今月のコンサート
12 月 22 日にこまばエミナースにて「SKi Unit Festival.2002」が行われました。最初は、
月蝕歌劇団とのミュージカルに参加した橋本・吉田・秋山・星川・松本の５人が、その
時のセーラー服姿で登場。なんと新ユニットだそうだ。名前は「SKi-X（すきっくす）」。
Ｐ、Ｔ、Ａの次はＸでしたね。次は何かな？ 続いてＥＭＴ。メンバーは松尾・山越が
表で、影が手束・片平。一曲だけの登場でメンバー＆ユニット紹介もせずに風のように
去って行きました(^^)。次はソロで秋山文香ちゃん登場。Unit Festival でソロとして出る
のは初めてだそうだ。最後はエレキギターを持って歌いました。そして４人１組登場。
前回話題となったハイソックスは無し。衣装はウエイトレス姿でエプロンが付いていて
とても可愛いものでした。伶奈ちゃんが風邪をひいたとのことで声が出にくいとのこと。
その為かいつもより大人しい伶奈ちゃんでした。続いて Hellow の登場。今回の衣装は
クリスマスも近いとサンタの衣装でした。メンバー紹介で年を言う真冬ちゃんに続いて、
美香ちゃんに年も言うかを相談する文香ちゃん(笑)。文香ちゃん作詞の「キューティー
キャット」を披露。今の曲の振り付けは自分達でやりましたとのこと。全部で７曲あり
ましたが、最後の方でため息をついてしまう美香ちゃん(^^)。次に自分達で振りを考え
る時には息切れしないものにしましょうね。20 分間の休憩を挟んでルシ☆スカの登場。
真冬ちゃんが演奏中にギターの弦が切れてしまうハプニングが。５弦が切れたとのこと。
めったに切れないんでと真冬ちゃん。きちんと弾いている事が証明された瞬間でもあり
ました(笑)。ＮＨＫホールやさいたまアリーナに出て奇跡と、今年を振り返るメンバー。
続いてワンワンキャン！キャンペーン隊。メンバーは高橋、片平、斎木の３人でした。
キャンペーンで回ったワンワンキャーン・キャンペーン隊とは微妙に違うらしい(^^;)。
続いてはしもとみかのソロコーナー。１月に関東ツアーをやったと振り返っていました。
次にリーカと WAWAWA。夜空の探検等４曲を歌いました。そして COZ-MIKA BLUES。
梢ちゃんもギターを持って登場。でも、文字通り持っているだけで飾りとのこと(笑)。
ユニークで最強のユニットと美香ちゃん。リーダーと会長とのユニットだからだそうだ。
そしてトリを飾る寿隊の登場。ユニットの中で最高数の８曲を披露していました。アン
コールでは私服向上委員会が登場。やはり女の子らしくピンクや赤が多かったようです。
最後はエピローグで終了となりました。
12 月 23 日に「SKi の 10 大事件スペシャル 」が行われました。前半は 10 大事件を再現、
後半は紅白歌合戦という構成。まずメンバー紹介。この日が 14 歳のお誕生日である真冬
ちゃんは、14 歳と初紹介してました。美香ちゃんは、また一年経ってしまったと発言。
お客さんもそうなんですよねぇ(笑)。今日はりりかちゃんが受験勉強でお休みでした。
まず 10 大事件の番外編。番外編なのに 10 個あるらしい。それぞれショートコント形式
での発表でした。一説には番外編の方が重大との意見も(笑)。順位は別表をご覧下さい。
あなたのせいで飲みにいけないのよ、と KAO さんを演じる文香ちゃん等が好評でした。
続いて歌の 10 大事件。珍曲が集まりました(^^;)。そして正式な 10 大事件発表コーナー。
ここで惜しくも 10 位に入れなかったものが発表されましたが、いったい番外編との違い
は何だったのでしょうか？
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後半は紅白歌合戦。11 名ということでリーダーの梢ちゃんが司会に任命されました。
紅組は橋本、秋山、河野、斎木、山越。白組は松尾、片平、高橋、松本、手束。どこか
らともなくおばちゃまチームとおこさまチームという声が(笑)。１回戦はチームワーク
がどちらがいいかアカペラコーナー。お客さんにどちらが良かったかを拍手で。一人の
人の拍手が大きいんですよ、という美香ちゃんの抗議も虚しく白組の勝ちとなりました。
競技２は可愛さはどっちだ対決。白組の真冬ちゃんボーカルの恋のメロディに対抗して、
紅組は千歌ちゃんのうさぎさんの恋物語。美香ちゃんと文香ちゃんは杖をついたりして、
高齢のうさぎさんで会場の爆笑を誘っていました。ここは梢ちゃんの独断で紅組の勝利。
競技３は１曲を順に歌ったらどちらがうまいか。赤は初恋の並木道、白は花火で挑戦。
赤はハプニングがあってと梢ちゃん。競技４は Heart's Never Lie を紅白交えて順番に。
紅組から橋本、秋山、河野、白組から松尾、高橋、松本がリレー方式で歌っていました。
どちらもよかったので保留という梢ちゃんでした。最後は本格的ダンス＆歌唱コーナー。
心の行方を、白組は高橋、紅組は河野が歌いました。結果は、お客さんの白組の拍手が
やまないということから白が多い等から白組が優勝となりました。これで何勝何敗？と
いうのはわからなかったようだ。最後は歌を数曲歌って終了となりました。
同日に「St.SKi's X'mas Live Show」が行われました。いきなり劇からスタート。世界
名作劇場「雪の女王」が上演されました。少女ゲルダ役の真冬ちゃんとその幼馴染みの
カイ少年役の伶奈ちゃんが中心となってのコメディでした 。カイちゃんを探しに行って、
今日は夜遅いからもう、かいちゃん(解散)。と、会場が寒い空気に包まれたり、司会を
やっていた美香ちゃんが急に魔法使いのおばあさんになったり、約１時間の劇でした。
雪の女王の下僕として、妃奈子ちゃんが氷の怪獣を演じました。やっぱり攻撃はギャグ
の口撃なのかなぁ(笑)。里奈ちゃんと春香ちゃん、役が沢山あって大変でしたね(^^)。
続いてクリスマスソング特集。今回はサンタの衣装ではなくて、普通のエンジの制服
でした。ハンドベルを斎木、松本、片平、松尾、河野、手束で披露。何ともいえない緊
張感がありました。メンバー紹介のあと 20 分の休憩が入りました。後半は喜びの歌から
スタート。美香ちゃんがギターを弾いてのアコースティックコーナー。その後、新曲の
『 SKY』が披露されました。そしてネバーエンディングライブのスタート。１１曲続け
たりして、アンコールへ。久しぶりの歌って歌って踊って踊ってもあり、エピローグ、
星かげさやかに、の後に三本締めを行って 2002 年のコンサートは終了となりました。
10 大事件番外編

歌の 10 大事件

10 大事件

１位 ルシ☆スカがさいたまアリーナに登場
２位 OG が 10 年祭に大挙集結
３位 メンバー全員１つ年を取った
４位 KAO 様がかれんになった
５位 中野さんが犬に噛まれた
６位 春香の身長が 3 ㎜伸びた
７位 美香さんのギターが上手に
８位 スポーツ大会に月蝕が参加
９位 里奈＆ごっつが受験に合格
10 位 宮本リエ FC-SKi イベントに参加

１位 セーラー服で遊ばないで
２位 旅姿三人男
３位 亜麻色の髪の乙女
４位 あしたの朝は早いから
５位 リパブリック賛歌
６位 年の始めに
７位 カウントダウンのテーマ
８位 何だ！こりゃ〜
９位 It's so easy（水上 Ver.）
10 位 SKi のイロハニホヘト

１位 生誕１０年祭を迎えた
２位 来期卒業生いない
３位 善意銀行から表彰
４位 時代はサーカスの象に乗って参加
５位 ワンナイトキャンペーン
６位 ６代目リーダーに吉田梢就任
７位 秋山文香復帰
８位 遠藤、石澤卒業、山越、手束加入
９位 みか、寿隊＆ Hellow の関東ツアー
10 位 たくさんのゲスト登場

-2-

新年のしでかし
１月 4･5 日に LR にて「新年のごあいさつ」が行われました。内容は新年の抱負・初夢
発表会・ゲームコーナー・撮影会・握手会に歌初めと盛りだくさんでした。初夢発表は
内容を小出しにするメンバーが続出して、全部参加したお客さんが得をしたようだ(笑)。
１回目は斎木・吉田・河野組。新年の抱負は風水に力を入れると春香ちゃん。風水の
神様・Dr.コパの本を昨日買ってきたそうだ。伶奈ちゃんは文香さん位まで髪を伸ばす。
梢ちゃんは高校卒業(^^)。今年厄年の伶奈ちゃん、早速神社にお参りに行ってお守りを
買ってきたそうだ。前厄の春香ちゃんも念には念をと、お参りに２回程行ったらしい。
後厄になる梢ちゃんは行かなかったそうだ。去年も何もなかったからとお気楽な様子に
「厄年を甘く見てはいけません 」と春香ちゃんの警告が。そうとう怯えている様子です。
初夢はワンキャンの練習をしている夢と伶奈ちゃん。衣装を貰って、みんなは犬の衣装
だったのに伶奈ちゃんだけ猫だったとのこと。いざ出発になり、高橋Ｐが入って来て、
伶奈ちゃんだけ違う衣装で怒られたそうだ。春香ちゃんもワンキャンのイベントの夢。
子供に囲まれてキャンペーンをしていたところ、警官が来て空を飛んで逃げたそうだ。
振り返ると伶奈ちゃんに変わっていて、石を投げてきたとか。
それが当たってバタッと倒れたそうだ。日常的な事が夢にも
出ますからねと梢ちゃん(笑)。梢ちゃんは、なぜか金田一郎
さんの明細書が家に届くという夢で、とても不思議そう。
ゲームコーナーはクイズ。伶奈ちゃんの御神籤は末吉らしい。
梢ちゃんの年明けの最初の行動は、爪を切ったことだそうだ。
歌初めは『Lucky Sunday』『明日への勇気』でした。
２回目は橋本・片平・河野組。美香さんは年末にデパ−トで財布をすられたそうだ。
「年末で良かったじゃないですか」と妃奈子ちゃん。去年の事と流してしまうらしい(^^)。
抱負は、厄年だけど負けないと伶奈ちゃん 。みなさんに元気を与えたいと妃奈子ちゃん。
お正月はずっと家にいたので元気が有り余ってる様子。全部使い切りたいそうだ。美香
さんはすべてにアクティブに。早起きして１日を長くするそうだ。頑張って続けてね。
初夢は、広い砂漠みたいな箱庭の隅っこでメンバ−全員がレッスンしてると美香さん。
伶奈ちゃんは続きで、そのままキャンぺ−ンで秋葉原へ行ったが、ファンの人達から猫
がいるとブ−イングされ、そっちで見てろとファンの人達の方へ押しやられたそうだ。
妃奈子ちゃんは、海で遊んでいたら波に流されて、鯨と出会って友達になったらしい。
ゲ−ムコ−ナ−は、新聞紙をたたんでいってどこまで乗れるか。
２度やって共に 6 回折ったところで、美香さんと伶奈ちゃんが
脱落、３度目は妃奈子 vs お客さん２人。こちらも妃奈子ちゃん
の勝利。決してバランスいい方ではないので嬉しいとコメント。
さすが元ぶぁれりーなですね。でも、もう一人いたような…。
歌初めは『Candy I Love Yoi』『Help の季節』でした。ポラ撮影
では破魔矢を刺しまくる伶奈ちゃん。なにかストレスでも…。
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３回目は橋本・高橋・吉田組。登場するなり、センターを譲り合う会長とリーダー(笑)。
財布をすられた美香さん、傷心のところに親戚からお年玉が届き、救われたそうだ。
抱負は、アクティブに何事も自分から知りたいという気持ちで臨むと美香ちゃん。里奈
ちゃんは風邪を引かないように健康に気をつける。メンバー内ではだいたい梢ちゃんが
最初に掛かってバタバタと広がるらしい。あまり近づかないようにと里奈ちゃん(笑)。
梢ちゃんは去年の続きと、新年での抱負は考えないらしい。プラス思考にとの抱負に、
マイナス思考の梢ちゃんを見た事無いと美香さん。それが一番大切かも知れませんね。
梢ちゃんの初夢は、同窓会があり、集合場所の電車で発声練習をしていたという夢とか。
美香さんは、10 期生のオーディションの審査員をしていて、一回り離れた娘が入る夢。
これが正夢になるのは時間の問題ですね(^^)。里奈ちゃんは体育の授業で、好きな
キャラクターと跳び箱を跳んでいて、突然ガラスが割れ、怪獣が飛んできて戦った夢。
カレンダーが飾ってあるのが影響したらしい。梢ちゃんは枕元に美香さんのポスターが
貼ってあるそうで、今晩見てから寝るそうだ。すかさず戦うんですか？との声が(笑)。
ゲームコーナーは３文字しりとり。途中怪しくなってきた時に
客席からヒントが飛び交います。でも「ん」で終わるヒントも
かなり多く、メンバーも釣られそうになっていました(^^;)。
歌初めは『うたかたの夢』と『君だけの道』の２曲を熱唱。
あっという間に一年が経っていくと思いますので、１日を大切
に頑張りましょうと締めて終了しました。
４回目は秋山・片平・河野組。年末は近くのお店へふらふら出かけたと妃奈子ちゃん。
伶奈ちゃんは風呂掃除を頑張って母が喜んでいたそうだ。事務所を出る時にロッカーの
掃除もしたそうで今は綺麗らしい。普段は？と聞かれてノーコメントの伶奈ちゃん(笑)。
抱負は、歌・ダンス・ト−クにすべてレベルアップできるよう頑張ると妃奈子ちゃん。
伶奈ちゃんは高校生らしさをアピ−ルしたい、仕事面ではまた作詞をやりたいそうだ。
文香ちゃんは自分に欠けてるものを補い、あっているものは伸ばしていきたいとのこと。
初夢の続きで、お客さんの後ろでキャンペーンを見ていた伶奈ちゃん、責められて泣い
ちゃったらしい。するとみんながお菓子を出してきたそうだ(笑)。生のお魚もあって、
そのまま食べていたらしい。その後、お客さんに混じってワンキャンを踊ったそうだ。
妃奈子ちゃんも続きで、鯨に紹介された亀と竜宮城へ行って、ごちそうを食べたらしい。
文香ちゃんは家で、地元の友達のこずえちゃんと書初めをしていた夢を見たとのこと。
すると坂本龍一さんがレーンのついた台に乗ってピアノを弾きながらやってきたそうだ。
そのうちこずえちゃんはマイクで歌いだし、文香ちゃんはベ−スを弾いていたらしい。
ゲ−ムコ−ナ−は心理テスト。どんな無駄遣いをするか。伶奈ちゃんはストレスから。
一気に金遣いが激しくなるらしい。やけ食いで我慢とのこと。
文香ちゃんは趣味につぎ込むタイプ。妃奈子ちゃんは小さな
無駄遣いが多いと診断されました。 100 円ショップでどんどん
買っちゃうそうで当たってるようです。もちろんお客さん達は
趣味につぎ込む人が大多数です(爆)。握手会では妃奈子ちゃん
がみんなに元気パンチを浴びせて、元気を配っていました。
歌初めは『Very Happy』『ダンシングセブンティーン』でした。
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２日目に入って通算５回目は松本・星川・松尾組。いきなりお餅食べました？とりりか
ちゃん。御飯１杯分のカロリーがあると聞いてちょっとショックを受けた久美子ちゃん、
最近醤油砂糖がお気に入りらしい。真冬ちゃんはお雑煮で食べたそうだ。納豆に入って
いるのは拒否したとのこと。りりかちゃんもお雑煮で。みんな数は控えめだったようだ。
抱負は更なる成長と真冬ちゃん。これからが山場らしい 。受験休み中のりりかちゃんは、
暮れに部屋を掃除して、フカフカのカーペットを敷いて昼寝するのに良い環境になった
らしい(笑)。受験をこなして SKi に復活して、更にパワーアップしていきたいそうだ。
久美子ちゃんも受験を乗り越えて、歌にダンスに(お笑いに)磨きを掛けていくとのこと。
初夢は、昼間に時代劇を見ていて影響されたという久美子ちゃん、お城を忍者の格好で
走っていたらしい。りりかちゃんはリーカと WAWAWA のコンサートの夢。でもなぜか
見ている側だったそうだ。誰が歌っていたんでしょう？。真冬ちゃんはルシ☆スカの夢。
他の３人が演奏していて、話し掛けても反応が無かったとのこと。スタジオを降りたら
プロデューサーのオシバさんがいて、吹き戻しで叩かれたそうだ。すると他の３人も降
りてきて、次々と叩かれたらしい 。ゲームコーナーはしりとり。
テーマはみんなが食べられるもの。好き嫌いは大丈夫かな？。
お客さんの声に耳を傾けながら(笑)なんとか続いていきます。
答えに詰まった真冬ちゃん、「このコーナーも…」と締めて
しまいました。また今度続きをやりましょうとりりかちゃん。
真冬ちゃんの「め」からということで、ゲームコーナーは終了 。
歌初めは『夜空の探検』と『うさぎさんの恋物語』でした。
６回目は山越・手束・松尾組。抱負は、自分の持ち歌を増やしたいと真知子ちゃん。
千歌ちゃんは自分の歌でみんなを感動させられる様になりたい。真冬ちゃんは歌の感情
の込め方や表情が出来るようになりたいとの事でした。千歌ちゃんの初夢は餅つき大会。
真知子ちゃんがお餅をひっくり返していたところ、手が抜けなくなったのを気づかずに
思いっきり杵で付いてしまったらしい。現実に SKi の餅つき大会が存在する事を聞いて、
正夢になったらどうしようと不安な千歌ちゃん。真冬ちゃんに叩いたらごめんなさいと
謝ると「やり返すから大丈夫 」と笑顔の真冬ちゃん(^^;)。みなさんも気をつけましょう。
続いて真冬ちゃんの２品目は、海岸のガードレールに寄っかかったら転げ落ちてしまい、
気付いたら海の上でなまこに囲まれて浮いていたという夢 。手に取ると水を吹いてきて、
顔にかかって違う夢に変わったそうだ。ところで水が絡む夢には言い伝えがありますが、
布団は大丈夫だったかな(笑)。真知子ちゃんは、美香さんが空に浮いている木の上で、
必死にＶ会報を撮っていた夢。他の先輩方も落下しそうになりながら頑張っていたとか。
不思議な夢ですね。普段でも必死だと真冬ちゃん。自由気ままに話していると良いが、
テーマを決められるとウニョニョニョとなってしまうらしい。
ゲームコーナーはマジカルバナナの連想ゲーム。オヤジギャグ
といったら妃奈子ちゃんらしい。真知子ちゃんは苦手なようで
早々と脱落してしまいました。続いては山手線ゲーム。動物が
テーマでした。こちらは重複してしまった千歌ちゃんが脱落。
総合的に真冬ちゃんが優勢でゲームコーナーは終了しました。
歌初めは『青春ラプソディー』と『恋の秘密』でした。
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７回目は山越・星川・松本組。いきなりお年玉の話から。りりかちゃんはタンス貯金を
しているらしい。今度遊びに行くと久美子ちゃん、立ち入り禁止になったようだ(笑)。
初夢は、気の合う娘と二人でコンビ作って「オセロで〜す」とやってたと久美子ちゃん。
歌にダンスにお笑いで楽しかったとの事。普段の行いが夢に現れてきたようですね(^^)。
千歌ちゃんは、餅つき大会に出た後にも駅伝大会のイベントがあった夢を見たらしい。
千歌ちゃんのチームが見事優勝し、他のメンバーに「ズルイ〜」と責められたそうだ。
近道したでしょ〜とも言われたらしい。嘘つき大会と兼ねていたりしてないかな(笑)。
りりかちゃんはテーマパークへ行って、一人取り残されて迷子になっていたとのこと。
それでも普通にショッピングコーナーでプーさんを見ていたりして遊んでいたらしい。
りりかちゃんは絶叫系の乗り物は苦手らしく、後楽園遊園地にクラス全員で行った時に
リニアゲイルに乗っちゃって、大変な目にあったらしい。逆に他の２人は好きらしく、
今度ディズニーーランドの３大コースターに乗りましょうと誘います。でも必死に拒否
するりりかちゃん。
「いくらドンドンやっても出ないから」とトイレに籠もるらしい(笑)。
ゲームコーナーは「あれ」です(笑) 。「ブン･ブン･ブブブン」
に続いて出た言葉の単位を言っていくゲーム(説明が難し〜 ）。
何故かサザエさんネタ連発 。「いささか先生」攻撃にツボって
しまった久美子ちゃんが敗退。笑わせるゲームだったようだ。
続いてしりとりを。こちらはりりかちゃんが詰まってしまい、
罰ゲームコールが(^^)。中尾彬さんの物真似を披露しました。
歌初めは『モーニングコール』『Let's Get, STAR』でした。
８回目は高橋・松尾・手束組。まずはお正月の過ごし方。真冬ちゃんはスマイルの福
袋を買ってもらったそうだ。みんな初詣はまだ行っていないらしい。里奈ちゃんは昨年
受験生でお参りしたが、今年は願う事がないらしい。
「幸せなんで〜」とニコニコ顔(^^)。
抱負は SKi のレパートリーを覚えると真知子ちゃん。真冬ちゃんは成長する為に努力。
やった事のないジャンルの曲に挑戦するそうだ。里奈ちゃんは健康に気をつけると宣言。
「バカになれば風邪引かないよ」とアドバイスする真冬ちゃん。すると「真冬ちゃんは
ひかないんですか〜」と切り返す里奈ちゃん(笑)。真冬ちゃんはひいちゃったそうだ。
続いて初夢発表コーナー。真冬ちゃんが発表すると客席からピロピロと吹き戻しの音が。
「今年も悪夢が来ちゃいました」と真冬ちゃん。楽しく１年を送りたかったとため息(^^)。
実はもう１つ見たそうだ。食べ物が絡んでいて、昨年の三色団子みたいにならない様に
言い控えていたらしい(笑)。大きなどら焼きを、潜ったり出たりして食べていたそうだ。
真知子ちゃんは美香さんが空中でＶ会報を撮っている夢。実は TV ゲームだったらしい。
真知子ちゃんと久美子ちゃんで遊んでいたそうだ。里奈ちゃん
は体育の授業中に恐竜が出て追いかけられて、食べられそうに
なった時にお母さんが出てきて助けられたという、親子愛を描
いた夢を見たそうだ。ゲームコーナーはジェスチャーゲーム。
真冬ちゃんが挑むも、正解がなかなか出ない。
「普通わかるよ 」
と思わず言葉が出ます。正解が出てわざとらしい反応を見せる
里奈ちゃんでした。歌初めは『花火』『制服宣言』でした。
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９回目は秋山・斎木・星川組。文香ちゃんにとってごあいさつは恐怖のイベントらしい。
過去に太ったね〜と言われた事があるそうだ。お正月は食べまくっていたようですね。
その対策に外を走ったり腹筋をしたと春香ちゃん。数え切れない程のお餅を食べたとか。
正月はバーゲンに行った春香ちゃん、なんと今日のスカートは 500 円の品物らしい(^^)。
主婦に混じって頑張っているそうだ。春香ちゃんの抱負は風水に力を入れるとのこと。
歌やダンスとかはないの？とツッコミが入りましたが、それはおいといて風水だそうだ。
りりかちゃんは何事も全力を尽くすそうだ。文香ちゃんは自分の欠点・長所が見つかり、
欠けているものを補って、得意なものを伸ばす。でもお笑いには走らないらしい(笑)。
初夢は覚えていないとりりかちゃん。わかるけど、覚えようという気はなかった？と
振られて「ありましたの〜」と甘え声(^^)。溶けてしまったお客さんが続出したらしい。
ようやく思い出したりりかちゃん、遊んでいたプーさんは、実はお父さんだったそうだ。
チャックがあってびっくりしたらしい。ここで、りりかちゃんのお父さんが文香ちゃん
ファンということが発覚。こんど遊びに行くねと文香ちゃん。不倫はダメですよ〜(笑)。
春香ちゃんは昨日の続きで、伶奈ちゃんに石を投げ返したそうだ。すると、今度は伶奈
ちゃんのファンが投げてきたそうだ(^^;)。正夢にならないように風水を始めたのかな？
文香ちゃんも続きで、気付くと坂本さんが振り袖姿に髪飾りを付けてお化粧していて、
「文香ちゃん、書き初め対決を 」と言って来たらしい。勝負の行方は次回に持ち越し(笑)。
ゲームコーナーは心理テスト。まずはナルシスト度を判定。文香ちゃんは自分を卑下す
るタイプ。春香ちゃんは全てに対して自信漫々で最高レベル。
りりかちゃんは自分の姿にウットリするタイプだそうだ(笑)。
続いて神経質度を。春香ちゃんは神経質だけど２面性があり。
りりかちゃんははっきり言って無神経とか。そして文香ちゃん
は素顔はすごい大雑把で、家の中は散らかり放題との診断が。
結果を否定するメンバーですが、納得顔のお客さんでした(^^)。
歌初めは『恋に無重力』『偶然の一致』でした。
10 回目は秋山・橋本・吉田組 。年長の二人は、三つ編みにして若作りしているらしい。
抱負は去年出来なかったファンレターの返事を書くと梢ちゃん。出すなら今ですよ(笑)。
美香ちゃんはアクティブ・積極的にがテーマ。文香ちゃんは興味と探求心を持つこと。
ソロアルバムを出せるように頑張るそうだ。「私の 1 年」もソロアルバムだよねぇ(^^)。
初夢はうっすらと覚えているのを繋げてと梢ちゃん。そして脚色しつつと文香ちゃん。
書き初め対決のテーマは「花より団子」を。結果は文香ちゃんの勝利。するといきなり
坂本さんの口に団子を思いっきり詰め込んで「食べろよ、坂本〜」と言っていたそうだ。
梢ちゃんは、４期生の三浦恵里子ちゃんがごあいさつ頑張ってね〜と言ってきたらしい。
ゲームコーナーは心理テスト。まずはベストフレンドの判定。
美香ちゃんは護ってあげたいと思える人。梢ちゃんは知識や
経験が豊富な人、文香ちゃんは落ち込んでいたらジョークなど
を言って明るくしてくれる人だそうだ。心当たりのある方は、
是非立候補しましょう(笑)。続いて前回やったナルシスト度を 。
美香ちゃんは卑下するタイプ、梢ちゃんは自信漫々タイプとか 。
歌初めは『Dancing With Devil』『Dance Dance Dance』でした。
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今月のしでかし〜〜
１月 11 日に LR にて「SKi とワン・ワン・ワン新年会！」が行われました。昨年の忘年
会で長テーブルにメンバー１人で話がしづらかった等の反省があり、今回は各テーブル
にお客さんが８人、両サイドのお誕生席にメンバーが座る配置に。その為限定 40 名で、
早い会と遅い会の２回に別れて行われました。受付後はメンバーが席までエスコート。
でも今回も迷うメンバーがいたような(^^)。席に着くと飲み物のオーダーを聞かれます。
ビールに烏龍茶、それと有料で水割りとのこと。案内してくれた梢ちゃんにお任せした
ところ、ビールを零しながら持って来ます。実は自分が飲みたいものを選ぶ心理テスト
だよと言うと、必死に否定する梢ちゃん…。怪しい(笑)。時間になり、メンバーも着席。
まずは注意事項を伝達。でも伝達量はメンバーによって個人差があったようだ(苦笑)。
続いては一本締めの練習(^^)。何故練習が必要なのかという疑問の中で行われました。
すかさず帰る練習までするお客さんも(爆)。慌てて制止していました。ようやく乾杯で
新年会のスタート。楽しい会話が進みます 。各テーブルにお寿司にお菓子がありますが、
どうやらメンバーは食べられないらしい。今回りりかちゃんがお休みでメンバーは 11 名 。
15 分毎にローテーションしていきます。あぶれた１名が飲み物のお代わりを運んだり、
お菓子を配ったり受付の所で摘み食いしたり(笑)していました。摘み食いの話を聞いて、
廻る順番のメモを確認する真冬ちゃん 。「まだまだ先は遠い〜な〜」とがっかり。でも
その順番の直前で終わってしまうので、摘み食い出来ないようになっているんだな(爆)。
追い打ちを掛けるようにあるテーブルでは大きなどら焼きが登場。今年も悪夢が甦って
きたらしい。これが影響したのか、遅い会では飲食物の持ち込み禁止の張り紙が(^^;)。
今回もメンバーはエプロン姿。文香ちゃんは用意しておいたマイエプロンの上に、愛犬
チャッポ君が寝てしまって、急遽母のを借りてきたそうだ。でも忘年会と同じような…。
梢ちゃんも借り物らしい。みんなに伝達しておきながら忘れてしまったとバツが悪そう。
伶奈ちゃんはフリフリのエプロン。前日に母が作ってくれたそうだ。かなり好評ですね。
楽しい時間はあっという間。最後に練習した一本締めを行い新年会は終了、ポラ撮影へ。
なんと風船でハートを形作ったフレームでツーショットを彩るという粋な演出でしたが、
撮影位置が近くてハートに
見えないアクシデント(^^;)。
でも新鮮な趣向で想い出に
残る事でしょう。今年も
SKi から目が離せません。
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今月のしでかし
12 月 28 日にＬＲにて「ＯＧも参加のＭＩＹＡＧＥ一斉スペシャル」が行われました。
これはお客さんの案が採用されての企画。何故か逆玉企画で行われました。今回はＯＧ
も参加ということで、事前には舞香ちゃんも来る予定でしたが、突然発熱で来られなく
なったとのこと。とても残念ですが、ゆっくり直してください。今回の参加メンバーは
８名。吉田、橋本、秋山、河野、高橋、片平、松尾と、ＯＧの石澤彩乃ちゃんでした。
真冬ちゃんは、今日は頭をぐるぐる働かせておみやげをいっぱいもらいたいとのこと。
里奈ちゃんはだんだんコツをつかめてきているらしい。でもコツって何でしょうね(^^)。
伶奈ちゃんは今日は強敵なＯＧが来るとので頑張るそうだ。美香ちゃんはまたまたこの
日が来る事が楽しみにしていたようだ。そしていよいよＯＧの彩乃ちゃんの登場です。
今月の３日に大学の推薦が決まったらしい。早くていいですねと梢ちゃん。クリスマス
は親戚を含めて家族パーティーをやったそうだ。 SKi のメンバーのクリスマスは、施設
にプレゼント訪問をしていたとのことでした。ここで、梢ちゃんから新ルールの説明。
ルールを改変して、今回はメンバーに均等に当たるようにするとのこと。前回は並んで
いるメンバーによって、お客さんのヒントに差が出るといった不公平もありました(笑)。
また、列のどの辺に並べば当たるのかを計算した、ずる賢いメンバーもいたらしい(^^)。
今回のルールは、お客さんが持ってきた MIYAGE を当てるのに、ヒントを２回まで要求
することが可能。でも１度でも外れたらダメで、そのお客さんは後でもう１回選ぶ予定。
早速と恒例となった MIYAGE ISSEI のテーマを。また少しバージョンアップした様子。
また、徐々に歌が省略されたりテンポアップしてくるのも、恒例となりつつありますね。
メンバーは順番にビンゴで玉を出して、その玉の番号のお客さんが前に出てくることに。
始めの妃奈子ちゃんが早速ヒントをもらってもわからず×に。次の里奈ちゃんは１つ目
のヒントでだいだいわかったけれど、安全確実に二つ目のヒントも要求していました。
真冬ちゃんは２回連続して×で、唯一何も獲得していない状態になったりしてました。
お客さんも持って帰るつもりはないので優しいヒントを出すも、なかなか難しいらしい。
毎回同じ包装紙の食べ物を持ってきたりすると、覚えられてすぐに当てられるようです。
いつもメロンを持って来るお客さんが登場すると、前に出て来る途中でヒントも受けず
に回答する梢ちゃん(^^;)。でも今回の中身は違う物で不正解に。早とちりはいけません。
『なめんなよ』のレコードが登場すると、「懐かしい〜」と発言してしまう伶奈ちゃん。
でもなめ猫ブームは伶奈ちゃんが産まれて間もなく、なぜ知っているのかという疑問が。
結局不正解だったお客さん
６人も、無事２回目に当て
てもらって終了しました。
この後キャンペーンがあり、
移動するメンバーも中身を
確認してから出たらしい。
やっぱり留守番隊の存在が
気になるのかな(笑)。
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今月のきゃ〜んぺ〜ん
12 月 28 日に秋葉原のヤマギワソフトワン８階イベントフロアにてＣＤ「SKi-2-the BEST」
キャンペーンが行われました。参加メンバーは片平・吉田・河野・高橋・松尾の５人。
１月１日の発売で、本日が先行発売ということで、是非お買い求め下さいと梢ちゃん。
でも買ってないお客さんは入場券がもらえないので、此処にはいないはずなのだな(^^)。
２枚組の 21 曲入りで、どこかにボーナストラックが入っているそうだ。まず１曲目は
『LOVE × 2』。やっぱりジャンケンに注目です。オープニングは３戦全勝の梢ちゃん、
でも最後では妃奈子・伶奈に負けてしまいました。どこまで真剣勝負なのでしょうか？
おすすめの曲を紹介しながらメンバー紹介。妃奈子ちゃんは『引っ越し 』。ムカついて
蹴りを入れるところが面白くて大好きとの事 。伶奈ちゃんは会長が作詞した『巡り会い』。
良い歌だな〜と感じているそうだ。真冬ちゃんは『歌って、歌って、踊って、踊って 』。
でも現役メンバーはほとんどいないような… 。里奈ちゃんは今歌った『LOVE ×２』を。
ジャンケンするシーンでたまに勝ったりして、ファンの方がリアクションをくれるので
楽しいそうだ。本番一発勝負との梢ちゃん、『地球に愛を』がおすすめとのことでした。
２曲目は『うさぎさんの恋物語』。今回は可愛く歌われました(^^)。伶奈ちゃんの MC は
SKi 基金について。クリスマスには施設を２カ所お伺いして、微力ながらもクリスマス
ケーキなどをプレゼントしたそうだ。３曲目は『心の行方 』。今回もコード付きのマイ
クの為、ステージ上は大変な事に。おもわず「大変だ！絡まってる」と呟く梢ちゃん。
しっかりマイクが拾ってしまいました。最後に発売が伸びてしまってすみ
ませんと挨拶があって、握手会へ。ここでは先ほど行われた MIYAGE イベ
ントの話題が飛び交います。事務所に美香ちゃんに文香ちゃん・彩乃ちゃ
んが残ってるので、食べ物まだ残ってるかなぁと悪魔のささやきも(笑)。
不安になるメンバーもいたとかいないとか…。
同日に新宿の雀荘・気楽にて「年忘れ！麻雀大会 」が行われました。19 時に LR に集合。
するとキャンペーン帰りのメンバーが到着。車での移動を考えると、凄く早い到着です。
みんな足早に奥へと入っていきます。まさか MIYAGE の心配ぢゃぁ無いですよね(笑)。
受付を済ませて、KAO 様の案内で雀荘へと移動。道中は雑談を交わしながら進みます。
10 大事件で演じられた内容は、あながち間違えではなかったらしい(^^)。話に夢中にな
る KAO さん、目的地を通過してしまいます。この先にももう１つ雀荘があるらしい。
ルールは 25,000 点持ちの 30,000 点返しで赤有りの東風戦。飛び有りで 25 分制で４回戦
行われます。特別ルールで 28 日なので、各間 2･8 待ちは２ハンアップとのこと。でも、
そんなルールはすぐ忘れてしまいます(^^;)。ゲストは KAO 様に常連の大久保さん。
そして杉山さんと寺さんが来てくれました。が、特に自己紹介はなく、交流は打った方
しかなかったようだ。残念ながら人数の都合で、KAO 様は１回戦のみの参加。KAO 様
と打つ事を楽しみにしてたのに〜(泣)。最終結果は久しぶりにお客さんが優勝(苦笑)。
賞品はツーショットポラ券。でも新年のごあいさつ限定となっていて、
優勝したお客さんは参加する予定が無かったらしい( ^^;)。急遽当日券
の検索が行われたそうだ。
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ちいさなしでかし
明けましておめでとうございます(って、もう１月も終わりが近づいていますが…）。
新しい年を迎え、社会情勢も緊張の一途を辿っていますが、明るく楽しくをモットーに
活動していきたいと思います。多少大げさに取り上げる事もあると思われますが(^^)、
笑顔が体のパワーを引き出すものですから、パーっと笑って過ごせるように、頑張って
いきたいと思います。
SKi も生誕 10 年を迎えて、ボランティアに社会活動と、幅広い活動に取り組んでいま
すね。できることは限られていますが 、小さな積み重ねで一歩一歩進んで行きましょう。
１月 18 日に日比谷公園にて反戦イベント「WORLD PEACE NOW 1･18」が開かれま
した。米国の反戦団体の呼び掛けで開催され、米国や欧州など世界各国で行われました。
まずは日比谷野外小音楽堂で行われたピースコンサート。11:30 開場だがリハが終わらず
公開リハとなった模様。予定通り 12 時開始、ここではなんと SKi が司会も務めました。
小規模なアクションでもそれが集まって大きなアクションとなると挨拶した後、長丁場
ですが寒いので無理をなさらずにと気遣いも見せました。主催者の挨拶で登場したのは、
麻雀大会でもおなじみ大久保氏。ライブは女性ソロのかおりん、在日コリアンのラップ
デュオＫＰ、こちらも韓国のプー・カングァン、２人組のラナテカ (vo ナラカズヲ)、
大勢で登場した五十嵐亜紀、生田卍＆ｓｏｓｏ 、「月桃の花」歌舞団 、一昨日沖縄から
上京したという知念良吉、千鶴伽 with 坂下秀実、PANTA with SKI（制服向上委員会）
が登場(敬称略)。それぞれ 2 ､ 3 曲ずつ歌で一人一人が意識すること、平和を願うことが
必要だといったメッセ−ジを送りました。中には在日韓国人は日本人に拉致されたコリ
アンの末裔だという耳の痛い話も。PANTA with SKi は『時代はサーカスの象にのって』、
『何かのために』を熱唱。その後 PANTA さんが『さようなら世界夫人よ』を熱唱。
盛り上がって終了予定の 14 時を超えたため、
『戦争は知らない 』はリハだけで終わった。
続いてはピースパレード。15 時に日比谷公園を出発し新橋〜数寄屋橋〜日比谷公園と約
１時間歩いた。参加者は約 7000 人が集まったそうだ。６隊に分かれ、WORLD PEACE
NOW ！の声が街に響きました。SKi はここまでの参加だが、この後日比谷野外大音楽堂
でピースラリー／集会が行われました。
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今月の月蝕 速報
23 日から梅が丘 BOX で 27 日まで月蝕歌劇団１月公演「馬賊 矢吹丈」が上演されています。
今回はあしたのジョ−のその後を描き、次の英雄探しを示唆する。伝説のクロスカウンタ−
が炸裂する。ただ、あしたのジョ−２で描かれたエピソ−ドネタは知らないとわかりづらい。
「安倍晴明」や「ネオファウスト地獄変」のように簡単な人物解説書が欲しい。小劇場での
実験的公演ということもあってか、活字にしづらい部分も多い(18 禁かな)。また、初日には
客席後方でせっせとパンフ作りに励む劇団員他の姿も見られた。上演時間約 80 分は最近では
短め。今回はビニ−ルシ−トが無い。かといって液体が飛ばないわけではなく、粉まで飛ぶ、
唐揚も飛ぶ、灯油も飛ぶ(笑)。後ろから２列目でも液体が飛んでくるサ−ビスぶりであった。
また、土曜日には大入りとなり桟敷席の増設が行われ、最前列は舞台上であった。見所は、
新人の山本貴子が何本おみくじを売れるか ?! 中には今回芝居には出演しない森永理科の物
もあった。そしてゴルゴのジャイアントスイング。大入り時には客にぶつかりそうであった。
それはさておき、昨年のスポ−ツ大会に来てくれた細淵仁奈が体当たりの熱演を魅せている。
また「時代はサ−カスの象にのって 2002」でシンイチの母を演じた松本渉さんが、今回から
バリニャ−ノ松本と改名したようだ。バリニャ−ノは前作「メトロポリス」で松本さんが演
じた宣教師の名前だ。土日には好例となったコンサ−トも開かれた。こちらには、森永理科
も出演した。森永は土曜日も別なイベントに出ていたため、ほとんどぶつけ本番だったそう
だ。ＭＣはカンペ見ながらだし、キングギドラさんの翼はもぐわで大変だった。毎度ながら
今公演からの曲は無し。アンコ−ルでは、いわく付きのお蔵入り曲を歌いました。尚、 SKi
元１期生宮本里枝子(現宮本リエ)のファンクラブも月蝕歌劇団の手で立ち上げられるようだ。

ちいさなしでかし２
12 月のコンサートで、新制 SKi になって初めて『歌って歌って、踊って踊って』が披露さ
れました。前回からだいぶ順番が変わって、立ち上がろうとするお客さんもドキドキです。
やっぱり前もって告知してほしいですね(笑)。新しいヴァージョンは次の通りです。
さあ、思いっきり立ち上がりましょう。
美香さん・リーダー・サブリーダー・文香／りりか・真冬・里奈ちゃん・久美子
春香・妃奈子・真知子・千歌ちゃん／会場の・みなさんも・歌って(歌って)・踊って(踊って)

また、今月のコンサートでは、待望の『はじめまして』が歌われました。最後に背の順に
並ぶ踊りが注目を浴びていますが、このところしばらくありませんでしたね(^^)。しかし、
ふたを開けるとその立ち位置が…。恐るべし、シークレット(笑)。
その順番は、春香＜真知子＜妃奈子＜里奈＜伶奈＜梢＜美香＜久美子＜真冬＜千歌＜文香で
した。りりかちゃんはどの辺に入るのかな？ 戻ってきてからも注目ですね。
久美子ちゃんが見事に高校受験に受かったそうだ。これで春から高校生ですね。この緊張感
を忘れないで、いつまでも綺麗に片づけた部屋にしようね(笑)。
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