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恒例 毎年曇って実施できないペルセウス座流星群観察会

奇跡か？ ８月１１・１２日 両日晴天に遭遇
日時：２００５年８月１１日・１２日 ２０時真駒内集合
場所：中山峠 参加者：１１日１３名・１２日５名 ２日間で，のべ１８名

末沢朋代・同 壮太郎・越後恵子・林洋子・佐藤智秀・佐藤麻子・芳賀由佳利・菊地恵理子・木下理恵・阿
部佳子・市川恵子・中村篤子・高倉和子・渡辺和郎

末 沢 朋 代

川崎から北海道の空を

月 日、私にとっては何年ぶりかの北海道でのペ8 11
ルセウス座流星群の観望会に参加しました。今回は、小
学校 年生になった息子(壮太郎)を連れて行くのが一番1
の目的。普段は関東の川崎の明るい空の下、ろくな星空
を見ることも出来ない彼に、天の川から何から見える北
海道の暗い空を見せてやりたいと常々思っていたので
す。
ところが、その前の週から、当の息子が高い熱を出し

てしまい、参加できるかどうか不透明な状況に。熱が引
くのに 週間近くかかりましたが、何とか当日には間に1
合いました。連れて行くとややこしくなるので、下の娘
を早めに寝かせ、 時過ぎに円山を出発。途中までは19
順調だったのですが、真駒内についてから道に迷いまし
た。ちゃんと分かっていると思っていたのですが、やは
り北海道を離れて 年、確実に土地勘が失われているこ8
とを実感した次第です。集合時間にも遅れてしまい、皆
さんにもご迷惑をおかけいたしました。
さて、目的地は中山峠と決定してすぐに出発。 名の2

同乗者を迎え、私が車を出そうとしている間に、渡辺さ
んの車の姿はもう見えず。道を間違えないかどうか自信
がなくなっていたので、佐藤智さんの後に追いていくこ
とにしました。
中山峠への道も何だか久しぶりですが、走っているう

ちに以前はよく夜に走っていたことを思い出しました。
定山渓を過ぎて、豊平峡温泉への入り口があって、峠道
に入って…。一人でも、写真を撮るためにわき道に入っ
て三脚を立てていたことも。今考えるともう恐ろしくて
出来ません。そんな行動に付き合ってくれる人もなかな

、 。かいませんが 単独行動もよく考えると危ないですよね
そんなことを考えているうちに中山峠の頂上に到着。
車のライトを消して、車から降りると私にはとても懐

かしい天の川の見える星空が頭の上に広がっていまし
た。寝ていた息子を起こして、外に連れて行くと、はじ
めてみる星がいっぱいの夜空に大喜び。やはり、北海道
の星空は素晴らしいです。札幌からほんの 時間走れば1
こんな星空があるなんて…、何と恵まれた環境なのでし
ょうか。北海道に住んでいた頃は、なんとも思わずに眺
めていた当たり前のような星空ですが、とても貴重なも

、 。 、のだったのだと 今になって思うのです 星空に限らず
山や湖の自然の豊かさや、手付かずの状態の風景がまだ
まだ残っているのは本当に素晴らしいことです。関東に
来て思うのは、もう人為的に残された自然しか無いとい
うこと。大規模公園や緑地はけっこうたくさんあるので
すが、どれも計画的に残されたもので、住宅地の中に取
り残された島のように点在しているだけなのです。

かつてあった姿のまま、たまたま残ったというものでは
なく…。ただ、春に在京倶楽部員の関口朋彦氏に案内し
てもらった三鷹の国立天文台だけは、人為的に残された
緑地という感じではありませんでした。天文学という目
的が変わらない施設であるがために、それも都心に近い
間所に大規模な敷地を必要とするものであったために、
偶然そのままの関東の昔の風景をとどめているのだ、と
感じたものです。

ペルセウス座流星群

話をペルセウス座流星群に戻します。流れ星は、これ
もちゃんと見たことのない息子がとても楽しみにしてい
ました。はたして…。
流れましたね。降るように、とか、あちらでもこちら

でも、というほどたくさんの流れ星が飛んだわけではあ
、 、りませんが 流星痕が残るくらいの明るいものが多くて

見ごたえがありました。息子は、 分ほど｢流れた！｣30
と声を上げながら流星を探していましたが、満足したら
そのうち眠くなったらしく、どなたかが用意してくださ
っていた銀マットの上で寝袋毛布にくるまっているうち
に寝てしまいました。いつもであれば、夜 時にはぐ21
っすり寝てしまう子どもですから、相当にがんばって起
きていたんですよ。
私も、下の子供も置いてきていることだし、早めに帰

ろうと思っていたのですが、あとひとつ、あとひとつ見
て…、と思っているうちにすっかり最後まで。みんなで
空を眺めて 「あ、飛んだ！ 「下向いてたー、残念…」、 」
「今度はあっち！」などと言っているのは、本当に楽し
かったのです。やっぱり、星を眺めるのは、私にとって
大好きなことなのだと実感しました。でも、家に帰った

２日目の中山峠での観察会．参加者が５名と少なかったので写
真撮影を行った．左から渡辺和郎・佐藤智秀・佐藤麻子・菊地
恵理子・芳賀由佳利のメンバー
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８月１１日の中山峠１日目の観察会では１３名(２名帰った後)が集まってペルセウス座の流星群を鑑賞した(参照：表紙写真)

ら、果たして夜中に 人目を覚ました娘は泣いていたそ1
うです。ごめんね…。翌日 「あたしは、ながれぼしみ、
にいってない」と恨めしそうに言っていました。来年は
連れて行きましょうかね。また、よろしくお願いいたし
ます。

主人がたいへんでした

今回の夏休みの帰省が終わって、 月下旬の土曜に飛8
行機で羽田に着いたら 迎えに来てくれていた主人が｢も、
のすごいめまいがし始めた…｣、と言い出し、まともに
立っているのもむずかしい状態！ とりあえず私が運転
して家に戻り、夜間の救急病院に行ったら、脳の血管が
切れたとかではないのでひとまず帰って、月曜にまた外
来に来るようにとのこと。でも、まったくめまいは治ま

、 。 、らず 本人曰く｢ぐるんぐるん｣状態 月曜に受診したら
即 日間の入院と言うことで、病院から帰してもらえ10
ませんでした。
診断は｢前庭神経炎｣というもので、三半規管から脳に

つながる前庭神経というものの片方が炎症を起こして使
えなくなった状態であるとのこと。要は平衡感覚の情報

、 。が片方だけになっているので めまいを起こすようです
この、片方からだけの情報を脳の方が慣れてちゃんと処
理できるようになるのにしばらくかかるので、めまいの
ひどい状態のうちは外に出たりせず、安静にということ

。 、 。でした そして 予告どおり 日間入院していました10
最初のめまい発作から、 ヶ月たつものの、まだまだ1

めまいは残っていますが、いつまでも休んでもいられな
いので 週間だけ休んだあとは仕事に行っています。働2

。 、 、いている人は大変ですね でも この病気になった人は
あまりにものすごい目眩(めまい)と 吐き気のために 船、 （
酔いといっしょです 、救急車を呼ぶこともよくあるそ）

うです。主人の場合は車を運転しているときに、始まっ
たそうですが、そこから羽田空港まで運転してきたので
した。どうやって着いたのか、今もってナゾなのです。
こんなことがあり、何だか私もあわただしい毎日を過

ごしておりました。みなさんも、疲れすぎなどにはくれ
末沢 朋代ぐれもご注意ください。

由美子の話題のコーナー

ディープ・インパクトについて

◆アメリカ独立記念日の 月 日に合わせ実施された7 4
[ディープ・インパクト]探査。テンペル第１彗星の核に
探査体を衝突させて、彗星の本質に迫ろうという壮大な
計画でした。新聞でも大きく報道され、皆さんの関心も
大きかったようです。さて、このミッションですが、我
が会報誌上でも第 号の 頁で話題として取り上げて50 2
いました。そうそう、デネブ第 号の表紙もですね。50
このミッションではあまり取り上げられませんでした

が、実は名前入りの が積まれていたんです。ミッシCD
ョンのキャンペーンがうたれて、世界中からインターネ
ットで申し込みを受け付けました。世界から 万人も68
の人々からアクセスがあったようです。
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皆さんのお便りコーナー

今夜は晴れるか
しら？気になる
ところです

◆ご無沙汰してお
ります。 月にひい6
た風邪は、長引きま
した～！ まだ時々咳
が出るほどです。全
く困ったものです。
本日は、ようやく参

。 、加できそうです 月 日の日の観察会は残念でしたが8 4
実は親戚の葬儀と重なったので、私的には都合が良かっ
たです。スミマセン。それでは後ほど…。うーむ、チョ
ッと曇っていますが、大丈夫でしょうか。では、失礼し
ます。
佐藤 麻子 umibuta-dolphin-kick@jcom.home.ne.jp
受信日時：2005年07月08日 15：54

旭川の日ハム工場？ 気になる

◆今晩は。昨夜はお疲れ様でした。ベッタリした曇り
空に慣れているとはいえ、やはり晴れるに越した事は無
く、残念でした。でも、大福と栗まんじゅうを囲んでの
世間話は、楽しかったです。今日も 「木下さんは今ご、
ろシャウエッセンをタラフク食べているだろうか…」等
と、旦那と会話しておりました。ペルセ、晴れると良い
ですが、どうでしょう…？晴れろ～！では、また。
佐藤 麻子 umibuta-dolphin-kick@jcom.home.ne.jp
受信日時：2005年07月09日 18：03

ペルセ流星観察会に参加させて

◆先日は星見が出来ず残念でしたが、久方振りに渡辺
先生や佐藤ご夫妻にもお会い出来て、市川様の｢霊？」
と一緒のお喋りもナカナカなもので～。８月のぺルセの
観察会に参加させてください。昨年のぺルセは深夜、我
が家の辺りは一時雲が切れ 、 個見えたので嬉しかっ5 6
たわ。
会友 越後 恵子
受信日時：2005年07月10日 09：05

子連れで流星観察会に参加させて

◆ご無沙汰しております。今年の夏も、北海道に帰省
します。期間は、 ～ の予定です(その前に、愛7/31 8/20
知・三重方面に遊びに行き、万博見てこようと思ってい
ます)。８月のペルセの観察会、行ってみたいと考えて
います。子ども 人つれての参加になりますが、上の子2
にぜひ北海道の空で流れ星見せてやりたいのです。足手
まといになるかもしれませんが、よろしくお願いいたし
ます。
末澤 朋代
受信日時：2005年07月15日 01：05

デネブの韓国の記事読みました

◆しばらくご無沙汰してすいませんでした。パソコン
がウイルスに侵されたらしく、動作不良の状態で、返信
ができない状況にありました。現在は、ウイルス対策ソ
フトをインストールして、動作の問題もなくなりました
ので、返信してもご迷惑がかからないはずです。
さて、先日の観察会について、突如連絡してすいませ

んでした。日程の調整が急遽ついたので、観察会に参加
61できればと思い連絡いたしました。 また、デネブ

号、届きました。ありがとうございます。早速、韓国旅
行の記事を楽しく読ませていただきました。特に「サカ
エ・タダシさん」の話を読みすすめると、自分にも似た
ような経験があったので、身近な人が意外な人と、意外
な関係でつながっているのだなぁと、思わずにはいられ
ませんでした。
最後に、 月 日の観察会ですが、残念ですが仕事6 10

の都合で欠席いたします。申し訳ありません。また、次
回の例会又は観察会をたのしみにしております。
加賀 栄一
受信日時：2005年6月5日 00：21

ディープ・インパクト衝突

◆こんにちは。川口です。返事が遅くなりましてすみ
ません。残念ですが、またまた行けません。彗星核へ衝
突探査、面白そうですね。 日の読売新聞夕刊に載って. 2

2 52 10いたのを読みました 今日の午後 時 分 秒速約。「 、
キロメートルで衝突する」と書いてあったので、その時
間は宇宙に思いを馳せていようと思います。では、お体
に気を付けてお過ごしください。
川口 裕美
受信日時：2005年7月4日 13：39

利尻・礼文へ行ってきます

◆久し振りに夏らしい日になりました。会長、ウダッ
テいませんか？ 髪の毛が茄子のヘタになっていません
か？ 先日は亭主に貴重なカメラやレンズを貸して下さ
ってありがとうございます。利尻・礼文では天気にも恵
まれて、良い写真を撮る事ができると良いのですが…。
智秀は本番に弱くて…、私としては持ち腐れにならない
ように祈るだけです。ではでは、気を付けて行ってまい
ります。 日 時に出発する予定でおります。失礼し15 22
ます。
佐藤 麻子 umibuta-dolphin-kick@jcom.home.ne.jp
受信日時：2005年07月13日 18：03

「利尻・礼文」

◆利尻・礼文の自転車での移動は、大変でした。一寸
した登りと向かい風の辛いことと言ったら‥なかった。
運動不足を痛感した 日間でした。せっかくカメラを背2
負って行きましたが、利尻は、夕方から曇ってしまい礼
文は夜半から雨でした。
佐藤 智秀
受信日時：2005年07月20日 08：27
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我が家もついに“光”です

9 17◆こんにちは。川口裕美です。蒸しますね～。 月
日の土曜日は旦那が仕事なので、ニセコの合宿に行けま
せん。ペルセも、旦那のお盆休みが ～ 日だったの13 16
で残念ながら不参加です。参加できそうでなかなか参加
できず、悲しいです。因みにお盆休みは旦那の実家に帰
る予定です。

。 。川口家の近況報告です 旦那の勤務先が変わりました
会社が変わったのではなく、異動のようなものです。今
までは、住所は江別だけど南幌温泉まで車で５分で行け
るという場所で働いていましたが、 から雁来で働い8/1
ています。通勤時間が今までの半分だと喜んでいます。
しかし、そこは旦那を入れて人が 人しかいなく、土曜3
日休みはしばらく取れないようなことを言っていまし
た。
夏のボーナスで を買いました。まだ使っていませPC

んが…。ヨドバシのオリジナルパソコンです。私が桜来
に振り回されている間に旦那が決めました。近々、光を
入れます。最近、晴れている日は外出することが多く、
家に帰ってから桜来を昼寝させ、晩御飯の仕度をし、起
きたらご飯を食べ、シャワーを浴びさせて寝る…という
ような生活が続いております。近所の公園だけでは桜来
の元気を使い切れないので、お弁当を持ってモエレ沼や
大通り等、ちょっと遠くへ行っています。行きはよいよ
い、帰りは寝た子抱っこ地獄で、暑い中で私もヘトヘト
になります。メールチェックだけはしようと思いつつ、
疲れて に向かわずに寝てしまうことが多くなりましPC
。 。 、た ダメですねぇ 今日はヨドバシカメラに用事があり

札幌駅周辺で遊んできました。こう暑いと、ついつい涼
しい店内に逃げてしまいますね…。
では、暑い日が続いていますが、お体に気を付けてお

過ごし下さい。
川口 裕美：ZUA07552@nifty.com
受信日時：2005年08月04 15：38

おはようございます

◆ペルセウス座流星群の観察会お疲れ様でした。夏は始
、 、 、めてだったし 暖かったし 流れ星もたくさん見れたし

天の川もくっきりだったし、大勢だったし…。とにかく
楽しかったです♪ 日目も見れるといいですねー。気を2
付けて行って来て下さい。で、昨日のガソリン代とか払
うの忘れてしまいました。次回っていつかわからないで
すが、その時でもいいですか？
木下 理恵
受信日時2005年08月12日 09：58

天文倶楽部のみなさま

◆今野＠東京もこの台風が去れば夏も終わるのでは？？
です。残暑お見舞い方々、引越しのお知らせです。この
たび、 年の長きにわたって住み続けた府中から、 キ12 3

。 。ロ離れた隣町に引っ越しました 部屋が広くなりました
新住所： 206-0011 東京都多摩市関戸4-11-3-902
新電話番号：０４２－３３７－５１９２
最寄駅：京王線聖蹟桜ヶ丘(せいせきさくらがおか)

駅。駅から徒歩７分くらいです。未だダンボールに囲ま

れての生活です。ここしばらくは音信普通でしたが、近
況です。今はコンペの資料が終わり、冬の共同制作番組
用の営業資料を制作しているところ…。ペルセの近辺は
広島にいました。広島プリンスホテルの観望会の講師と
して偉そうに流れ星について講釈をたれて、望遠鏡操作
して星を見せてました。ツインの部屋を独り占め。宿代
も食事も向こうモチ。 階の瀬戸内が見える部屋での14
優雅な暮らし。バスローブ代わりに備え付けの浴衣、ウ
イスキーの代わりにウーロン茶のペットボトルを揺らし
ながら波止場の明かりの明滅を眺める。夜は 階のラ24
ウンジでジャジーなひと時…。最後には支配人自らのお
見送りでタクシーで駅へ。庶民にはええ暮らしでした。
勿論、市内に出て、原爆ドームに平和記念公園などを見
て、丁度この暑い夏に広島にいる意味を考えました。江
田島や呉なども回りました。初広島県でしたが、広島に
これほど軍関係があったとは知りませんでした。 日14
の夜には厳島神社の水上花火大会なども見られ、夏の一
大絵巻を堪能しました。相変わらず、遊んでるんだか仕
事だかわからん人生です。 月にはやはり偉そうに、10
桜美林大学の市民講座で一回だけですがヨタ話をしま
す 「旅と星 。自分の趣味で訪れた天文施設を紹介し、。 」
天文台がどんなところか、訪ね歩くのも楽しいですよ
なんて話をするのです。野辺山や石垣島、乗鞍岳で秋に
一晩過ごしたこと、すばる望遠鏡に行ったことなどなど
…。硬くない話ができて、皆さんに足を運んでもらえた
らいいなと思います。それでは、
今野 利秋
受信日時：2005年08月29日 18：49

川口家からのメールです

◆こんにちは。川口裕美です。さわやかな天気で気持ち
が良いですね。昨日、光開通しました。 も新しいのPC
に変えました。快適です。これで、 の会報もイライHP
ラせずに見られます。とりあえず、報告まで。もうすぐ
ニセコですね。土曜日は旦那が仕事、子供は反抗期で連
れて行くわけにもいかず、参加できずに残念です。楽し
んできて下さいね。昨夜、寒かったからでしょうか、私
は昼頃から熱が上がってきました。これから子供をジジ
に預けて病院に行ってきます。渡辺さんも、体に気をつ
けてお過ごし下さい。では、また。
川口 裕美：ZUA07552@nifty.com
受信日時：2005年09月15 22：31

ニセコ楽しみにしています

◆ご無沙汰しています。残暑の厳しいこの頃ですが、お
元気ですか？ ・ の様子がおかしく、怖くて暫くメPC
ールもしていませんでした。何だか文字化けするんです
よ～。ウィルス対策も亭主の智秀にしてもらったのです
が、それでもまだ、何か変… 大丈夫かなぁと思いなが
ら、使い始めました。｠ 昨日は、沖縄のお土産を沢山あ
りがとうございました。ビールも梨も大好物なので、と
ても嬉しいです。いつもいつもスミマセン。旅行も楽し
かった事でしょう…珍道中か？我が家は、日食まで旅行
はヨダレを垂らしてお預けです ・明日のニセコ合宿の。
お買い物、宜しくお願いいたします。飲み物と、軽い夜
食程度でしょうか。智秀は、やはり火を見ながら語りた
いようで、七輪を一つ持っていくようです。以前のよう
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にロッジの前で焼きナスでもするのでしょう ・では明。
日。失礼いたします。
佐藤 麻子 okasa.28_luglio-omot@jcom.home.ne.jp
受信日時：2005年9月16日 11:47

小野さんに会ってきました

小野さん(左から２人目)と“ター坊(左)”が被っている帽子は
アンデス地方の民族衣装だそうです．熱気ムンムンで，小野さ
んも楽団の人達も汗だくでした．因みに，私(右端)もハッスル
したので汗で顔がテカッています…．下は人形でなく娘です．

◆こんにちは。川口裕美です。ようやく涼しくなりまし
たね。ニセコの合宿、天気が悪かったようで、残念でし
たね ・昨日、娘を連れて中島公園にある｢こぐま座｣で。
遊福家三休(ゆうふくや・さんきゅう)こと、小野征弥さ
んの“腹話術”を見てきました。 時からの回に余裕11
で間に合うように地下鉄麻生駅に行ったのに、麻生駅に
入ってきた地下鉄のドアが開かないというトラブルに巻
き込まれました(今日の朝刊に 「電気系統の故障」と載、
っていました)。 分送れで発車した地下鉄内は混んで13
いて座れず、 の娘をずっと抱いたまま中島公園駅11kg
まで行き、時間ギリギリになってしまったので、これま
た娘を抱いたまま、駅の階段を駆け上りました。階段を
上り終えると、開演 分前のアナウンス(小野さんの声)3
が流れていてホッとしました。涼しい顔の娘と、汗だく
の母 「間に合った～！｣と受付に行くと、受付には小野。
さんの奥さんが座っていました(初めてお会いしまし
た 。そして、その奥にはマイクを持ってアナウンスを）
流している小野さんが座っていました。お二人とも、元
気そうでした。｠ この日は小野さんの腹話術と｢ロスカ
ルロス｣という 人組の南アメリカのアンデス地方の音4
楽を演奏する人たちのショーで、私の方が興味があって
娘を連れて行きました。先ずは、小野さんの腹話術で親
子共々笑わせて頂き、ケーナやチャランゴ(音は違うけ
どウクレレみたいな楽器)の演奏で盛り上がり、楽しい
ひと時でした。子連れしかいないのかと思ったら、夫婦
や友達同士でも見に来ているようで、ちょっと意外でし
。 、 、 （ ）た とりあえず 天文とは何も関係ないけれど 報告 ？

まで。
川口 裕美 e-mail: ZUA07552@nifty.com
受信日時：2005年9月24日 14.21

］ ．[編集注 小野征弥：元札幌市青少年科学館の天文係りに在籍
プラネは低音の声での名解説者．元々，腹話術のアマチュア団
体｢腹笑会｣の会長で，市内の文化活動の推進者である．

サイエンス・カフェの開催を伝えるポスター

サイエンス・カフェで渡部潤一氏

月 日(土曜日)に北海道大学科学技術コミュニケ10 8
ーター養成ユニットが主催する“サイエンス・カフェ”
紀伊国屋書店札幌駅店に国立天文台の渡部潤一氏がゲス
トで来札。 人を越えるお客で満員状態でした。倶楽150
部員の山田将俊君も東京から一時帰宅中で姿を見せてお
り、終演後楽しんだようです。当日は、立ち見の客で取
り囲まれて本人を確認するのが精一杯の状態でした。

部分月食観ました！

◆こんにちは。川口裕美です。部分月食、どこで観たの
ですか？私は、家の寝室の窓から見ました。ずっと上を
向いていたので首が痛いです。 時 頃は空一面厚い20 30
曇に覆われており、やっぱり遠征しないとダメかと諦め
の境地でした。でも、 時頃から月が雲の隙間から見21
え隠れしだし、 時 分以降は月も火星も雲に隠れる21 10
事無くずっと見えていました。食の最大は見られません
でしたが、あの空の状態から月食はまず見られないだろ

、 。うと思っていたので 後半が見られただけでも満足です
一人で、しかもパジャマ姿ででしたが、久しぶりに天文

18倶楽部会員らしい活動 ？ ができました 子供は最近（ ） 。 、
時頃から昼寝を 時間程してしまうため、その後、ご飯1
を食べてなんだかんだと 時頃まで起きています。部23
分月食を見るために、昨日は早めに晩ご飯を済ませ、い
つもの昼寝は無しで 時頃からきちんと布団で寝かせ18
ました。お陰で、今朝は元気いっぱいの子供に５時に起
こされました。午前中は外で思い切り遊ばせ、お昼過ぎ
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に昼寝をさせたら私の思惑通り、 時過ぎには眠って20
。 、くれました 月食に間に合うように眠ってくれるなんて

なんて良い子でしょう…。この良い子は、私には見えな
いものが見えるらしく（？ 、夜、寝かしつけている時）

、「 、 、に急にあらぬ方向を指差し あっ お人形！ほら見て
あそこにいるよ！」と言ったり、明け方、窓の方を指差
し「おめめ…怒ってる、怖いっ！」と言ったり、オカル
ト＆ホラーが大の苦手な私を困らせております。嘘をつ
くことはまだ覚えていないし、寝ぼけて言っているよう
にも見えないから、ホント、怖いです。ということで、

。 、うちはおばけ屋敷なのかもしれません… 助けて！では
長くなりましたが、とりあえず観察した報告まで。
川口 裕美 e-mail: ZUA07552@nifty.com
受信月日：2005年10月17日 22：36

年 月 日 時2005年10月17日の部分月食 2005 10 17 21
03 1/1000 fuji FinePIX S2-Pro 300mmF2.8分 露出 秒
絞り 恵庭市盤尻にて撮影F22

雲に祟られた部分月食

◆倶楽部会員と文化センターの受講生に月食観察会の周
知をしましたが、ついに誰一人参加したいという返事が
きませんでした。仕方なく佐藤智秀さんと渡辺和郎の二
人で月食の写真撮影だけでもしようと思ました。そんな
時突然、文化センター受講生の中村篤子さんからメール
で参加したいという希望が寄せられ 人やることになっ3
たのです。

時に時計台前に来るように中村さんに連絡、佐藤20
さんは 時に渡辺宅に寄って機材を積み込みました。19
何とか晴れるだろうという期待で厚別から 号線を都12
心に向かって車(サーフ)走らせると、豊平川の“東橋”
辺りから雨模様になってきました。

時 分時計台前に着きましたが、 分早いので中19 30 30
村さんの姿はありません。携帯に電話すると、時計台前
の喫茶店で夕食を頼んだばかりといいいます。雨では仕
方ないので厚別方面へ引き返そうと、食事をキャンセル
させて、時計台前の ビル下で落ち合いました。NM
雨の中、中村さんを拾い、とって返し再び 号線を12

大谷地に向かいました。雨雲と同じ方向に進んでいるの
か追われるように雨が激しくなってきて、今夜の月食は
無理か…と、諦めかけていました。

、 。大谷地から高速に入り 恵庭へ向かうことにしました
秋とはいえ寒波が入ってきているなら太平洋側です。ほ
どなく輪厚のパーキングエリアを過ぎる頃には、雲の合
間に月が見えだし、恵庭インターで降りた時は快晴の状
態になりました。恵庭市内のコンンビニで飲み物やパン
を調達、夕食を食べかけていた中村さんもこれで仕方な
いな～という顔をしていました。
再び恵庭インターを過ぎた盤尻地区でカメラを展開、
時 分。既に月を見上げると満月の左下の方がうっ20 30

すらと暗くなっているのが分かりました。半影状態でも
ハッキリ分かるものです。カメラで写真に撮るともっと
ハッキリしました。カメラはラチュードが狭く、明るい
部分と暗い部分が分離されるので、肉眼で観ている以上
に影が食い込んでいるのが表現されます。肉眼では満月
の明るい部分も半影の暗さも、ほどよくブレンドされて
見えるのですが、肉眼と写真の違いは歴然でした。
ほどなく本影がかる時間になると、煎餅をかじった歯

形のように月の下側がハッキリ欠けているのが分かるよ
うになりました。写真では予定の食分以上に欠けて写っ
ています。
最大食分を迎える頃には、さすがに西の方から雲がや

。 、ってきて盤尻地区もすっかり曇天となりました しかし
この辺りから雲が時々切れ、たまに月が顔を出しますの
で、我慢強く待って 時 分に最大食分の月を雲の間21 4
隙に捉えてシャッターを切り終わりとしました。
帰りは経費を節約して国道 号線で新さっぽろまで36

戻り、｢ 新さっぽろ｣駅で中村さんを降ろし解散となJR
。 。りました 彼女は で星置まで帰るということでしたJR

渡辺 記

月食の写真ありがとうございます

◆こんにちは。川口裕美です。まずは、部分月食の素敵
な写真、有難うございます！月食を見た感動が蘇り、嬉
しいです。月食がもうすぐ終わるという頃、月をマジマ
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かなり関係無いことまで肉付けした「七輪と火星を見る会」感想文レポート

恒例 火星大接近観察会と七輪で旨いもの食う会
日 時：１１月３日 １８時 『地下鉄ひばりが丘駅 【３番出口】生協駐車場付近集合、 』
参加者：会長・阪野文昭・佐藤智秀・加賀一家・木下理恵・中村篤子・市川恵子・遠藤夫妻・川口裕美、計12名
場 所：苫小牧東部工業団地 空き地

川 口 裕 美

ジと見過ぎたせいか、月の模様がだんだんシミの多いお
じさんのハゲ頭に見えてきてしまいました。月全体が頭
を真上から見た状態に見え、欠けていない方が後頭部、

。 、食の部分が顔の方向に見えるのです 一度そう見えると
どうしてもハゲ頭に見えてしまいました 「月っておじ。
さんみたい」と錯覚してしまいましたが、大間違いでし
た（当たり前ですが 。写真をみるとやはり月はキレイ）
で感動します。天文現象は神秘的で本当に面白いです
ね！
ＨＰ、光回線を導入してから結構頻繁に覗いていまし

た。が、さっき見たら、また変わっていました。火星遠
征 行っているのですね おっと 火星遠征ではなく 火、 。 、 （
星まで行ったらスゴ過ぎます 、火星観測遠征ですね。）
「今日、火星観測会を行います」とメールが来た日は気
になって夜空を見ているのですが、火星を見ても双眼鏡
では点にしか見えないので悲しいです。今は、枕元に双
眼鏡を置いて（臨戦態勢？）寝ています。先日、メガネ
をかけずに双眼鏡で火星をみました。そうすると、乱視
のせいで像が歪んで、土星のように輪があるように見え
ることを発見しました。これが、なかなか面白いです。
と、マヌケなことをしながら自分なりに楽しく見ていま
す。月も火星も、私の手（目？）にかかれば、とんでも
ない見え方をします。困ったものです。

行事にはなかなか参加できませんが、ＨＰを見て結構
参加した気になれるので楽しんでおります。これからも
楽しみにしているので頑張って作って下さいね！
川口 裕美 e-mail: ZUA07552@nifty.com
受信日時：2005年10月18日 01：01

火星観察会の写真ありがとう

。◆ 月 日の火星観察会ではありがとうございました11 3
また、写真をお送りいただき、ありがとうございます。
久しぶりに、天文倶楽部会員としての本来の活動に参加
できて楽しかったです。当日は降雨のため星を見ること
はないと予想していたので、結果として空が晴れて、星
が観察できたうえに、火星の模様まで見ることができま
した。なんとラッキーだっだたのでしょうか。最近は特
に、夜空を見上げる余裕もない日々でしたが、星空を見
て感無量でした。当日は子どもが動き回ってご迷惑だっ
たことと思いますが、また、カミさんと子ども連れで参
加させていただきたいと思っております。
加賀 栄一
受信日時：2005年11月8日 00：09

月 日、私は朝からウキウキしていた。今日は、11 3
娘の七五三のお宮参りに行き、その後、夜は久し振りに
天文倶楽部の行事に参加できるからだ 「何色の着物を。
着せようかなぁ 「火星、観られるといいなぁ～」等と」、
ウキウキしながらも、 時に写真館で娘の衣装レンタ10
ル＆着付けの予約をしているため朝から慌ただしく 早、「
くご飯食べなさい！時間がないから急いで！もう出掛け
るからおもちゃ出さないで！」と、そのうちウキウキだ
かイライラだか分からない精神状態になっていた。子供
の着替え等は旦那に任せ、私は「あんたが七五三の主役
じゃないだろう！」と言われそうなくらい化粧をして着
飾り、しかも、そのお陰で自分が一番仕度に時間がかか
る始末。ヤバイ！マズイ！遅れる～！と、一番最後に車
に乗り込んだ。空を見ると一面灰色の曇り空。天気が少
し心配になってきた。
無事、北海道神宮で祈祷を終えて外に出てみると、雨

がパラパラ降っていた。天気予報を見てお宮参りの日を
決めたというのに何ということだ。天気予報の嘘つきめ
っ！写真を撮ろうにも、雨に濡れて大変。色んな場所で
撮りたかったのにがっかりだ。でも、娘は雨などお構い
なく、着物姿が嬉しいのか草履の鈴を鳴らしながらニコ
ニコと境内を歩き回っていた。帰りに、北海道神宮内に
ある参拝者無料休憩所に寄った。ここでは、お茶と六花
亭の「判官さま」という餡子入りのお餅を無料で頂ける
のだ。しかも、お餅はホットプレートで焼いてくれるの
で温かくて美味しい。この「判官さま」は、北海道神宮

に来ないと食べられないし、きっと、ここにしか売って
いないだろうと思われる。これを天文倶楽部のお土産に
買っていくことにした。佐藤さんたち、きっと会長のお

、 、気に入りの大福を買ってくるだろうなぁと思いつつ ま
娘のお祝いだし、たぶん、皆さん食べたことが無いだろ
うから良いかと。焼き立ての判官さまをほおばりながら
娘を見ると、草履と足袋が雨でドロドロになっていた。
あぁ、草履が～！着物はレンタルだけど、草履は私が３
歳の時に履いていたものなのだ。従姉のおさがりなので
年位昔の代物だが、母が大事に仕舞ってくれていた40

ので新品同様に綺麗だった。というか、七五三でしか履
かないから綺麗なのか？金色の草履だったのでレンタル
した赤い草履より見栄えが良く見えた。一応、娘に選ば
せたら金色を選んだのだ。お宮参りが終わったら、また
綺麗に仕舞っておいてあげようと思ったのに、見事に汚
れちまった。どうしてくれるのだ。それもこれも、この
雨のせいだ。またまた天気予報を恨んだ。が、そこであ
る事に気がついた。もしかして…、今日、天文倶楽部の
行事があるから？だから雨が降っているの？いつもいつ
も、毎回毎回、雨に祟られる天文倶楽部。何か行事を企
画する度に雨。晴れの予報をひっくり返してまで雨。恐
るべし、天文倶楽部。
レンタル衣装を返しに行ったり、ランチ（…と言って

も 時半だったが）を外で食べたりしていたので、家15
を出なくてはならない時間ギリギリまで出回っていた。
慌てて帰宅し、双眼鏡を一応リュックに入れ、懐中電灯
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久しぶりの観察会に集まった面々．前列左から阪野文昭・遠藤哲也・渡辺和郎，後列左から遠藤真理・市川恵子・木下理恵・中
村篤子・加賀奥さん・加賀家の子供・川口裕美・佐藤智秀・加賀栄一

の電池を確認し、防寒具をありったけ車に積み込んだ。
忘れ物がないかとても心配だったが、時間がないのでと
りあえず集合場所に向かって出発した。家を出る時、娘
に泣かれるだろうと覚悟していたが 「いってらっしゃ、
い！」と笑顔で手を振ってくれた。前までは、泣き声を
聞きながら後ろ髪引かれる思いで家を出ていたのに、余
りにあっさりと見送られてしまったので拍子抜けしてし
まった。娘の成長が嬉しいやら寂しいやら、複雑な親心
である。

久しぶりの観察会に胸が躍る

冬が近づくと、いつも道路のあちこちで工事をやって
。 。 、いる 丘珠空港通りも工事だらけ 工事で車線が減少し

一車線になるので車の長い列が出来る。軽い渋滞にはま
ってしまう。何度も赤信号に捕まっていると、多少時間
に余裕を持って家を出たものの、間に合うか心配になっ
てきた。それでも、順調に集合場所に近づき、何とか間
に合いそうだと思ったところでガソリンが殆どない事に
気が付いた。エンプティーのＥのラインギリギリ。どう
しよう。困ったぞ。こんなになくなる前に、ガソリン入
れておけよ！と、心の中で旦那に文句を言ったがどうに
もならない。チャイルドシートを私の車に載せているた
め、休日は旦那が私の車を運転しているのだ。ガソリン
を入れに行ったら間に合わないかもしれないので、とり
あえず集合場所に行ってから考えることにした。家で調
べた地図では、集合場所の生協はロイヤルホストの裏に
あるように書いてあったが、行ってみると裏ではなくて
すぐ隣にあった。狭い駐車場に入ると、車のトランクを
開けて集う怪しい人々を発見。直ぐに天文倶楽部＆講座

の人たちだと分かった。車を駐車場に止め、怪しい集団
に近づくと、やはり佐藤氏・加賀氏他、天文倶楽部のＨ
Ｐで見たことがあるような女性が一人。会長はまだ来て
いないようだ 「こんばんは」と挨拶をしたが、佐藤氏。
が「オウ！」と言っただけで反応はイマイチ。後で聞く
ところによると、加賀氏は私が誰だか分からなかったよ
うだ。忘れられてしまったか？悲しい。佐藤夫人の姿が
見えないと思ったら、風邪で来られないとのこと。可哀
想に…。会報を読むたび、佐藤夫人はいつも熱でダウン
しているので、免疫力が低下しているのではないかと心
配だ。早く良くなりますように。
他に誰かいないかキョロキョロしてみると、車に乗っ

。 、 。ている加賀夫人を発見 窓越しにノックし 挨拶をした
１歳 ヶ月の大智君は、加賀夫人の実家でおじいちゃ10
ん・おばあちゃんと遊び疲れたのか、かれこれ 分前45
から眠っているとのこと。車の中を覗くと、チャイルド
シートでスヤスヤと眠っているのが見えた。これで、夜
はバッチリ元気だぞ～。因みに、加賀氏は実家には行か
ず、一人でのんびり（？）としていて、お昼は加賀夫人
が前日に作ったというカレーを食べ、地下鉄で集合場所
に来たらしい。カレーは作りおきができ、しかも、一晩
置くと更に美味しくなる便利なメニューだ。うちの黄レ
ンジャー（旦那）もカレーが大好物なので、私が出掛け
る時には良く作る。が、今日はブリ大根にしてきた。今
頃、がっかりしていることだろう…。
中村さんと初対面の挨拶を交わし、加賀夫人と３人で

たわいもない話をしながら、後、何人来るのか分からな
いメンバーを待っていた。佐藤氏に「オウ、村井！車、
渡辺さんのとこに行って止めさせてもらえ」と言われ、
ガソリンが無かったことを思い出した。
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途中で入れさせてもらおうと思っていたが、私は自分
の車で行かなくても良くなったようだ。有難い。しばら
くすると、木下理恵さんが到着。天文倶楽部の新入会員
ですね。私は会報やＨＰで見ているので顔も年齢も知っ
ているが、相手は私を知らないようだ。当然か…。会長
が到着し、私は車を置かせてもらいに佐藤車について会
長宅へ。佐藤車に乗せてもらって生協に戻る途中、初め

。 、て今日は苫小牧まで行くことを知った 高速に乗るなら
私の軽自動車では大変だ。何せ、軽自動車の制限速度は

。きっと、会長たちは爆走するだろうから、私は80km
かなりのスピード違反になってしまう。一緒に乗せても
らえて良かった～。それにしても、空は見事に曇ってい
る。川口「わざわざ焼肉しに苫小牧まで行くんですか？
どうせ火星も見えないし、青少年科学館の駐車場でいい
ですよ 。なんて、殆ど本気に近い冗談を言いながら生」
協に戻ってくると、会長が私の知らない男性と話しをし
ている。
会長が勉強している北大のクラスメートの遠藤さん哲

也さんという人らしい。どうやって誘ったのかは分から
ないが、今日は夫婦で参加するようだ 「何故？北大に。
行っているの…」と聞くと、会長は「勉学に目覚めたん
だ… 。と言っていた。今日の集合時間が一時間遅くな」
ったのもそのためらしい。集合時間の 時はかなり過18
ぎていたと思うが、市川恵子さんも到着。これで全員の
ようだ。皆、揃ったところで、これから生協で買い物を
するのかと思ったら、買い物は既に佐藤氏が一人でして
きたらしい。そうか、皆より早く来て生協で買い物をし
たのね？…と思ったら、二条市場で買ってきたようだ。
ご苦労様。佐藤氏は、今日、お父さんに庭の冬囲いの手
伝いを頼まれて、会長に「遅れるかもしれない」と電話
を入れていたらしい。でも、雨が降ってきて冬囲いは中
止になったとのこと。晴れていたら冬囲いの手伝いで集
合時間に間に合わなかったが、雨のお陰で買い物にも行
けたし助かったというようなことを言っていた。お陰で
美味しい食材にありつけそうだ。さて、駐車場を集合場
所に使って散々迷惑をかけた生協では飲み物だけを買
い、会長車には中村さんと木下さん、佐藤車には市川さ
んと私が乗せてもらい、あとは加賀車・遠藤車の４台で

。 。苫小牧に向かって出発となった 空はやはり曇っていた

さぁ！ 苫小牧に向け発進

札幌南インターから高速に乗る。佐藤車内は、コーヒ
ーをまかしてしまったとかでコーヒーのニオイが充満し
ていた。私は小さい頃、たまたま飲んでいたコーヒー牛
乳を車酔いして吐いてしまったことがあり、その時のニ
オイまでが鮮明に記憶に残っている。そのせいかどうか
は分からないが、車でコーヒー牛乳に似た、砂糖たっぷ
りの甘いコーヒーのニオイを嗅ぐと酔いそうになる。佐
藤氏に聞くと 「砂糖は入っていない。ノン・サトウ 。、 」
缶コーヒーでもインスタントでもなく、家で作ってポッ
トに入れていたコーヒーをまかしたそうだ。これだと、
どちらかというと「良いニオイ」の分類に入ると思うの
だが、私にとっては何とも言えないニオイだ。それにし
ても「ノン・サトウ」って、何じゃそりゃ 「ノン・シ。
ュガー」じゃないのが佐藤智さんらしい。しかも、佐藤
氏が言うと「私は佐藤ではありません」と言っているみ
たいで、可笑しくて笑ってしまった。ややウケ～（古
い？ 。生協の駐車場を出る時点から既に会長車を見失）
ってしまったノン・サトウ氏は、会長車になかなか追い

つけずに焦っているようだ。佐藤車の後ろには加賀車が
きちんとくっついて走っていた 会長車 待ってくれ～！。 、
車の中で、市川さんと初対面の挨拶を交わす。市川さ

んは、海外旅行に行っていて一昨日戻ったそうだ。西の
方角に旅すれば運が良くなるとのことで、そういうツア
ーを探して行ってきたとのこと。羨ましい。海外旅行と
いえば、来年 月 日にエジプトで皆既日食がある。3 29
市川さんは、先週海外に行ったので、もうエジプト皆既
日食には行けないそうだ。残念。でも、皆既日食は神秘
的で面白いのでお勧めですよ！この面白さは、一度は体
験しないと損ですよ。佐藤氏は、エジプトの旅行日程が
年度末と年度始めの忙しい時期なので、どうやって参加
しようか考えているところらしい。仕事よりピラミッド

。 、を見たいですよね～！頑張って行ってきて下さい 私は
エジプト皆既日食の日が娘の誕生日の一日前だったの
で、旦那に「桜来の誕生祝いに一緒に行ってくれば？」
と言われたのだが、子連れ のツアーではないため、OK
行っても良いと言われたのに行けない。
娘は出発する時点ではまだ 歳なのでツアー中の食事2

代くらいしかお金がかからない。これが、 歳になると3
飛行機も宿も大人とほぼ同じ料金を取られてしまうの
。 、 。だ こうなったら 気軽に海外に行けなくなってしまう

娘を連れて海外に行くには最後の良いチャンスだったの
に、悔しい。料金のことは置いておいて、皆既中のあの
異様な雰囲気を娘にも体験させてやりたかったのになぁ
～。エジプト行きたい！ピラミッド見たい！皆既日食見

「 」 、「 」たい！皆既日食は 見たい というより 体験したい
ですね。
来年の話しだが、エジプト皆既日食成功の報告を今か

ら楽しみに待っています。そうそう、市川さんは、今日
の集合場所や時間などが良く分からず、会長宅に電話し
たらしい。市川「 電話に）奥様が出られて、今日のこ（
とは何も聞いていないとおっしゃってました。でも、た
ぶんひばりが丘で、時間も 時頃だろうと思って来て18

」。 、 。「 」。みました あぁ だからか 遅れた奴はおいて行く
という会長が、市川さんが来たのを見て 「丁度来た。、
良かった、良かった 。と、何度も言っていたのは。そ」
れにしても、スゴイ！私なら、集合場所や時間が分から
なければ諦めてしまうところだ。勘だけでは動かないと
思う。市川さんは、本当に星が好きなのだろうなと思っ
た。それと、本当に運が良くなってきたのでは？
佐藤「あぁ、あれだな 。見ると、会長が佐藤車を確」

認したのか、追い越しを始めていた。会長は、さぞかし
「佐藤さんたち、遅いなぁ」と思っていたことだろう。
もしかしたら、札幌南インターまで遠回りをしていたか

274もしれない。私の記憶だと、生協を出て南郷通りを
号線まで走り、それから高速に乗ったような…。 号274
線の 高速道路と一般道の分かれ道付近で 佐藤氏が あ、 、 「
ー なるほど 会長 きっとこっち通ったんじゃないか？、 。 、
この道を通れば近かった。んー、会長たち、５分位早く
高速に入ったんじゃないか？」と 「失敗した～！」と、

。 、 。いうような顔で言っていた ようやく追いつき 一安心
会長車の後ろには遠藤車がくっついて走っていた。恵庭
辺りで、車内がコーヒーのニオイから酪農のニオイに変
わった。佐藤「昨日雨降って、今日暖かいからニオイが
上がってきたんだな 。車に表示されている外気を見る」
と ℃もある。本当に暖かい。それにしても、コーヒ13
ーも酪農も何とも言えないニオイだ。近くに牛でもいる
のかと窓の外を見た。ん？何だ、あの赤いの。飛行機？
いや、違う。火星が見えているではないか！もしかした
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ら、望遠鏡で見せてもらえるかもしれない。青少年科学
館の駐車場で良いなんて言ってスミマセン。どうか、ど
うか、晴れますように！

美沢ＰＡの空に火星が見える！

美沢パーキングエリアでトイレタイム。札幌のあの一
面曇り空を見て星空は完全に諦めていたので、まさかこ
んなに晴れるとは思わなかった。星も火星もバッチリ見
えている。これは、早く行かねば。会長も「今のうちに

」 。 。早く行くベ！ と言っている 苫小牧東で高速を降りる
ETC ETC佐藤氏情報で会長車は をつけたと聞いたが、

ではなく普通に料金を払っていた。高速に乗る時、きっ
と遠藤車に合わせてあげたのだろう。会長は優しいなぁ
と改めて思ってしまった。
高速を降りてから目的地に行く途中、海が近いからか

霧(モヤ)みたいなものが発生していた。モクモクとした
霧の中を走る。オレンジ色の街灯が霧の中では幻想的に

、 。見え 頭の中にトワイライトゾーンのテーマ曲が流れる
何か楽しくなってきたぞ！この怪しい雰囲気の中、テー
マ曲に乗って火星人が現れてくれれば面白い。だが、程
なくして霧が晴れてしまった。残念ながら、火星人は出
てこなかった。ひたすら目的地に向かって走る。会長車
は何度も曲がる道を間違えそうになってグニャグニャと
走っていた。初めのうちは、すぐ後ろを走っている遠藤

。 、車もグニャグニャと同じような軌道を辿っていた だが
最後の方は止まって会長車の様子を見るようになってい
た。苫小牧東部工業団地というと、私の記憶ではもっと
暗い場所のイメージがあったのだが、ポツリポツリと工
場が建っていてそれを照らす明るい照明があり、こんな
に明るかったっけ？と思ってしまった。といっても、苫
小牧に来たのはずいぶん昔（ 年以上前 。変わってい3 ）
ても不思議ではないか。
着いた場所は、もしかしたら同じ場所なのかもしれな

いが、私の記憶にある、行き止まりで矢印の看板が立っ
ている所ではなかった。空き地のチェーンの前に車を止
める。会長「こんなもんか？ 。佐藤「もうちょっと寄」
せますか 。車を移動し、会長車と佐藤車の間隔を狭く」
する。なるほど、車間のことね。この車の間にタープを
設置するようだ 会長 こんなもんだっけ？ 佐藤 は。 「 」。 「
い、これくらいでいいと思います 。会長の「こんなも」

」 。 、んか？ の意味を素早く理解する佐藤氏はスゴイ 流石
会長の右腕！左巻きの私とは大違い。タープ＆焼肉＆望
遠鏡の準備に取り掛かる。講座の人たちの方が慣れてし
まっていてテキパキと動き、私はウロウロとして役立た
ず。
佐藤氏が阪野さんから譲り受けたというタープは、相

当炭に燻されたのか、広げるとそれだけでご飯が食べら
れそうなくらい焼肉のニオイが漂っていた。会長が発電
機を回して電気をつけてくれた。佐藤＆加賀氏がせっせ
とタープを設置し、会長が望遠鏡を組み立て、講座の女
性陣が食材の準備。私は会長の後ろで望遠鏡に火星が入
るのを今か今かと待っていたが、会長に「お前、佐藤さ
んを手伝ってやれ！」と一喝されてしまった。クゥ～、
晴れているうちに火星を見たい！
七輪４つに火を熾そうとするが、圧縮炭だかなんだか

というちょっと変わった炭で、なかなか火がつかない。
炭というより、真ん中に穴が空いているので練炭みたい
だった。佐藤氏は送風機という便利なものを持っていた
はずだが、忘れてきたようだ。加賀氏・市川さん・私の

人でうちわでパタパタと扇ぐ。これでもか！と、ひた3
すら扇ぐ。途中、加賀大智君もパタパタに参加し、楽し
んでいた。何度も焚付けを追加したが、なかなか火が熾
らない。圧縮炭をハンマーで砕いて細かくし、加賀家が
持ってきた普通の炭も加え、ようやく火が熾る。火を熾
すのは大変だったが、とても火持ちの良い炭だった。

やっと火星が見えた！

念願叶って、やっと望遠鏡で火星を見せてもらえた。
何となくだが模様が見える！当たり前だが、双眼鏡で見
る火星とは月とスッポン。会長が「今日はシーイングが
良い」と言っていたのでラッキーだ。地球に接近してい
るとはいえ、まさか、こんなに大きく見えるとは思わな

。 。かった 久々の感動！私は前から火星には興味があった
私の誕生日の星座が蠍座で、その蠍座にある１等星のア
ンタレスが火星と赤さを競っているという話を聞いたか
らだ。望遠鏡の中の火星は、赤というより、オレンジじ
ゃん。アンタレスの勝ちだな。と、蠍座をヒイキした。

、 。 、それにしても 模様が見えるというのは面白い 火星殿
地球に接近してくれて有難う！

参加者が多く楽しかったせいで火星に関心があまり集まらなか
ったせいでスケッチをとるものは誰もいなかった．仕方ないの
で渡辺和郎が１枚とった．

会長「おっ、その綺麗な七輪、誰のだ？ 。突然、こ」
の七輪は誰のでしょうクイズが始まる。佐藤家が つ、2
加賀家、渡辺家がそれぞれ つずつで、計 つの七輪が1 4

。 、 。ある 汚いのは佐藤家のものと決めつけ 誰も疑わない
そこで、会長が「俺のか？俺のだな！」と、綺麗な七輪
を自分のものにしようとしていた。が、負けずに加賀夫
人も「いや、暗かったから見えなかった」と、最後の最
後に綺麗なのを持って帰る作戦を練っていたようだ。結
局、どれが誰のだったのでしょう？というか、綺麗な七
輪は今、誰の手に？
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加賀家で持ってきてくれた椅子や、佐藤家の荷物を入
れていたボックス等にそれぞれ座り、七輪を囲む。多く
も少なくもなく、丁度良い人数だった。会長が、七輪初
心者の人に軍手を配った。これで、いつでも食べる準備

。 、 「 、 」。は 早速 会長 まだ食べないのか？俺 食べるぞOK
、 。ということで 最初に佐藤氏が買ってきた豆大福が登場

大福が出た途端 「俺、持って帰るから出すな！」と会、
長。ならばということで判官さまも出したが、それには
興味がない様子。結局、大福を焼いたのだった。この大
、 、福 ウマイウマイと会長は何個食べたのだろう？ムムム

美香さんには言えません。会長が大福を家に持って帰る
と一個ずつ冷凍にするそうだ。そして、食べるのは一日
一個と決められているらしい。ニヤけながら冷凍庫を開
けて大福を一個食べ、その後、もう一個食べたいのをガ
マンしている会長の姿が目に浮かぶ。ちょっと可愛いか
も(失礼 。お腹が少し満たされると、次は舞茸やししと）
う、ボタン海老等を焼いた。ボタン海老載せ係の中村さ
んと、殻剥き係の木下さん。中村さんが載せた海老が焼
けてくると、木下さんが殻を剥いてくれる。二人の作業
のお陰で、箸をのばせば苦労せずに、手を汚すことなく
海老にありつける。有難い。会長が中村さんに「何も言
わなくても自分で動けるようになったなぁ～ 。と言っ」
ていた。このボタン海老は刺身でも食べられるというこ

、 。とで 私はレア・ミディアム・ウエルダンで食べてみた
レアはまだ海老汁が滴っていて、口に入れると「美味し
い」より「熱い！」が優先。ちょっと失敗。でも、どれ
も美味しかった。木下さんは殻を全て剥き終わると、は
めていた軍手を脱ぎ捨てていた。その軍手は、お鍋に入
れると良いダシが取れそうなくらい、海老汁でグジョグ
ジョになっていた。お疲れ様でした。

加賀家が家族で遠慮なく参加できる唯一の会が天文倶楽部なの
です．大智君も夜遅いのに目がパッチリ開いていました．

焼き茄子の洗礼から始まる

会長「ナス焼かないか！ 。ということで、焼きナス」
職人の佐藤氏が七輪を つ受け持つ。今日もまた焼きナ1
スの洗礼を受ける者が 人いる。遠藤夫妻である。こう2
してどんどん仲間が増えていくのだよ。フフフフ…。今
回の焼きナスは ナスの種類が悪かったのか 会長が あ、 、 「
まりウマくねぇな～」と言っていた。それでも、洗礼を
受けた 人は「美味しい！」と喜んで食べていた。今日2
のナスは、いつもより長くて(長ナスだから？ 、食べご）
たえがあった。私も焼きナスは去年の 月の陸別以来10
だ。久し振りに食べたので、洗礼を受けた 人と同じく2
「美味しい！」と思った。

これがウマくないの？会長は毎回食べているから舌が
肥え過ぎたのですね、きっと。さて、ここで「秋なすは

」 、 。嫁に食わすな とは どういう意味かという話題が出た
辞書を引いてみると 【秋なすはおいしいから嫁に食わ、
せるな。姑が嫁いびりをすることのたとえ。参考→秋な
すは種子が少なく、それを食べて子供ができないと困る
から、あるいは秋なすを食べるとからだが冷えるから、
嫁に食わせるなと解釈する説もある】だそうだ。結局、
嫁をいびっているのか労わっているのか分からない。ど
っちにしても、秋なすは美味しいけど嫁は食べさせても
らえないのね。可哀想に…。そんな、秋なすを食べさせ
てもらえない嫁の皆さん、天文倶楽部に入りなさい！洗
礼を受ければ美味しい秋なす(焼きナス？)が食べられま
すよ。

ゴオォォー！大智｢こっこ！(飛行機と言ってい
）」。 、 。る？ 轟音を響かせながら 飛行機が何機も行き交う

大智君は飛行機を見るたびに｢こっこ！｣と、飛行機を指
差していた。遅い時間にお昼ご飯を食べてしまったせい
か、あまりお腹が空いていない。私は腹ごなしに大智君
の遊び相手をしていた。大智君は私になついてくれるの
でとても可愛い。加賀夫人｢大智、ヒロ(川口)のこと好
きだよ 。若い男に抱きつかれて喜ぶ私。大智君は火バ」
サミやうちわ等、身近にあるものを何でもオモチャにし
て遊ぶ。人や動物の真似もする 「あー、あー、あー 。。 」
と、カラスの鳴き真似も披露してくれた。可愛い。加賀
家では、大智君が真似したら困るからと、レーザーラモ
ン が出ているテレビを見せないらしい。フォー！とHG
叫んで腰を振っている、あのハードゲイである。私の周
りの殆どの人は 「キモイ 「ダメ 「うけつけない」と、 」 」

1枚680円という高級ホッケの開きが焼かれパクつく．炭で焼
けば何でも美味しい．

言って嫌うが、私はレーザーラモンのファンである。
テレビに出ると 「この人、格好良いね～！いい体して、
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るよね～ 」等と。
言いながら娘と

。見ていたりする
その影響か、娘
もテレビでレー
ザーラモンを見

、「 、つけたら あっ
レ ー ザ ー ラ モ
ン！ダンスフォ
ーだ（子供たち
の間で流行って
いる 。格好イイ）
～ 。と言うよう」
になってしまっ
た。これって娘
の将来マズイか
しら？それにし
ても、あの均整
のとれた体型、
目の保養になる

。 、わ～ こんな私
気持ち悪い？
会長「佐藤さん、どっちから焼くんだっけ？ 。佐藤」

「えーと、身からですね 。ホッケ登場。川の魚は皮か」
ら、海の魚は身から焼いて下さい。そうすると、美味し
く焼けるらしい。去年の陸別で、魚の脂がどうのこうの
と佐藤氏が話していたので、理由を知りたい人は佐藤氏
に聞いてみて下さい。
七輪の上ではホッケが美味しそうに焼かれているが、

私は火星が気になり望遠鏡へ。だって、火星が見えてい
るんだもの。望遠鏡を覗くが火星は入っていない。ズレ
てしまったようだ。ファインダーにはちゃんと入ってい
るのになぁ。自分で入れようと試みるが、望遠鏡の扱い
方をすっかり忘れてしまった。確かクランプが二つあっ
たはず…と探すが、一つしか見つからない。ギブアップ
して、助けを求めに七輪会場へ。会長はカルピスで糖尿

「 、 」。になった話を 他の奴は皆知っているけど 聞いてくれ
と、遠藤夫妻に話し始め、終わりそうにない。佐藤氏は
七輪のナスがもう少しで完成しそうな状態。うーむ、焼
き上がるまで待っているしかないか。仕方なく、火星の
入っていない望遠鏡付近で加賀一家と雑談していると、
焼きナス職人中の佐藤氏が通りかかり 「ズレちゃって、
るしょ」と言いながら、火星を入れてくれた。嬉しい。
望遠鏡の扱い方も何となく教えてくれた。そうか、クラ
ンプではなくて微調節ネジを回すのか。なるほど。そん
な便利なものがあること自体、忘れてしまっている自分
が情けない。天文ジャンパーのワッペンに書かれている
「 」という文字も読めなかったし、天OBSERVATORY

、 。 。文倶楽部会員改め 天然倶楽部会員だなぁ つまらない
ダメだこりゃ。それはさておき、火星を見ると、さっき
よりぼやけて見える。円じゃなくてユラユラと歪んでい
。 、「 」 、る やはり シーイングが良い と言われていた時に

海老もナスも食べずに覗いておくべきだったか。失敗。

遅くに阪野さん合流

阪野さんが来られるとのこと。阪野さんは苫小牧市科
学センターの宇宙コーナーを改装する仕事をしていたら

。 、 。しい ここ数日間 毎日苫小牧まで通っていたとのこと
苫小牧にいるならすぐ来られるのね。…と思ったが、住

会長の現在の同級生“遠藤哲也”さん

所も番地も良くわからないし、小道はいっぱいあるし、
なかなか場所が分からなかったそうだ。会長でさえ何度
も間違えてグニャグニャと走ってきた場所だ。この広い

、 。工業団地の中で この七輪会場を探すのは難しいと思う
佐藤氏と携帯でやりとりして何とか無事に合流でき

た。良かった、良かった。阪野さんは、会長に「うちの
天文倶楽部の顧問」と紹介され、直ぐに食べ物が振舞わ
れていた。大智君を入れて、総勢 名になった。名目12
が「七輪」の方が人の集まりが良いようだ。七輪倶楽部
に改名か？
海の幸の他に、ラム肉や豚ロースも焼かれた。肉を焼

くと、脂が落ちて炭から火が燃え上がる。佐藤氏が「一
枚ずつ焼けよ！」と、アドバイスしていたが、網の上に
は常に ～ 枚のお肉が載っており、時々ファイヤー！4 5
…していた。そのファイヤーを見て『火』つながりで火
星を思い出し(本当か？)、再び望遠鏡へ。望遠鏡で火星
を観られるのは今日で最後だろうと思うと、どうしても
望遠鏡に足が向く。観に行く度に望遠鏡には火星が入っ
ていなく、教えてもらった微調節ネジとモーターを動か
して探さなくてはいけなかった。マグレで何度か火星を
捉えて楽しんでいたが、加賀氏に「どうやって入れる
の？」と聞かれて望遠鏡を触った時、微調節ネジがスル
リ…。え？うわー、もげたー！壊したと思って、内心ひ
どく焦った。元の場所に取り付けようとするが、焦って
いるのと不器用なのとでなかなか入らない。何で入らな
いの？確か、ここについていたはずなのに…。タープの
外に出てきた阪野さんが、ライターで手元を照らしてく
れた。それでも入らず、阪野さんにお願いしてバトンタ

。 、 、ッチ 阪野さんは ライターの灯りでネジの形を確認し
直ぐに取り付けてくれた。あぁ、形を合わせないと入ら
ないのか。さすが、阪野さん！後はネジで固定するだけ
なのだが、そのネジもろくに回せず、やはり阪野さんに
お願いする。阪野さんがネジを回しているとき、そうい
えば、お尻のポケットに懐中電灯が入っていることを思

。 「 、 」。い出した 阪野 懐中電灯持っているなら 出しなよー
。 。 。呆れ顔で言われてしまった 全くその通り スミマセン

無事、微調節ネジが取り付いた。
火星を入れようと思ったら、火星の姿が見えない。雲

が出てきたようだ。すぐに雲から出てきたので火星を入
、 。 、れたが 望遠鏡で覗いてもぼやけて見えた 今日はもう

模様は見えないかも…。

殻つき牡蠣に舌鼓

今回、ボタン海老よりも、ホッケよりも、焼きナスよ
りも、もっと美味しいものにありつけた。あまりのウマ
さに驚いた。それは、殻つき牡蠣だ。身が大きく、プリ
プリしている。一口食べて 「ムムム、美味しい！｣と、、
思わず唸ってしまった。幸せが口いっぱいに広がる！佐
藤氏が「フフフ…、ウマイだろ？｣と、得意気だった。
七輪で焼いただけだというのに、とっても濃厚な味。本
当にウマイ！ウマ過ぎる！ 年間生きてきて、こんな33
にウマイものがあるとは知らなかった。さっきまで剥き
身の牡蠣を食べていたが、それとは比べ物にならないほ
どウマイのだ。それなのに、同じ｢牡蠣｣という名を付け
て売ってはイカンな。このウマさを知らなければ 『殻、
つき』と『剥き身』なら、いっぱい入って売っている剥
き身のパックを買ってしまうではないか。殻を剥く作業

。 、があるかないかの違いだけだと思っていたし… なので
殻つき牡蠣を買って行く人を不思議に思っていた。殻つ
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きにはこんな秘密があったのね。今度、殻つき牡蠣を見
つけたら、買い占めてしまいそうなくらい気に入った。
因みに、殻つき牡蠣は二条市場に 個しかなく、本当に8
全部買い占めてきたらしい。それでは人数分足りないの

。 、 、で剥き身も買ったとのこと そして 剥き身の牡蠣だが
誰かが食べ終えた殻つき牡蠣の殻の上で焼くというスタ
イルで食べた(ややこしい？ 。殻つき牡蠣だけで満足度）
％。これで、もう一度火星の模様が見えたら最高な200

のに。
突然、ピピッピピッピピッ…と、電子音が聞こえる。

携帯？タイマー？何の音？近くにいた加賀氏に聞くと、
「分からない 。でも、加賀氏本人の腕時計が鳴ってい」
た。加賀氏は、大智君を寝かしつけている最中に自分の
方が眠ってしまうらしく、自分を起こすためにアラーム
をセットしているそうだ。なるほど、いつもなら加賀氏
が仮眠から目覚める時間なのね？そうか、いつもならと
っくに大智君は寝ているのか。私もここにこなければ娘
が寝るまでバタバタしていて、あっという間に一日が終
わっていたはず。子供のいない夜はこんなに長かったの
か。何か、時間がいっぱいあって得した気分。秋の夜長
だねぇ…と思ったら、空の低いところにオリオン座が昇

。 、 。ってきていた オリオン座を見ると 冬だなぁ～と思う
気温はそんなに低くないと思うが、七輪から離れると寒
い感じがした。考えてみると、もう 月。暖かい方が11
おかしいのか。
会長「奥さんの方が年上か？ 。会長、捉えようによ」

っては、その質問マズくないですか？遠藤氏「同い年で
す。こっち(奥さん)の方が老けて見えましたか？ 。ほ」
らマズイですよ。奥さん、笑っているけど顔が引きつっ
ていますよ。どうします？会長「…。奥さんの方がハイ
ハイと仕切っているからよ… 。なーるほど！危機回避」

「 、 」。がうまい！加賀夫人 結婚したら そんなものですよ
その言葉に、すぐ後ろで大智君のお守をしている加賀氏
をチラッと見てしまった。そうなのかー、加賀氏も尻に
敷かれているのか。へぇー。笑いながら他人事のように
その会話のやりとりを聞いていたら、突然「ねぇ、そん
なもんだよね」と、加賀夫人に振られてしまった。川口
｢えー？そう？｣。急に他人事から私事に変わり、旦那の
姿が頭に浮かぶ。加賀夫人「そうじゃない？ 。川口｢そ」

うだわ。そんなもんかも 。そういえば、結構、言うこ」
。 、「 」とを聞いてくれるわ 今日だって 遊びに行きたい！

と言って、旦那に子供を預けてきたし。尻に敷くと言う
と聞こえが悪いので、世の旦那様は心が広いということ
にしておこう。ということで、一件落着？
焼き物も殆どなくなり、お菓子タイムになった。市川

さんからレバノン(でしたか？)のお土産があり、チョコ
レートと綿あめみたいな白くてフワフワした甘いお菓子
を頂いた。綿あめみたいなお菓子は、口に入れるとフワ
ッと溶けてミルクっぽい味がした。ピスタチオも入って
(埋まって？)いて美味しい。これを木下さんが｢持って
帰って皆なに見せたい！｣と、一つビニール袋に入れて

。「 」 、お持ち帰りすることに お子さんにどうぞ と言われ
私も頂いて帰ったのだが、娘に大好評だった。ちぎると
パラパラと白い綿(？)が服に落ちるので、食べれば食べ
るほど娘はヒツジに変身していった。とても喜んで食べ
ていました。有難うございます！甘いもの好きの阪野さ
んが大福を焼いて食べた。でも、肉を焼いた後の網だっ
たので｢脂の味がする｣と言っていた。残念。
お菓子を食べながら至福のひと時を過ごしていると、

会長に｢川口、佐藤さんがあっちで望遠鏡を組み立てて
いるから手伝ってやれ｣と言われた。いつの間に？行っ

、 。てみると 三脚を組み立てようとしているところだった
懐中電灯で手元を照らし、邪魔にならないよう微力なが
ら一生懸命お手伝い…のつもり。手伝いの仕方まで忘れ
てしまった。三脚を押さえていると、加賀氏もやってき
た。心強い。佐藤氏が三脚を固定する。名前は分からな

、 （ ）いが 丸い皿みたいなの 三角板みたいな役目のやつ？
をクルクルと回す。川口｢皿回しみたい 。加賀｢いつも」
より余計に回しております。おめでとうございます(染

）」。 「 、 」。之助染太郎風 佐藤 もう 一人死んじゃったからな
一同しみじみとする。その後、電池ボックス等を運ぶの
を手伝い、役に立ったかは不明だが望遠鏡は組み上がっ
た。望遠鏡を組み立てている間、会長はレーザーポイン
ターを使って他の人たちに星空案内をしていた 会長 そ。 「
こ、並べ。記念写真撮るぞ」ということで、望遠鏡を入
れてパチリ。その後、パンフレットか何かに使うという
写真を数枚撮られたが、絵にならないとのこと。モデル
が悪いのか？それはさておき、佐藤氏の組み立てた望遠

鏡は、写真のためだけ
に使われたようだ。電
池ボックス、いらない
じゃん。せっかくだか
ら、何か入れて欲しか
ったなー。

秘密兵器のレーザーポイ
ンター(もう秘密でも何
でもない周知の事実か)
を使って星座案内をする
佐藤さん．
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星空散歩とわからない火星の表面

会長｢佐藤さん、ちょっと解説してやってくれ 。佐藤」
氏が講師になり星空散歩。はくちょう座の北十字やペガ
ススのへそ、アンドロメダ大星雲や星座にまつわる神話
等、レーザーポインターを使って分かりやすく解説して
くれた。お金を払っている講座の人たちは、それはそれ
は真剣に聞いていた。が、お金を払わない不熱心な倶楽
部会員は｢あ～ぁ、そんな話、あったなぁ～。科学館時
代を思い出すよ｣と懐かしんだり 「レーザーポインター、
ってスゴイなぁ～｣と道具に感心したり 「天の川が見え、
ているねぇ｣と雑談したりしていたのであった。解説の
間、流れ星もたくさん見られた。おうし座流星群がきて

、 「 」 。いるみたいで 時々 流れた！ と歓声が上がっていた
素敵な夜だった。
会長｢俺、火星のスケッチ取ったぞ！｣。火星の模様が

見えるという。望遠鏡を覗かせてもらうと、何となく模
様が見える。会長｢スケッチ取ってみるか？誰か取る奴
いないか？｣。誰も名乗り出ない。やってみたいが、模
様がいまいち良く見えないのだ。会長｢スケッチ取って
おけば、良い記念になるぞ。しばらく覗いて良く見てみ
ろ 。言われた通りにするが、見れば見るほど分からな」
くなっていく。黒く見える部分がヒップハンガーの一分
丈パンツに見えたり、剃り込みの深い四角い顔に見えた
り、 本角の鬼に見えたりする。その度に会長のスケッ2
チと比べてみるが、どれもこれも違う。下の黒いところ
は同じように見えるのだが…。火星はどんどん高く昇っ
ていき、首が痛くなる。天頂プリズムが欲しいぞ。最後
までしつこく粘って見ていたが、会長のスケッチのよう
には見えなかった。それどころか、自分の目で見ても毎
回見え方が変わるので、結局スケッチは取れなかった。
後日、会長からメールで届いた 月 日 時頃の火星11 3 22
図を見ると 「ヒップハンガーの一分丈パンツ」が一番、
近かった。それにしても、覗くたびに模様が変わって見
えるなんて…。もしかして、火星人のイタズラか！？

観察会も終わり撤収

撤収の時間になった。七輪の炭をとりあえず一つにま
とめ、他は熱を冷ます。ゴミや調味料、残った食材をそ
れぞれまとめる。加賀夫人｢明日のお弁当、どうするか
」。 」。 」。な Ａ｢ナスがいっぱいありますよ Ｂ｢揚げもあるよ

残り食材を物色する。Ｃ｢弁当箱持ってくれば良かった
。 」 、ね 七輪から直接入れれば良くない？ …ということで

次回はお弁当箱を持って行きましょう。豪華なお弁当に
なること間違いなし！
タープ類も片付け、あとは望遠鏡と七輪が冷めるのを

待つだけ。ここで、急にトイレに行きたくなった。人に
｢お茶は利尿作用があるから気をつけてね｣等と忠告して
いたくせに、自分が一番利尿作用にやられている。マヌ
ケだ。出産以来、括約筋が緩んで活躍してくれなくなっ
たから、あまりガマンが出来ないのよね。娘のトイレト
レーニングの時の｢外出時はお茶などの利尿作用のある
ものを飲ませない｣というのは、正にガマンができない
私のためのアドバイスだったのか。今頃気付いた私はお
バカ？近くに茂みもないし、困ったぞ。｢オムツはいい
よ。どこでもオシッコシーシーシー(←おかあさんとい
っしょを見ている加賀夫人だけ分かるかな？)｣の大智君

のオムツがとても羨ましい。七輪が冷えるのにはまだ時
間がかかりそうだ。望遠鏡も片付いていない。阪野さん
にお願いして一番近いトイレまで連れて行ってもらうこ

。 、とにした せめて今回の会費を精算してからと思ったが
佐藤氏はまだ全然計算していないと言う。精算を待って
いる余裕がなく、高速道路の美沢パーキングエリアで待
ち合わせることにして車を出してもらった。高速に乗っ
てから美沢パーキングエリアまでは 分位かかるとい20
う。高速に入ったら｢もうだめ～！｣と言っても車を止め
られない。 分間ガマンする自信もない。20
申し訳ないが、阪野さんに茂みを探してもらい、縄張

りを作ってしまった。阪野さん、助かりました～。車に
、 。戻る途中 天頂付近に火星が見えている他は曇っていた

その後、七輪会場に戻るのかと思ったが、美沢に向かっ
。 。て走り出した 沼ノ端西(だったかな？)から高速に乗る

またまた 体験 ピッ！と鳴り 円の表示 阪野｢こETC 150。 。
こも無料にしちゃえばいいのに｣。佐藤氏も行きの車の
中で同じことを言っていた。皆な、そう思っているのだ

ETCから 無料にしてくれればいいのに それにしても、 。 、
は気分が良いですね。人の車だけど、優越感がたまらな
い。しきりに｢ いいよなー。割引もあるしなー。あETC
ちこち遠征するしなー｣と言っていた佐藤さん、是非購
入してこの気持ち良さを味わってみて下さい。
美沢パーキングエリアまであと少しという時、またト

。 、イレに行きたくなった お腹周りが冷えてしまっていて
トイレが近くて困ったもんだ。今度はきちんとトイレで
用を足せた。七輪会場に戻らなくて良かったかも。車に
戻ってくると、阪野さんが温かい缶コーヒーをご馳走し
てくれた。優しい気遣い、有難うございます。缶コーヒ
ーを飲み終え、手をひざの上に置くと、天文ジャンパー
が冷たかった。気付かぬうちに、コーヒーが少しこぼし
てしまっていた。…ということで、ゴミ捨てついでにま
たまたトイレへ。こうして、美沢パーキングエリアのト
イレには何度もお世話になった。何度も外に出たので寒
くなった。お腹が痛くなってきた気がする。正露丸があ
るかも…と、リュックの中を探す。娘の着替えやらオモ
チャやらがゴチャゴチャ出てくる。余計なものばかりで
肝心なものが出てこない。不意に、木下さんの会社の人
が牡蠣を食べてノロウィルスにやられたという話を思い
出す。ノロウィルスだったら正露丸を飲んだらヤバイよ
な。とりあえず、正露丸の代わりに見つけたカイロを取
り出し、お腹に貼った。暖かくてホッとする。何だ、お
腹が冷えていただけか。良かった。…って、カイロは車
の中じゃなくて外で焼肉している時に使えよ！緩んでい
るのは｢括約筋｣ではなくて｢脳｣でした。しっかりしろ、
私！
車の中で、阪野さんが音楽を聞かせてくれた。あれ？

ライターからコードが…？ 川口｢それ、何ですか？｣。
、 。 、阪野｢今 流行りのｉ です｣ 噂には聞いていたがpod

思ったより小さくてビックリ！ 聞くと、 ポートにUSB
繋いでパソコンから曲をダウンロードして聞けるとい
。 「 、 」。う 阪野 これがあれば もう を買う必要がないねCD

ダウンロードに時間のかかるダイヤルアップ回線だった
時にはあまり関心のない代物だったが、光を導入したの
で興味津々で見せてもらう。例えは悪いが、ボールペン
みたいにキャップを外すと 端子(？)が出てくる。USB
それをパソコンの ポートに差し込むだけらしい。USB
へぇ～、単純な造りでオモチャみたい。でも、これはス
ゴイ。阪野さんの買ったやつは、中古で 円位だっ5,000
たとのこと。お店の人に、きちんと動くか分からないの
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ので、もし完全に動かなかったら返品しても良いと言わ
れたものらしい。買おうかどうか迷ったけど、 円5,000
ならいいやと買ってみたらきちんと動いたとのこと。い
いなぁ～。何とかというコードを買うと、 も聞けるFM
と言っていた。ｉ の話に夢中になっていると、会pod
長車と佐藤車がやってきた。会長車には木下さんが乗っ
ていた。他の 台は直接帰ったようだ。市川さんと中村2
さんは、加賀氏が星置の自宅まで送ってあげたらしい。
皆さん、私のトイレのせいでご迷惑をかけてしまい、ス
ミマセンでした。
外で少し雑談。何やら、阪野さんが佐藤さんに土曜日

に電子工作(？)の講師をお願いしているようだ。それに
しても、寒い。話が決まったのか、それぞれ車に乗り込
む。阪野さんは手稲まで真っ直ぐ帰ることになり、ここ
でお別れ。私は会長宅まで佐藤車に乗せて頂くことにな
った。阪野さん、精算するまで待っていればもっと早く
帰れたのに…というか、私のトイレさえなければもっと
長く皆さんとお話ができたのに、スミマセン。阪野さん
のパジェロエボリューションは、バビューンと快音を立
て、あっという間に姿が見えなくなった。本当に有難う

。 。ございました 会長車と佐藤車で一路札幌南インターへ
私が会長車に乗せてもらえば佐藤氏は真っ直ぐ帰れるの
かと思って聞いてみると、佐藤氏は会長宅に用事がある
とのこと。少し安心する。帰りもやはり恵庭辺りで酪農
のニオイがした。佐藤氏は頼まれた講師の仕事をどうす
るか悩んでいる様子だった。
札幌南インターで高速を降りる。道が空いているせい

か、帰りは早く感じた。カーブを曲がると、後ろで望遠
鏡と思われる荷物がゴトゴトと文句をいっていたが気に
せず走り、無事会長宅に到着。佐藤さん、お世話になり
ました。会長宅で木下さんが佐藤車に乗り換える。私は
自分の車に乗り換えた。楽しい思い出と苦い思い出を胸
に、我が家へ帰る。皆さん、お疲れ様でした。次回、私
が参加できるのは忘年会かな？最後に、今回の私の教訓
｢トイレや茂みのないところでは、利尿作用のあるもの
は飲まないこと 「カイロは、外に出たらすぐに使うこ」。
と 。」
さて、次の日。私はなかなか寝付けず、一睡もできな

いまま朝を迎えてしまっていた。ごそごそ寝返りを打っ
ていると、娘が起きてしまった。目が合うと 「あっ！、
ママいる！」と、笑顔で抱きついてきた。桜来「ママ、
いない間に、パパにご飯食べさせて(食べさせてもらっ
ての間違い 、パパとお風呂入って、ママいないから桜）
来一人でネンネしてたのー 。可愛い！何で、一日（半」

） 、 。日？ 離れて過ごすと こんなに可愛く思えるのだろう
イタズラまでもがいとおしい。不思議だ。因みに、この
数日後からレポート書きのため、あんなに可愛いと思っ
た娘をほったらかしにする日々が続くのであった。そし
て、野放し状態の娘は、ここぞとばかりに私の怒りに触
れるイタズラばかりをするのであった。イタズラも成長
してきて大変よ。レポートも終わったことだし、イタズ
ラ娘をいとおしいと思えるよう、また旦那に子供を預け
て遊びに行こうかしら。あー、疲れた。
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