…｣との趣旨のメール
が来ていました。このままでは、女流名レポーターが全
員欠席となる可能性が高い。出席したら自分がレポート
担当になるかもしれない…。一抹の不安がよぎった。あ
まにり参加者がいないため、この大役を自らかって出な
ければなるだろう。きっと、皆勤賞受賞者の佐藤麻子さ
んは来るにちがいない、また、会長のメールを見れば、
中島由美子さん、川口裕美さんは、新年会に来るはずだ
と確信しながら鮨政に向かった。しかし、この期待は見
事に裏切られたのでした。
こうして、天文倶楽部新年会(言いたい放題！)の始ま

となったのでした。
鮨政には車の渋滞のため、予定時刻である 時半より6
時間遅れて到着した。顔を会わせるなり、早速ビール1

で乾杯し新年会がスタートする。出席者は、渡辺会長、
阪野顧問、佐藤幹事長、ひら会員の加賀の計 名の会員4
に加え、非会員であるかみさんの佳苗と 歳 ヶ月の加1 2
賀大智を加え全部で 名である。女性名レポーターたち6
は、インフルエンザ(大流行中で、佐藤さんの職場は閉
鎖寸前だそうだとか)、別用事あり、体調不良の子ども
の世話などが理由でみな欠席となったようだ。これで、
レポーター役は無投票当選で決まったも同然であり、話
の途中で渡辺会長から正式にレポーター役のご指名を受
けることになった。

みんな貧乏だったの巻き

鮨政に至る渋滞中の車の中で、子どもにバナナを食べ
させたと伝えると、佐藤さんはしみじみとバナナの思い
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出を語り始めた。｢バナナは本当においしいよな…。今
でも、本当に大好きなんだ。子どもの頃に、学校の遠足
があると、バナナを持って行きたいんだけど、よく、止
められたんだよ。何故って、バナナは当時高級品で買え
ない人もいるから｣。やはり佐藤さんは、バナナが好き
なのだ。本人の口から初めて聞いたぞ。この話から、話
題が子どもの頃の話題に転じていった。
渡辺会長が小・中学生の頃は、｢みんな貧乏だった｣の

で、食事や遊び道具の内容はどこの家庭でも大差がなか
ったと言った。しかし、いつの時代でもお金持ちの家は
あり、自宅に鉄道模型のレールを敷設していたり、天体
望遠鏡があったりする同級生家庭もあったそうだ。なぜ
か、会長が好きになる女の子は、そのような裕福な家庭
の育ちで、学力はオール５で、特に絵の出来栄えは会長
をしのぐ力量があった子がいたようだ。そのうちの１女
性は、今では道庁職員と結婚し、札幌市内の道の職員住
宅（？）に住んでいるらしい(どうやってそこまでキャ
ッチしているのだろうか？)渡辺会長の憧れの君は、ど
んなひとだったのだろうか。

「天文」との出会いの頃の巻き

倶楽部三役(三おじさん)が顔を会わせ昔話しが始まる。これが
若い？女性会員欠席の理由になったのかも知れない？

中学時代の渡辺会長は、学習雑誌を買いに入った書店
でたまたま手にした天文雑誌の望遠鏡広告が気になって
｢天文ガイド｣を購入したそうだ。一晩のうちに広告の望
遠鏡の商品名などを覚えてしまったという。また、｢天
文ガイド｣の主要記事は、当時はチンプンカンプンだっ
たため、誰でもわかりやすい読者欄を愛読し釧路で独自
の天文の同好会を作るため、会員募集のポスターを近所
に貼って歩いたという。夏の釧路の盆踊り会場のやぐら
付近に貼ったポスターを見たよその叔父さんが、中学生
の渡辺会長に天文のことを詳細に教えてくれるようにな
ったそうだ。お祭りのご利益なのか、ひょんなことから
人との出会いがあるようだ。この叔父さんは、会長の天
文同好会の一員となり、ガリ版刷りの天文同好会の会報
に投稿してくれるようになる。渡辺会長が作成した会報
が｢天文ガイド｣の同好会便りに掲載されることとなっ
た。叔父さんにとっては掲載は意に沿わず、掲載を推進
する渡辺会長とは意見が一致せず、天文同好会から退会
したそうだ。叔父さんの退会の一方で、掲載された紹介
記事を読んだ小樽の星の会から、渡辺会長の天文サーク
ルあてに、交流しようとの便りが寄せられる。中学生の

渡辺会長は夏休みや冬休みに国鉄の周遊券を使って、釧
路から小樽まで出向いたが、出迎えた小樽の星の会の関
係者は驚いたに違いない。やって来たのが中学生であっ
たのだから。更に、その中学生を自宅に泊めることにな
ろうとは思いもしなかったであろう。中学生の頃から、
これだけの行動力があったというのは驚きである。

札幌シティガイド試験の巻き

鍋を食べ初め、ビールが 杯目にもなると近況に話題2
が転じてきた。会長は、｢札幌シティガイド｣の試験を受
験するという。試験問題は択一式だが、ひっかけ問題が
多いので、細かく正確に知っていないと正答するのが難
しいそうだ。渡辺会長は、試験対策のために、朝 か10
ら午後 時ごろまでかかるセミナーを札幌商工会議所で4
受講したそうで、受講料が 円かかるにもかかわら8,000
ず、受講者数が 人にものぼるほど盛況だったと説明500
してくれた。このセミナーの講師たちは、試験問題とし
て出題されそうな箇所を受講者向けテキストを使って指
摘しつつ、説明してくれるらしい。しかし、最後の女性
講師は、講師陣にあって普通のバス会社の係長で、出題
されそうな箇所の指摘ではなく、接遇の一般論を説明し
たため、説明終了後に若い女性から｢高い受講料を支払
っているのだから、試験に関係の無い話はしないでほし
い｣との厳しい指摘を受けることとなった。この話は、
加賀自身、身につまされる話だ。レポートが長いなら、
少しは笑わせてねというコメントが、会報の読者から寄
せられそうで、コワイ。さて、ここで問題。あなたも札
幌シティガイドになれるか？(答えは、渡辺会長に聞い
てね)

札幌の本府建設を決定したのは、誰か。問題１
大通西 丁目にある、ドイツから送られたポ問題２ 11
ールで、｢マイバウム｣とは、どんな意味か。
豊平館はもともとはどのような用途で建設され問題３
たのか。

今夜はお寿司をいっぱい食べらそう…

来年３月の皆既日蝕の巻き
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<２００５年３月５日(土曜日) 地下鉄｢ひばりヶ丘駅 集合｣>

春の星座観察会 レポート
－ マックホルツ彗星観察会以来の行事だが…寒っ！ －

日 程：２００５年３月５日(土)１７時から 場 所：恵庭市盤尻の高台
参 加：渡辺和郎・佐藤智秀・大井亜紀・竹山すみえ・木下理恵・菊地恵理子・市川恵子・阿部圭子

以上８名

大 井 亜 紀

、 、カードで その時間帯に券売機で切符を購入しておけば
時以降でも、切符を使って乗車が可能ではないか？16

という指摘です。切符には割引情報は記載されていない
はずです。新年会参加者に直接聞いてください。
天文倶楽部会報は、紙ベースが良いか、それとも、ホー
ムページでの閲覧がよいか
渡辺会長は、週 回のペースで、ホームページ( )1 HP

の更新を阪野工房で行っているとのこと。｢写真がカラ
ーで、ホームページは綺麗だよ｣との佐藤さんに勧めら
れ、初めて実際のＨＰを見てみました。会報の表紙を飾
る、雪祭りの｢ヨン様｣雪像のカラー写真はとってもきれ
いです(ヨン様ファンではありません、悪しからず)。し
かし、個人的には、白黒でも昔からの紙ベースの会報の
方が、活字が読みやすく好きなのです。
無料で楽しめる工場見学再開
加賀家では、 月にアサヒビール園(白石区)の世界の2

ビールフェアに行き、ドイツ・アメリカ、中国、イギリ
スの 種のビールを楽しんできました。午前中から酔っ4
てしまいましたが、地下鉄を利用できるので見学後も安
心して帰れます。｢ビール園見学に限らず、天文倶楽部
会員が気軽に参加できるような行事が計画できたらいい
ね｣という話で盛り上がりました。
話題も尽きないのですが(阪野さんの子ども時代の、

ＢＣＬラジオの話をもう少し知りたいですね)。 時を10
まわり、子どもの寝る時間を過ぎてしまったため帰宅す
ることとしました。皆さんお疲れさまでした。そして、
鮨政のお父さん・お母さん、ご馳走さまでした。

もう 年先になった来年 月末には、皆既日食がトル1 3
コ・アフリカで起きる予定だが、観察地が砂漠地帯なら
晴天が予想され、確実に観察できる見込みだそうだ。特
に、今度の皆既日蝕は現象の継続時間が 分程度あり、5
過去 回の 分半程度よりも長時間であり、撮影などの2 1
観察記録に使用する時間に加えて、自分の肉眼などでゆ
っくり観察する時間も取れるのではないかとのこと。
既に渡辺会長と佐藤さんは、次回の日蝕観測旅行モー

。 、ドに入っているようです お二人の日蝕に対する思いは
次回も熱いようだ(個人的には、皆既日蝕はぜひこの目
で見たいのですが、諸々の状況が許すかどうか…)。

レポーターの記憶が断片的の巻き

新年会も時が経つにつれ、 歳 ヶ月の子ども大智の1 2
動きが、暴れん坊将軍化していく。当初、恐る恐る渡辺
会長・阪野さん・佐藤さんを遠くから見るだけだったた
のに、 時間もすると渡辺会長のそばに近づき、会長が1
工夫したデジカメケースのクッション材をはがして引っ
張り出して遊んだり(コラ、やめなさい！)、阪野さんに
抱っこして欲しいと自分から要求したのに、阪野さんが
手を延ばそうとすると逃げ出したり(無礼者！)し始め
た また 遊びに飽きると泣き出すなどし始めたため(レ。 、
ポート書くのに、会話が聞こえないぞ！)、レポーター
の記憶も断片的になっています。
新年会参加者特典！ 地下鉄昼割カードのお得な活用術
つまり、 時から 時の間だけ使える“昼間割引”10 16

ひばりヶ丘駅集合

地下鉄東西線｢ひばりヶ丘駅｣をすぐ出たところの “、
せいきょう”駐車場に集合しました。約束の時間である
時になっても、参加予定の阿部圭子さんが来ず、 分17 5

を過ぎたところで見切り発車という状態になりました。
阿部さんに携帯で連絡をとろうにも彼女の電話番号が誰
も分からず、竹山すみえさんも第三者経由で一生懸命問
い合わせてくれました。連絡なしに不参加ということが
信じられないので、最初から不参加であろうという結論

、 、に達し 車をスタートしかけたところ突然電話が鳴って
｢今、ひばりヶ丘に着いたところです｣と言いいます。地
下鉄に急いで乗り込んだため、電話する機会をのがした
ようでした。ほどなく姿を現し、全員で 名、佐藤・渡8
辺車 台に分乗していざ出発。2

恵庭のびっくりドンキーへ

まず、夕食をとるため恵庭の｢びっくりドンキー｣へ向

かいました。ビニールハウス造りのびっくりドンキーに
“びっくり”しました。トイレは外にあり、行く途中の
雪、スベスベ路に暗闇で遭難しかけました。お客は私た
ち以外一組だけです。そして夜７時に閉店のようです。
どうやら“花の牧場”店という企画店舗のようで、利益
は重視していないのでしょう。店員も覇気が感じされま
せんでした。
そんな居心地の良いお店で夕食でした。渡辺先生が札

幌の観光ガイドのセミナー＆試験( 頁参照)を受けたと1
きの話しをしていました。試験とあまり関連のない講義
をするガイドの講師に(女性)に対して、挙手 「高い料。
金を払って、忙しい中から時間をつくって受験対策セミ
ナーに来ているのに、受講生の要求をきちんと理解して
話をしているか？」と注文。手厳しいことを言った若い
女性が居たそうです。｢いやぁ～気が強いというか、若
いというか、生意気というか…。でも、言っている事は
正しい…｣と渡辺先生は非常に衝撃を受けたようで、私
たちに熱く語っておられました。同じ講師として、考え

。 。させられたようです お金を取るということは大変です
そのきつい女性は、とても綺麗だったそうです。でも、
とって付けたように、渡辺先生の正面に座っていた木下
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寒さの中で記念写真好きの渡辺先生の指示でイヤイヤ並ぶ参加者たち．左から佐藤智秀・市川恵子・菊地恵理子・竹山すみえ・阿
部圭子・大井亜紀(上を向いている)・木下理恵さん．何だかんだと言いながら，ちゃんと皆なポーズをとっているのが面白い．

ろうとしていたのですが、既に閉店準備になって電灯も
消えており、撮ることが出来ませんでした。思い出がひ
とつ減りました。

春の星座観察会

春の星座は、そこから少し上がった盤尻というところ
で観察しました。少し曇っていましたが、なんとか星は
見ることができました。春の大三角形を教わりました。
あと、涙のなんとかという星を教わりました。近所の農
家が飼っている犬がずっと我々の方に吠えていてうるさ
かったです。この場所から見る札幌方向の空は明るく火
事のようでした。市川さん(豪邸住まいのマダム)がひと
りだけ、星座早見盤を持参し一生懸命夜空と対比させ学
んでいました。ぎょしゃ座とおうし座に二股かけてる星
(β星)を探していました。

実際の星と星座早見盤を照らし合わせ，星座を確認する市川恵
子さん(右)．珍しく知識欲が旺盛な主婦です

理恵さん( 歳30
独身)の存在に
気づき、｢写真
写りが負けず
にきれいだ｣と
絶賛してまし

た(？)。肝心の試験結果は 点(自己採点)で、合格間92
違いなしとのことです。私たちにも受けるよう勧めてま
した(困ったもんだ)が、親父ってこれだから嫌われるん
です。私は渡辺先生が何を目指しているのかが少し気に
なりましたが、｢星と札幌の案内人｣かしら？

渡辺先生の正面席でニラミを効かせる木下理恵さん

食事後、びっくりドンキーの看板の前で記念写真を撮
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寒さが厳しくマイナス ℃くらいまで下がっていると9
佐藤先生が言っていましたが、体も冷えたので 時間ほ1
どで観察会を切り上げました。 時半と早く終了した19
ので、みんなで帰りのひばりヶ丘駅のロイヤルホストに
行きました。菊地恵理子さん(ニセボーダーの箱入り娘)
は、じいやが迎えに来るので参加せず帰ってしまいまし
た。渡辺先生、佐藤先生、市川さん(皇室顔のマダム)は

コーヒーを頼ん
でいました。私
は、苺フェアに
つられて苺ヨー
グルトパフェを
頼みましたが、
阿部圭子さん
(正統派の美人
顔)が頼んだ人
気のパフェの方
が美味しそうで
した。木下理恵
さん(写真美人)
は豆腐を、甘い
ものが大好きな
竹山すみえさん
(グレイに会う
ためダイエット
中)はクラムチ
ャウダーを食べ
ました。
ここでの

話題は、ま
ず、健康に
ついてでし
た。渡辺先
生は血糖値
を下げるた
め、甘いも
のを控えて

。るそうです
そして少し
痩せたそう
です。佐藤
先生は、体
重は変わら
ないけど肉
が弛んでき

。たそうです
結論では死
に近づいて

いるそうです。｢健康のことを意識しないで、日常を過
ごすことができるのが青春だ…｣と、五木寛之が言って
たそうです。その場には、青春の日々を過ごしている人
はいませんでした。あ～いやだ、いやだ。

星の話題がほとんどない

あと、なんの話からか忘れましたが、チェックシャツ
にジーンズにスニーカー、斜め掛けバックに黒ぶちめが
ね(太め)。できればこぶとり。そんな人は星好きだとの
ことです。まさに、それが典型的なオタクの風貌らしい
です。といいいながら、｢それって俺のことじゃないか｣

私も若い子のマネして｢阿部デ～ス｣とＶサ
インする．久しぶりのパフェでした

阿部さんが注文した“ヨーグルトジャマニー”
(左)，大井さんが食べた“苺ヨーグルトパフェ
”(右)．中島由美子さんがいたら競争になって
いたかも知れない．クワバラ，クワバラ…

星もいいけど、やっぱりコッチよねぇ…と、久しぶりに子供に
かえる大井亜紀(右)さんと木下理恵(左)さん

と渡辺先生。大笑いです。でも、お仲間の山田将俊さん
(ノッポ)と佐藤さん(チビ)、渡辺先生(デブ)が 人揃っ3
て歩いていると バカトリオになるそうです。ただし、3
佐藤先生は意外にも高所得。けっこうアウトドアの高い
ブランド物を着こなしていると補足がつきました。
その他は、先生が海外の米国に入国する際、いつも入

官で捕まるという話と渡辺先生の奥さんは韓国顔だとい
う話を聞きました。そういう訳で、本日の先生のトーク

。 、ショーは盛況のうちに終了しました どんな話をしても
今日は無料なので、｢受講生の要求を理解して話してい
ますか…｣という厳しい要求をする人もいなく、平穏な
うちに 時終了・解散しました。22

冬の星座が西に傾き春
の星座が東から登って
きていました．ふたご
座にある土星を望遠鏡
で観察後，佐藤さんの
レーザーポインターに
よる星座案内がありま
した．

｢渡辺先生はちょっと
怖いけど、佐藤先生は
謙虚で優しい感じがし
ます｣とは、受講生の
皆さんの意見です｡
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男はつらいよのロケ地ともなった，岡山県高梁市の｢瑠璃山泰立寺薬師寺｣前にて，左から田中辰夫・寺門邦次・青木定生・渡辺和
明・渡辺和郎の諸氏．通りがかりの９１最のおばあちゃんが地元の観光ガイドといって撮影してくれた．ここがベストポイントな
のだそうだ．マドンナ竹下景子がこの寺の娘で，寅さんが入り込んで恋が芽生える…という話の思い出の地である．

美星スペースガードセンター訪問

２００５年３月９－１０日

急遽、出張が決定し、念願だった岡山県美星町にある
｢美星スペースガードセンター｣へ行ってきました。岡山
県自体は通過したことはありましたが、ほとんど知らな
い場所です。仕事でしたから、詳細は割愛させていただ
きますが、ついでに見てきたところを案内させていただ
きます。
月 日の朝、東京経由で岡山空港に向かいました。3 9

札幌からの直行便があるのですが、便数が少なく間に合
わないため経由便となりました。
千歳から羽田へ向かうＡＮＡ便は満席状態で、通路側

の席しかとれませんでしたが、いきなりスッチーさんが
僕の前にしゃがみ込んで挨拶しています。何を言われて
いるのか分からない(ひと間違いか？ 左耳の鼓膜が破れ
ているせいもあって聞きとれない)ので、｢もう一度お願
いします…｣と言ったら、羽田から岡山の便にも搭乗す
るので、よろしくということでした。｢へぇ～、そんな
ことぐらいで、いちいち挨拶に来るんだ… は｣とANA
感心してしまいました。
羽田から西へ飛ぶのは自分でも珍しく、富士山が見え

、 、るのでは？と思い 右の窓側を指定して搭乗しましたが
残念にも富士山の真上を飛行したため、南アルプス方面
しか見ることができませんでした。

羽田を南に離陸すると，機は右手に旋回し窓から羽田空港全体
． ， ．が見渡せた 現在 ＪＡＬとＡＮＡのビルが二つに別れている

名古屋辺りまで景色が見えていましたが、残念にも大
阪以西は雲に阻まれ何も見えませんでした。先のスッチ
ーさんが｢ニコッ｣とまた挨拶にきました。 時間 分1 10
くらいのフライトで岡山空港に着陸しましたが、山の上
を削って平らにした空港らしく、着陸寸前に機窓と同じ
位置に山が見えたのは怖かったです。｢夜間飛行でちょ
っとでも進入路がズレたら、山腹に激突しかねないなぁ
～｣と思いました。広島空港もそうでしたが、この瀬戸
内海辺りは広い土地がないと実感しました。
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駒ヶ岳(上方)から荒川岳・聖岳(下方)に続く｢南アルプス(赤石
山脈)｣の３，０００ｍ級の山々

岡山空港からは、日本宇宙フォーラムの皆さんや他の
評価委員の方々と一緒のレンタカーで、｢美星スペース
ガードセンター(略： )｣へ行きました。空港から小BSGC
時間かかったでしょうか。のどかな里山の風景を見な1
がらのドライブでした。幹線道路というわけでもないの
でしょう、くねくねと曲がった道を走ったので、どこを
どう走ったのか記憶に残りませんでした。

美星スペースガードセンターでは光学望遠鏡で宇宙開発のゴミ
であるスペースデブリや地球接近天体の捜索を行っている

午後 時から会議が行われ、口径 や口径 望3 1m 50cm
、 。遠鏡施設を視察 付帯設備見学後に用事が終わりました

フォーラムのはからいで の展示室を見学、ここはBSGC
スペースデブリの驚異を教えるための施設で、こじんま
りと の存在価値を広報していました。BSGC
夕食後、 の直ぐ隣にある｢美星天文台｣をせっかBSGC

くなので見ていこうということになりました。休館日で
100cmしたが館長の綾仁さんがいるというので 夜 口径、 、

の望遠鏡を直に覗かせてもらおうという算段です。
夕食後、 時になっていましたが、休館日なので既19

に美星天文台は真っ暗でしたが、車が１台あったので、
館長がいるだろうということで裏口から強引に入らせて

。 、もらいました 北海道の陸別の望遠鏡も似た感じですが
やはり天文の好きな職員は夜遅くまで何をしているのか
必ずいるんですね。
フォーク式赤道議にのった口径 の望遠鏡で土100cm

星や 、二重星をいくつか見せていただきました。M42
さすが集光力があるのか土星は明るかった。本体模様ま

美星天文台長の綾仁一哉(右)さんと記念写真に収まる

で見えましたが、アメリカのローウエル天文台の口径
で見た写真のようにピタッと止まった土星の印象60cm

が強烈で、それより少々劣る感じがしました。それでも
低気圧接近前で最近では珍しくベストなシーイングだと
言っていました。少々、失礼ですが綾仁さんは、見てか
らに天文オタクっぽくて、星が好きで好きで…という感
じがにじみ出ている風貌で、町の他部署からいじめられ
なければ…と、いらぬ心配をしてしまいました。
帰り際、僕は一観覧者と思われていると思っていたの

ですが、｢小惑星ハンター｣の本を何冊か出してきて｢サ
インして欲しい｣と言われました。ちゃんと、把握して
いたんだなぁ～と、また感心しました。

｢男はつらいよ｣口笛を吹く寅次郎のロケ地碑の前で

美星町近辺でちゃんとしたホテルは高梁市にしかない
ということでした。翌日、昼の便まで時間があるので、
午前中｢高梁｣の町の散策をしました。 高梁駅前の｢国JR
際ホテル｣裏に有名なお寺があるというので、徒歩で向
かいました。お城のような城壁の見事な｢薬師寺｣で、寅
さんのロケが行われた場所ということでした。寺の門前
で 歳という地元のおばあさんにつかまり、延々 分91 30

。 、以上も解説を聞かされました ありがた迷惑と思いつつ
しかし、いい思い出になりました。
岡山空港では土産に餡入りの｢きびだんご｣と手打ちの

｢うどん｣を買って、 の札幌直行便にて帰札しましANA
た。途中、能登半島が綺麗に見え、機内誌の地図と見比
べながら、上空からの能登散歩をさせてもらいました。
短い 泊 日でした。1 2
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日本宇宙ファーラムの施設，｢美星スペースガードセンター｣の全景(手前左側の施設)．右手奥が美星町立の｢美星天文台｣で口径１
００ｃｍの法月製の反射望遠鏡が納まる．手前右手の小さなパオのようなものは地元アマチュアの天文台や観測所．

美星スペースガードセンターは宇宙デブリや地球接近小天体を観測
する観測施設で，美星天文台は町営の一般公開型天文台で同じエリ
アに建っている．両者は全くの別施設である．
【上写真】口径１ｍのドームを望む，口径５０ｃｍの広写野撮影望
遠鏡．こちらの方はドームではなくスライディングルーフで屋根が
全開になる 【写真左上】夕日をむかえる，美星スペースガードセ
ンター．周囲には“中世夢が原”という鎌倉時代から室町時代にか
けての吉備高原にあった村を再現した歴史公園がある 【写真左】
美星スペースガードセンターのコントロールルーム．２台の望遠鏡
の遠隔操作や画像撮影，処理はここで行われる．６名の観測者が交
替で晴れれば観測にあたる．
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男はつらいよ 第 作32

口笛を吹く寅次郎

岡山県備中高梁はさくらの亭主博の実家のある城下町
である。寅さんは博の亡父の三回忌を思い出し墓参りに
立ち寄った。そこで寺の和尚と娘・朋子(竹下景子)に出

会う。勧められるままに上がり込み酒の座は盛り上がり
和尚と寅さんは意気投合。翌日は二日酔いの和尚に代わ
って法事に行くことになる。名調子の弁舌がすっかり檀
家の人たちに気に入られ寅さんは寺に居着くことになっ
た。やがて、三回忌の法要でさくら一家がやってくる。
和尚と共に木魚を叩く寅さんの姿にビックリ仰天。さく
らは側にいる美しい朋子の姿を見て兄の恋路の行方に胸
を痛める。
出戻りの朋子に好かれた寅さんは、気まずい雰囲気に

柴又へと寺をあとにする。気持ちを確かめに柴又に追っ
てきた朋子に、寅さんは自分から身を引く言葉を発して
しまう。滑稽でちょっぴり悲しい結末を迎えた寅さんは
再び旅に出てゆく。

舞台となった高梁の｢薬師寺｣．シリーズの中でも寅さんが本当
にマドンナに惚れられるのは少ないが，今回は確かに寅さんは
惚れられる．何とも珍しい回だが，マドンアとの柴又駅での別
れのシーンは寂しくも涙を誘う．評判の良かった作品である．
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