今月のコンサート
11 月 22 日に初台 THE DOORS にて「理性に隠れた少女の詩」が行われました。久々の
平日のコンサ−ト。オ−プニングはルシ☆スカ。mika は昨日ぎっくり腰になったらしい。
また帽子は、昨日鳩が出てきたので修理に出しているそうだ(笑)。東京ド−ムでのポ−
ルのライブをみんなで観に行っそうで、Hey Jude で真冬ちゃんがコ−ラスをしていたそ
うで、秋さんからポ−ルの声が聞きたかったと苦情が。ジョ−ジに捧げる〜とかジョン
に捧げる〜とか聞いて美香ちゃんは、しみじみともう４人そろわないんだなぁと思った
そうだ。続いて伶奈コ−ナ−と称してギターを持って登場。伶奈ちゃんは学校の 30km
競歩大会で足の指を疲労骨折したらしい。ジャーンとギターを鳴らして次の話題へ(笑)。
ギター漫談だったのか。全員登場で、参加した文化活動を挙げながらメンバ−紹介。里
奈ちゃんは学校でクロアチアに象を送る募金活動をしてるそうだ。象と像かがわからず、
パオーの象ですと里奈ちゃん(笑)。チャレンジコ−ナ−はまず理性に隠れた少女の詩発
表コ−ナ−。川柳や短歌を発表しました。続いてアカペラで歌おうコ−ナ−。課題曲は
オブラディオブラダでした。曲をはさんで文香のフリフリダンシング。文香ちゃんが考
えた激しい踊りを指導しました。この公演で理性が働いていることを証明できたとメン
バー。首を振るお客さんがたくさんいたらしい(笑)。
23 日は「理想と瞑想の SKi's World」が行われました。梢ちゃんの一人芝居でスタ−ト。
伶奈さんのナレーションにより、今回はわかりやすかったようだ(笑)。文化研究という
ことで、曲の間に朗読などを発表。マチーカ（真知子＆千歌）は漫才に挑戦だ。一通り
済んだところでメンバ−紹介は理想の私について語りながら。目標に向かって努力する
人などに混じって、芸達者になりたい、旅人になりたいって受験勉強疲れてますか？
休みを有意義に過ごしたいは現実的ですね。ＭＣテ−マは感謝してること。みんなお母
さんや家族に感謝しているようです。
同日に「賢人達のオレンジ・カーニバル」が行われました。経験した恐怖体験を言い
ながらメンバー紹介。真知子ちゃんは小学生の頃自転車で急な坂道をすべっていたら、
ブレーキが効かなくてぶつかったそうだ。伶奈ちゃんは事務所に向かって歩いていたら、
後ろから「口笛はなぜ〜♪」と声が聞こえてきたので走って逃げたら、追いかけてきて
それは春香ちゃんだったとのこと(^^)。りりかちゃんは最近朝早く起きたら、すぐ隣り
にお父さんが寝ていたそうだ。この公演では、美香ちゃんの腰の調子が悪いとのこと。
伶奈ちゃんの怪我は氷で冷やしてきたら治ってきたそうだ。今回のテーマは、老子のタ
オ（ＴＡＯ）について。その言葉をメンバーが解釈しながらＭＣをしたり、タオの言葉
を全員で考えようコーナーがあったりしました。元の文章がよくわからないため、メン
バーの解釈も合っているのかどうかわからないものでした。今後の予定で、12 月 20 日
にワンナイトクリスマスが発売されることを記念して、１２月上旬からワンワンキャー
ンキャンペーン隊によるキャンペーンを予定していると告知。動揺するお客さん達でし
た。
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今月のしでかし〜しでかし納め〜
12 月 1 日に星陵会館にて「2002 年 SKi の盛々忘年会」が行われました。受付が約 15 分
押しで始まり、久美子ちゃんが引いたビンゴで決めた番号に、河野、星川、高橋、斎木、
松尾が席までエスコート。でも席の番号の法則がわかりづらくて迷うメンバー。逆にお
客さんに案内される場面もちらほら(笑)。そんなこんなで予定通りの７時にスタート。
リーダーの梢ちゃんから、一年間ありがとうを込めて忘年会の開催が宣言されました。
今年はあっという間に終わってしまったと梢ちゃん。まだ 12 月公演等あるという突っ込
みに、まだ終わってませんと訂正。慌てる梢ちゃんでした。そしてメンバー紹介。美香
ちゃんや梢ちゃんから、あまり飲み過ぎないようにとのこと。今日は飲み放題だったよ
うだ。続いて受付で配った「 SKi のアラマ記念」の説明。メンバーがゲームをしてその
優勝者の名前を番号で当てるとのこと。そして乾杯に。あっという間に食事はなくなっ
てしまいます。その間にステージでは、メンバーが２人でトークを。梢ちゃん司会で、
松本、斎木、手束、片平と、その後、星川と高橋、秋山、手束、片平、河野とつながり
ました。２度やったり１度もないメンバーもいたようだ。ただ音響が悪くて内容は聞き
取りにくかったようだ。その他のメンバーは各班のお客さんところで、フリートークを
楽しみました。これも４度くらいローテーションで動いたはずが、変則的になっていて、
同じメンバーが２度来たりするところもあったらしい。約 40 分程してゲーム開始。初め
のＧ III はお客さんを４人呼んでいろいろと質問し、その回答の記憶力をメンバー(松･冬
･斎･片･山･手)に問うゲームでした。最後は同点決勝のじゃんけんで勝った真冬ちゃんが
優勝となりました。Ｇ II はお客さんを６人に増やし、メンバーも全員にしてのゲーム。
結果は文香ちゃんが優勝しました。最後のＧ I は唐辛子を食べたメンバーを当てるもの。
参考レースとしてお客さんにその唐辛子を食べてもらいましたが、この位なら辛くない
という人もいたようだ。そしてメンバーで食べたのは伶奈ちゃん。始めは冷静を装って
いましたが、段々辛くなり次第にじたばたする伶奈ちゃん。
発表になった瞬間に、お水を求めて飛んでいきました(^^)。
ゲームの結果は 2-2-3 でしたが、2 個当てた人が 1 人、1 個
当てた人が 5 人程だけと難解だったようだ。続いてビンゴ
ゲーム。途中までポラで、あとは握手だったようだ。続い
てアカペラ替え歌を披露。鉄腕アトムからドレミの歌まで
変化しながらの曲でした。最後に３本締めをして終了。
その後のポラの後、お客さんの要望により急遽握手会へ。
今年を振り返っての点数を。斎木 50 点、急降下中らしい。
秋山 60 点、ブランクがあったからとのこと。高橋 80 点、
片平 100 点、松尾 110 点(^^)、吉田 100 点、星川 89 点、
手束 100 点、SKi に入ったので満点。山越 90 点、来年の成
長を託して。橋本 80 点、会長職が出来ていないそうだ。
松本 500 万点(^^)、河野 80 点、勉強分が割り引きらしい。
それなりに高得点だったようですね。また来年もがんばっ
てください。
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今月のしでかし〜微妙なバランス〜
11 月 24 日に LR にて「リナ！レイナ！バレリーナ？」が行われました。司会は里奈ちゃ
んと伶奈ちゃん。一応『 Ballerina』に引っかけてあるらしい。今日は先週２人で母親を
引きずって買ってきたというお揃いのピンクのフリル付きの衣装。伶奈ちゃんは５才か
ら中学３年まで 10 年間バレエをやってたそうだ。なんと「Ballerina」のジャケ写は５才
の時の伶奈ちゃんとのこと。でも、メンバ−も高Ｐも全然信じてくれないらしい(^^)。
母親が「この頃可愛かったよね」と言うそうだ。今は？ 里奈ちゃんは小学２年の頃に
１年間やったが、ピアノに走ったそうだ。対照的に伶奈ちゃんはピアノは手が小さくて、
届かないので３週間でやめたらしい。今ではピアノは荷物置き場に変わっているそうだ。
日焼けし易い伶奈ちゃんは、過去に夏の発表会で白うさぎを演るのに日焼けしてしまい、
パンダうさぎになってしまった事があり、今では日焼け止めが欠かせないらしい。小さ
い頃に戻れるなら、もうちょっと続けられる物をしたかったと里奈ちゃん。 SKi に居座
るってのはどうですか？(笑) 続いて元ぶぁれり〜なの登場。一人目は妃奈子ちゃん。
バレエは小学 4･5 年頃半年ほど教わったそうだ。新体操の先生が別な曜日に教えてくれ
たらしい。その後はジャズダンスも習ったそうだ。バレエの思い出は、発表会で４人が
同じ演技をして、一番キャリアの浅かった自分が一番だった事。小さい頃は家にいられ
ない子供だったそうで、寒かろうが雪が降ろうが外に行っていたそうだ。友達の家で美
味しい物が食べられるのが楽しみだったらしい(^^;)。伶奈ちゃんは学校では猫を被って
いるらしく、３者面談で先生から「彼女はおとなしいから人を押しのけて行くような娘
じゃない」と言われて母親が大笑いしたそうだ。続いて春香ちゃんが登場。バレエは５
才ぐらいから７年、モダンもクラシックもやったそうだがもう覚えてないらしい。今回
の参加者で唯一トゥシュ−ズを履いたことのあるメンバ−だ。小さい頃はぼぅっとして
る子で、道を歩いていても何かにぶつかるので、お母さんが身体を鍛えるために習わせ
たらしい。そして衝撃？の事実、５才の時伶奈ちゃんと同じお祭りに出ていたらしい。
怒ると顔が赤くなると言う春香ちゃん、小学校の時男子にいたずらされて猛烈に怒り、
教卓をひっくり返した事があるそうだ。妃奈子ちゃんは怒るより泣く派とのこと。伶奈
ちゃんはドアを壊した経験が…。引き戸を思いっきり開けたら、戻ってきてはずれて怖
かったそうだ。里奈ちゃんは怒ると早口になるらしい。喧嘩しても口では負けたことが
無いと伶奈ちゃん。絶対物を投げると春香ちゃん。横に置いてある机が気になる様子。
みなさん、怒らせないようにしましょうね(^^)。終盤になり、いよいよ伶奈ちゃんを先
生にしてレッスン開始。まずは足のポジション、次にステ
ップ。早くも骨がコキッと言ったと訴える生徒も現れます。
そしてタ−ン。勢い余ってか 450 度回ってしまう生徒も。
回っていると、どこが正面だかわからなくなるらしい。
残念ながら、時間の関係で今日のレッスンはここまで。
最後に『Walzt for Ballerina』を披露。回転がふらふらだ
と指摘されて「机、投げますよ！」と春香ちゃん(^^;)。
バレエも感情も、バランスが大切ですね。
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今月のしでかし〜理想の先生は〜
同日に LR にて「SKi のどうだぃ！先生術」が行われました。まずは学校での成績を挙
げながら自己紹介。真知子ちゃんは高１の時の成績は平均 8.9 だったのに今はボロボロ
らしい。春香ちゃんは伶奈ちゃんに負ける自信はありませんと宣言。千歌ちゃんは１学
期の成績はクラスで２位だったそうだが２学期は下がってしまったそうだ。妃奈子ちゃ
んは最近順位が 20 位上がったらしい。でも時々スイッチが入らない時があるそうだ(笑)。
伶奈ちゃんはクラスの真ん中ぐらいらしい。真知子ちゃんも千歌ちゃんも両立できるよ
うに頑張ってね。得意な学科は家庭科で料理と真知子ちゃん。春香ちゃんは音楽。でも
得意な学科が 10 段階の 5 ってことはそうでない学科は…。伶奈ちゃんは国語らしいが、
漢字は別だそうで、「肉」は人人と書いてから囲うらしい。千歌ちゃんは体育。小学校
で鉄棒等を無理やりやらされたそうだ。妃奈子ちゃんも体育。続いては学校の良い点悪
い点。友達ができるけど勉強に縛られて自由にできないと真知子ちゃん。春香ちゃんは
ユニ−クな先生が多く面白いけど毎回私を指す先生がいるそうだ。寝たフリとかして意
地でも答えないらしい(^^;)。千歌ちゃんの５時間目はお昼寝の時間とか(苦笑)。伶奈ち
ゃんは自分の興味の無い事も学べるけど縛られ過ぎ。良くないところは廊下が寒いと妃
奈子ちゃん。前の学校は暖房があったそうだ。決して立たされてるわけではなく(笑)、
教室移動とかの時の事とのこと。いよいよ授業開始。まずはお客さんを生徒に教育実習
を行います。１限めは春香先生。テーマは「伶奈・通称ごっつ〜の扱い方(笑)」
。機嫌
が悪い時には、1.お菓子をあげる。但し 500 円までらしい。2.誉める。洋服を誉めるとそ
の気になるらしい。3.「わたしかわいいでしょう」に頷いてあげる、とのこと。「え〜」
と言うと怒るので気をつけましょう。２限めは妃奈子先生の英語の時間。発音が悪いと
言われ、巻き舌でやってみますが余計にわかりません(苦笑)。従わない生徒に「廊下へ
ＧＯ！」と妃奈子先生。でも暖房入ってないから…(^^)。
「みんなと違って真面目に」と、
３限めは千歌先生のなぞなぞ。５問やったところで、疲れてきたので終了となりました。
４限めは真知子先生のアイスクリ−ム講座。クイズ形式で進める講義はわかりやすかっ
たようだ。４人が終わって伶奈先生が登場するも「御飯だ〜」と席を立とうとするお客
さん(笑)。ここまでの授業の評価をお客さんの拍手で決めます。拍手が少なめの妃奈子
先生、「私も投げちゃいますよぉ！」と流行の机投げをちらつかせます(^^)。実践に役に
立つ授業をした(笑)春香先生に支持が集まりました。さて真うち登場、伶奈の先生術。
今回は漢字の問題。まずは「しん」と読む漢字を、斉片手山の順番でホワイトボ−ドに
書いていきます。２周目で早くも春香ちゃんが脱落。次は「き」と読む漢字。またして
も２周目で脱落の春香ちゃん(^^;)。いずれも千歌ちゃんが
制し漢字博士の称号を。次は書き取り問題。春香ちゃんは
「 Dear」を新愛なると書いていたらしい。最後は読みの問
題。里奈ちゃんに教わったという伶奈先生 、「可笑しい」
を「可愛しい」と出題ミス。指摘を受けても自信満々でし
たが、ポラ撮影に移る間に辞書を引き、間違いとわかって
苦笑い。慌てて直そうとするもポラに呼ばれてウロウロす
る伶奈先生。でも、気軽につっこめる先生が一番ですよ。
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今月のしでかし〜緊張の歌合戦〜
12 月 1 日に LR にて「第１回お客さんのどの・のど自慢」が行
われました。朝早かったにもかかわらず盛り上がるお客さんに 、
司会の文香ちゃんと真冬ちゃんが盛り上がってますねぇと言っ
て始まったのど自慢。今までなかったのは不思議という企画。
今回の審査委員長は千歌ちゃん。厳しくチェックして下さいね
という文香ちゃんに、ハイ、がんばります！と千歌ちゃん。
真剣に審査すると意気込みを言ってました。１人目のゲストは
美香ちゃん。こんな楽しみがあっていいのかとコメント(^^)。
今回は演歌歌手の設定。もう１人は春香ちゃん。今回は背の
高いメンバーが多いせいか、何かちっちゃいねぇと文香ちゃん 。
はるかでちゅと赤ちゃん言葉で話す春香ちゃんでした。ここで
ルール説明。歌詞カードを持って歌うのは失格とのこと。歌っ
ている途中で、審査委員長の千歌ちゃんがトライアングルで、
１回チーンと鳴らせば不合格。テリテリテリテリと鳴らせば合格とのこと。最終的に合
格者の中から最高３名の優秀者を選び、メンバー全員のサイン入りポラが賞品とのこと
でした。今回の歌を歌う参加者は 22 名。それ以外の見るだけの参加者が前列に並びまし
た。早速、参加者順番に登場。歌詞を見ながら歌おうと思っていたお客さんは大慌て。
しかも、前に出て歌うとなると歌詞がわからなくなり、歌詞を間違えずに歌えた方は少
なかったようだ。メンバーの気持ちが体験できたかな？ 歌い終わって一安心も、途中
でコメントを求められて目をそらすお客さん。選曲は『さよならへの旅立ち』が３人と
人気がありました。ゲストの美香ちゃんの曲も多く 、のど自慢らしい構成でしたね(笑)。
でも審査にはあまり影響しなかったらしい(^^)。審査委員長の千歌ちゃんの独断で採決
された模様です。不合格のトライアングルを打つ前に、お客さんの方に向かってニコっ
と笑ってから楽しそうにチーンと鳴らす光景はかわいかったですね。でも、それなりに
うまかったと思うものも厳しく不合格としてしまったりして、隣にいた美香ちゃんが驚
くという場面もありました。盛り上がる曲には、お客さんのコールがかかったりして、
その分合格が出易かったようだ。中には真っ先に千歌ちゃんを誉めに行ったり、小道具
を用意して来たお客さんも。特に腹話術の人形を使った方には特別賞が贈られました。
一通り、発表されたあと、ＮＨＫのど自慢のようにゲストの演歌歌手が１曲ずつ披露。
春香ちゃんは『偶然の一致』を演歌風に歌いました。腕の拳廻しが白熱していました。
美香ちゃんは『長い間』を。お客さんの歌の後では天使の歌声の様
です(^^)。その後、審査が終わりましたと優秀者３名の発表。最後
に感想。美香ちゃんは１人のお客さんとして見てたとのこと。見て
て感動したそうだ。真冬ちゃんは、とても貴重なものを見せてもら
ったとのこと(笑)。文香ちゃんは、これまでなかったのが不思議で、
きっと２回目・３回目がありますよねとコメント。今回見ていた方
も次回は歌って下さいとのことでした。
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今月のしでかし〜嘘を見抜け〜
同日に LR にて「ＳＫｉのグラッ・グラン・バザール」が行われました。司会は橋本、
秋山。２人でやるのは珍しいようだ。１年は早いですねと言う文香ちゃんに、早くない
ですよと反論する美香ちゃん。どっちが若い考え方なのでしょうね(^^)。寒くて靴下を
履いて寝てる文香ちゃん。靴下を履くと足から花が咲いて芽が出ると小さい頃に言われ
てたと言う美香ちゃんでした。今日のイベントの説明を。メンバーが持って来た商品の
希望小売価格を提示し、欲しいお客さんは全員理由を言い、その理由で一番心が動いた
お客さんに当てるというもの。まず梢ちゃんが登場。中２英ノート、修学旅行の写真、
京都と書いてある偽造おみやげ(^^)を。ノートには後半に SKi 応募用紙に書いた下書き
があるらしい。希望小売価格はいきなりの 3000 円。いきなりであることも重なり希望者
は少なめ。結局梢ちゃんが一推しだったというお客さんに当たりました。伶奈ちゃんは、
昨日作ったハート型の手作りのマスコット。希望価格は 500 円。転売します、大量生産
しますという珍回答も出てました。ストレートパーマにして、美香さんより上に見られ
たのはショックだったようだ。続いて真冬ちゃんは、サンタのプーさんと小６と１才時
の写真。希望価格は 700 円。もう真冬ちゃんにサンタは来ていないらしい。文香ちゃん
はお兄ちゃんにサンタが来てると起こされて見たら、お母さんがゴミ袋を持っていたそ
うだ。美香ちゃんはサンタへプレゼントを渡そうと置いておいて、なくなっていたので
サンタさんが持っていってくれたと思っていたら、ある時にそのプレゼントが冷蔵庫の
上の棚に入っていてショックを受けたらしい。春香ちゃんは修学旅行で買ったユニバー
サルスタジオのお土産。斎木、河野、松尾、松本とお揃いのボールペンだそうだ。それ
にペット型の犬も付けて 800 円だったようだ。名乗りあげるお客さんも、あの手この手
で落札しようと必死です。
「愛情を注いだお手紙を書きたい」との理由に「嘘は止めて
ください」と一喝する春香ちゃん(^^)。嘘を見抜くテクニックも必要なようです(笑)。
妃奈子ちゃんは手作りのマフラーと今年の SKi 卒業式の写真。マフラーは昨日一日で作
ったそうだ。とても一日とは思えないものでしたね。4500 円でした。里奈ちゃんは筆記
用具の入った筆箱。試験に落ちているというお客さんにお守りとして 1200 円で渡りまし
た。千歌ちゃんはビーズで手作りしたストラップとブレスレット。文香ちゃんも名乗り
を上げていましたが、使ってくれると言ったお客さんに 1000 円でした。真知子ちゃんは
愛犬の写真、今年のカレンダー、くまのぬいぐるみ、昨日まで付けてたストラップを。
全部で 1500 円でした。文香ちゃんはレターケースにディズニ
ー 70 周年のポストカード、某テレカ等を 700 円。最後に美香
ちゃんはＣＤケースと歩ちゃんからの肩たたき券。肩たたき券
は期限が切れているらしい(笑)。これは 700 円となったようだ。
最後にメンバーが全員出て来て感想。妃奈子ちゃんのマフラー
は初めて編んだそうだ。お客さんの言葉に感動したと里奈ちゃ
ん。真冬ちゃんはサンタ役になれて嬉しかったそうだ。
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今月のきゃ〜んぺ〜ん
12 月１日発売予定だったベスト版を押しのけて？ 12 月 20 日に発売される制服向上委員
会プロデュ−スのマキシシングル「One Night Xmas」の先行発売きゃんぺ〜んが各地で
行われました。中野区を中心に展開と発表されていましたが、かなりの広域に広がった
ようです。12 月７日は書泉西葛西店(店頭)、８日は秋葉原ヤマギワソフト１店(店頭)、
14 日は書泉神保町ブックマ−ト店(店頭)、新星堂 DiskInn 吉祥寺店(店内)、15 日には
立川 CD ショップアポロ(店内)、バンダレコ−ド所沢店(店頭)、川越店２回(店内)以上
７箇所８回行われました。今回は地球生物会議（ＡＬＩＶＥ）さんと組んでペット放棄
を問題にし、同時に動物愛護法の改正を求める署名集めも展開しました。進行は基本的
に、メンバ−紹介、ＡＬＩＶＥ説明 、M1 ジングルベル 、SKi 基金説明、今後の予定 、M2
赤鼻のトナカイ、物販の順。物販は２名が行い、その他の者がビラ配りや署名集めを行
っていました。Ｍ１･２は曲に合わせて犬の手振りをして踊ります。これがとても可愛い
仕草で、見ているお客さんの笑顔を誘います。また、ＣＤ購入者には２枚組みの犬のポ
ストカ−ドがプレゼントされました。このポストカ−ドが２枚組みであることを、メン
バ−は知らなかったようで、それぞれが表になったカ−ドを、購入者にどちらがいいか
尋ねてから渡したり、白い方が残りわずかになりましたと案内して客に突っ込まれてい
ました(^^;)。メンバ−は、ブラウスの上にサンタエプロン(14 日はサンタ服(高),15 日は
サンタ服(片)及びトナカイ(高)もありました)で屋外、とくに初日などは大変寒そうであ
った。大丈夫かなぁ。参加メンバーは７日が河野・斎木・片平・山越・手束、８日が河
野・斎木・片平、 14･15 日は河野・星川・高橋・斎木・片平の５人。ワンワンキャーン
きゃんぺーん隊と称して廻っていました。正式なユニットになったみたいですね(^^)。
今回のきゃんぺ〜ん隊の人選は、伶奈ちゃん曰く「犬好きメンバ−です」とのこと。あ
れぇ？ 裏切り者がいるぞ〜(笑)。一説にはキャンキャン五月蠅いメンバーが集まった
という噂も(笑)。狭い所で踊るのに、サンタ帽の先の玉が揺れて、横を向くと後ろのメ
ンバ−の顔に当たりそうでした。また、周囲の物にあたってしまうメンバ−もいた。書
泉では、ジングルベルを歌い終わって息を切らす伶奈ちゃん、深呼吸してと妃奈子ちゃ
んや春香ちゃんにいたわられていました。吉祥寺では上から垂らして貼ったポスタ−の
下端が、ちょうどメンバ−の頭の高さでやりにくそうでした。ポスターの前か後ろかで、
立ち位置にうろたえる伶奈ちゃん(^^)。曲の後のＭＣではマイクの音が出ない。客から
壊したぁと責められてちょっとあせった伶奈ちゃんでした(笑)。みんなＭＣがあやしそ
うで、詰まったり 、上を向いたり、みんなに覗き込まれたりしながらこなしていました。
立川でのＭＣにおいて、今日も秋葉原で募金活動を行いますと語ると、行くぞ〜と盛り
上がるお客達。苦笑する伶奈さん。所沢は IJR 側の都合で,開始が 20 分遅れ、某ＢＤイ
ベントへ行くお客さんをやきもきさせていた。そのあおりで川越でも開始が 28 分遅れ、
わずかな時間ながら有志の客も交えて、本川越駅前でビラ配りが行われました(^^)。寒
いようと動き回る伶奈ちゃんを、ビラで扇ぐ妃奈子ちゃんに春香ちゃん(笑)。こらこら。
最後では人通りが少ないながらもビラを配り終えた妃奈子ちゃん、走ってお替りを取に
行っていました。
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今月のＢＩＲＴＨＤＡＹ
12 月 15 日に LR にて「松尾真冬 14 歳のお誕生日会」が行われました。真冬ちゃんにと
って初めてのソロイベント。入り口での握手会では、緊張していた真冬ちゃんでしたが、
イベントが始まれば盛り上がるお客さん。誕生日は 23 日とまだ時間があるので実感がな
いとのこと。去年も今年もコンサートがあり、それまでは毎年家族パーティーをやって
いたそうだ。真冬ちゃんとお姉ちゃんには法則があって、おばあちゃんから貰うお金を
半分ずつにするそうだ。そうすると２度おいしいかららしい。小さい頃に貰って覚えて
いるプレゼントは、みんなで回して歌が止まった時に持っているものを貰うプレゼント
交換で、身長くらいある靴下だそうだ。そのまま吊しておけばまたプレゼントが…(笑)。
SKi についてでは、飽きが早い私が自分でやりたいと言ってこんなに続いたのは初めて
とのこと。スポーツクラブを３日でやめたりしたらしい(^^;)。学校では、中学に入って
いろいろなオーディションを受けていて欠席がかなりあったらしい。火曜日は５教科と
選択があって一番休みたくなる曜日とか。冬休みまではあと一週間なのでそれ位はがん
ばってもいいかなとのこと(^^;)。中学生になって、授業中に騒ぎまくっているそうだ。
成績は全部の合計で上がったかどうかを見ていたところ、技術の 88 点もあり上がった
そうだが、「数学がやばくて綺麗な…」で止まる真冬ちゃん。０じゃないかも知れないじ
ゃないですかと言うも、フォローになっていなかったような(苦笑)。将来の夢は、まだ
はっきりとはしてないが、こういう世界でテレビとかモデルとかをしてみたいそうだ。
小さい頃お母さんがふざけて送ったことから始まっているとのことだが、好きとのこと。
中学になると気安く言えないというお姫さまというのもあったようだ。最近、普通の
「普」の字が書けるようになったらしい。平仮名で書くと別の意味になりますからね(笑)。
SKi でやりたいことは、動物に興味があるとのこと。あと、16･17･18 才は無理矢理でも
全部歌いたいそうだ。14･15 才が無いのを美香さんに抗議しているらしい。今日は秋葉原
で SKi 基金の募金活動をしていて、相当寒かった様子。なぜ秋葉原は電気の町なのに、
町中を暖房しないんだろうと発言(笑)。真冬ちゃんらしい発想ですね。質問コーナーで
は、メンバーで仲がいいのは久美子ちゃんや春香ちゃん。もし Hellow に入れなかったら
ヘローというグループをその３人でやりたかったそうだ。新しいユニットを作るとした
ら、スマイリーという名で３人に里奈ちゃん、伶奈ちゃんを加えた５人としたいそうだ。
また、千歌･妃奈子･りりかでお笑いユニットを作ってみたいらしい。続いて真冬ちゃん
からお客さんへ 10 個の質問コーナー。私の第一印象や今の印象、歌って欲しい曲等が
質問されました。お客さんの小道具はどこで仕入れてくるのかとても気になるらしい。
ゴジラの着ぐるみは映画会社から持ってきたとの返答に「あ〜ゆ〜ショボイ‥」と言い
かけて、あわてて取り消す真冬ちゃん(笑)。
クイズコーナーではゆずの次にピーマンが嫌
いらしい。学校の今の班目標は、ふかづめを
しないだそうだ。
「Very Happy」を熱唱した後、
お客さんのハッピーバースディの合唱。これ
からも向上心を忘れずに活動していきますと
真冬ちゃんの言葉でお誕生会は終了しました。
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今月のしでかし〜幸運のサマージャンボ〜
11 月 24 日 LR にて第６回 SKi サマージャンボ５等・プライベートライブが行われまし
た。当選者は７名でしたが当日参加者は４名でした。今年もメンバーより少人数のお客
さん(^^;)。最前列？に一列に並んだ椅子に座って待っていると開演時間になり、照明が
落とされ『プロローグ』のイントロが流れメンバー登場。参加メンバーは伶奈ちゃん、
春香ちゃん、真冬ちゃん、妃奈子ちゃん、里奈ちゃん、真知子ちゃん、千歌ちゃんの
７人 。『プロローグ』を歌い終わるとメンバー自己紹介＆トーク。食べたくない中華料理
と理由を一品ずつあげていきました。真知子ちゃんはレバニラ炒めがダメらしい。春香
ちゃんは中華うどん。乗っている野菜が嫌いらしい。里奈ちゃんはツバメの巣のスープ。
なんとなくとのこと(^^;)。千歌ちゃんは冷やし中華。食べるのが遅くて伸びちゃうから 。
妃奈子ちゃんは冷えた八宝菜。真冬ちゃんはかた焼きそば。大盛りを食べて嫌になった
らしい。伶奈ちゃんは酢豚。パイナップルが入っているのが許せないそうだ。そして、
サマジャンくじ賞品のライブと言うことにかけて、メンバーのくじに当たった思い出話。
真冬ちゃんはピューロランドのおみくじで一等の人形、春香ちゃんは小学生の頃一等の
ハンディーカラオケが当たったそう。妃奈子ちゃんと千歌ちゃんはくじ運が無いらしい。
真知子ちゃんがチロル社のブランドバッグが当たったと言うのを聞いて、妃奈子ちゃん
「チョコですか？」。ブランドよりお菓子のほうがいいのかな(笑)。さて次はコーナー、
「お客さんも一緒にしりとりコーナー。」伶奈ちゃんが司会で、テーマは「動物」でスタ
ート。すると真冬ちゃん「テーマは何ですか？」って、なにを聞いていたんだ(笑)。
中には変わった動物も登場 。「ぬりかべ」と春香ちゃん、その辺の壁を押すと出てくるら
しい(^^;)。「べろべろまー」と里奈ちゃん、？？？ 。「消しゴム」と妃奈子ちゃん。肺呼
吸して生きているそうだ。結構続いたが、結局時間がなくなったので途中で終了(笑)。
続いて「どっちが言えるかコーナー。」メンバー２人出てテーマにそったものを順番に言
い合って、どっちかが言えなくなったら負け。真知子ー里奈で里奈の勝ち、妃奈子ー春
香で春香の勝ち、真冬ー千歌で真冬の勝ち。最後に３人でじゃんけんで真冬ちゃんの優
勝でした。お次は「アカペラしりとり歌合戦」
。お客さんも参加で SKi の歌でしりとり。
曲の途中からでもＯＫでしたが、お客さんは１曲も歌えず撃沈。さすがメンバー歌詞
覚えてますね。またまたコーナー。こんどはお客さんが目を閉じてメンバー一人が声を
変えて喋ったのを聞いて誰かを当てるゲーム。コーナーの連続にお客さんから笑いが。
伶奈ちゃんも笑いながら「笑わないで下さいよ〜」
。コーナーで楽しんだ後は、やっと
歌です。
『偶然の一致』、
『恋のメロディー』、
『take me to your heart』、
『青春ラプソディー 』、
そしておまけの『Let's get's star』を歌って、メンバーの感想を聞いた後握手会があり、
終了しました。お客さんが少なく、メンバーもお客さんも緊張した？ほのぼのとした
プライベートライブでした。また、来年も当たると良いな。
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ちいさなしでかし
12 月 15 日に秋葉原にて恒例の SKi 基金の募金活動が行われました。メンバーは秋山、
松尾、山越、手束。真知子ちゃんは、１人離れてビラを配っていましたが、注意されて
途中から４人で募金をしていました。１５分の休憩を挟んで、午後２時過ぎから３時半
頃まで行っていました。
真冬ちゃんのバースディパーティで、笑顔・笑いがテーマの新ユニットの話が出現し
ました。５人組の方は Smily と真冬ちゃんが命名。一方お笑いユニットの方は名前が出
なかったので、一般公募して 、「 FREEZE」と決定いたしました(笑)。これからの活躍を
期待しています。
いよいよ今日で今年のコンサートも終わってしまいますね。昼の部では SKi の 10 大
事件が発表されました。やっぱり生誕 10 年祭が一位と、一番重大な出来事でしたね。
ところで、本編と番外編の区別って何だったのでしょう。
番外編の番外編ということで、しでかし的な重大事件を発表したいと思います。思い
つきなので順不同です(笑)。１つ目は３色団子が爆発的に売れる。この事件で、真冬
ちゃんの恨みを買ったらしい(^^)。２つ目は千葉県民会崩壊。妃奈子ちゃんの笑顔と
美香ちゃんの曇った顔が対照的でした。３つ目はＬＲに駐車場が出来た。微妙に値段
が下がってきていますね。１月のイベントでは予約殺到になるのではないでしょうか。
４つ目はゴエモンブランド誕生。 T シャツが大流行しました。そして最大の事件は高橋
プロデューサーが靴を履く。ルシ☆スカが参加したＮＨＫホールのイベントにメンバー
を引率した高橋さん。サンダルではなく靴を履いていて、それを目撃した伶奈ちゃんが
飛び上がるほどの驚きを見せました。来年は、どのような事件が起きるのでしょうか。
同じく紅白歌合戦が行われ、今年も本当に歌唱を問う戦いになりましたね(^^)。梢ち
ゃんの独断的な判定もありましたが、今年は白組が制しました。メンバー分けもお姉さ
んチームと子供チームというもの凄い分け方になっていました。
年末といえば流行語大賞。昨年は「私取り込まれちゃいました」が大賞に輝きました
が、今年は接戦の末、「ガビーン！」が大賞に輝きました。久美子ちゃん、おめでとう
ございます(笑)。ほかに「ちょ〜だい（おいひいね ）」、「三色団子 」「ゴエモン」が接戦
を演じました。早くも来年に向けて、「私も投げちゃいますよ！」がノミネート。また楽
しい流行語が生まれると良いですね。
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