今月の LIVE
2 月 18 日に下北沢ラ・カーニャにて「唄わずにはいられないツアースペシャル」が行わ
れました。美香ちゃんの 27 歳を祝うバースディ･ライブとして開催され、お客さんの入場を
美香ちゃんがお出迎えて握手を。その間をりりかちゃんが MC で繋いでいました。最初の
司会は妃奈子ちゃん。２月７日に 27 歳の誕生日なんて凄いとのこと。当日は湯河原の下見
へ行っていたそうだ。誕生日を迎えても、美香ちゃんの中で何かが変わったと言うことは無
いそうだ。年齢を重ねることによって魅力が増してくると思うと美香ちゃん、いつも後悔を
しないように生きていきたいと思っているそうだ。SKi に入ってもう 12 年。家が遠くて自
分の中では忙しかったが、学校を休むのが嫌なタイプで両立を頑張ったそうだ。「凄い！」
と妃奈子ちゃん(^^;)。ツアーでニューヨークへ行けたのは、貴重な体験になったようだ。
文化の発信地ですごくインパクトがあったとのこと。今年は英会話を頑張ると美香ちゃん。
毎年の宿題ですね。SKi に沢山楽曲を書いている美香ちゃん、好きな曲は？と聞かれても、
一曲一曲が大切で決められないそうだ。メンバーに詞を提供する時は、その娘らしさを大切
にして考えるそうだ。三浦恵里子ちゃんに曲を書いた時が一番苦労したらしい。ちなみに妃
奈子ちゃんなら「元気ハツラツ」だそうだ。司会をりりかちゃんにバトンタッチして、ＯＧ
の話題に移ります。沢山のメンバーとの別れを経験してきましたが、美香ちゃんとして寂し
いというより悔しかったらしい。SKi 本体も卒業を経験しましたが、美香ちゃんにとって SKi
は生活そのもので、卒業を聞いた時は信じられない気持ちで一杯だったそうだ。これからは
THE

DUET で活動して行きますが、ほとんどの時間を真冬ちゃんと接していて家族以上の

存在らしい。そのまま DUET コーナーとなりました。後半はゲストの渡辺幹男さんの演奏
で歌います。始めてあった頃から比べて大人になったなと幹男さん。曲を一緒にやっている
と邪魔になることもあるけど、それも音楽と笑いをとります(^^)。ここで『イパネマの娘』
をハミングで披露。いずれはブラジルの言葉で歌いたいと真冬ちゃん。いつまでこれを避け
るのか？と自分に突っ込む美香ちゃんでした。美香ちゃんも 27 歳ということで恋の話を。
幹男さんが恋をすると女性は現実的で男性は子供っぽくなると言うと、分かりますと真冬ち
ゃん。女心と秋の空といいますが、幹男さんには「女心と冬の空」で凍り付いているらしい。
美香ちゃんは一途で、その人に分かって貰えるように頑張るタイプとか。真冬ちゃんは好き
になったことに気付かないタイプらしい。続いて PANTA さんが登場。２月５日が誕生日で、
その日 PANTA さんのライブに出させてもらって「最後の 56 歳を見た」との真冬ちゃんに、
言うことにトゲがあると PANTA さん。最近「CACA」をリリースしましたが、「うんち」
という意味があるそうだ。「ロックやっていると踏ん張って出ちゃう」とボケた言葉を信じ
込む真冬ちゃん(^^;)。そんなことになったら引退すると PANTA
さんが言うと、「引退したら出ちゃったってことで…」とツッコミ
返します(笑)。さすがの PANTA さんも言い負けてしまいました。
今回は 27 歳のバースディライブということで、全 27 曲を披露。
でもアンコールで 2 曲歌ったから…(^^)。最後は美香ちゃんの
人生を歌った曲『天使の翼』を披露して終了となりました。
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3 月 16 日に横浜サムズアップにて「唄わずにはいられないツアー Vol.1」が行われました。
『黒い瞳』でオープニング。まずはオケで唄います。２月 18 日に美香ちゃんのバースディ
記念にスペシャル公演が行われましたが、今日から本格的なツアーのスタートです。続いて、
いつも優しい気持ちになれますようにと『優しくしてあげて』を熱唱します。この会場は
レストラン･バーとなっていて、ステージの目の前にテーブル席が広がっています。お酒や
お食事を楽しんでゆっくりしてくださいと言いつつも、早速「いただきま〜す」と声が掛か
ると、目の前で食べられると気になると美香ちゃん(^^)。優しくしてあげましょうね(笑)。
THE DUET は、二人組のユニットとしてサイモン＆ガーファンクルを尊敬しているそうだ。
そのレパートリーの『Boxer』を久しぶりにオケで歌います。一斗缶持ってこなかった(爆)。
続いて『BIG SKY』『マラッカ』を披露。二人で『マラッカ』を歌っていると驚かれる事が
あるそうだ。同じくカバーしている和久井光司さんからライブに招待されたとの事。和久井
さんの 25 周年記念ということで、「まだ生まれてないですよ」と真冬ちゃん。それを聞いて
そっぽを向いてしまう美香ちゃんでした。ちなみにこのライブは SKi のイベントとかち合っ
ていて、掛け持ちも良いんじゃないかなとお客さんを誘惑していました(^^)。続いて中川五
郎さんコーナー。いつもパワフルに飛び跳ねて歌っていますが、天井が低いのでぶつけない
ようにと注意を受けて、今日は静かに行くと中川さん。『人質』など 4 曲を披露しました。
それでも二人が加わって歌った『90 センチ』では、天井を気にしながらジャンプを決めて
いました。再び THE DUET のステージ。
「SKi に入った時は先輩だった」と真冬ちゃん(^^;)。
今は違うんですか？ 二人で歌うようになって４年、イライラすることもあるけどこれから
も仲良しで歌っていこうと『DUET のテーマ』を披露。二人の気持ちを込めた歌のようだ。
続けて新曲の『長い夜』『自然』、中川さんのライブを見て気に入った『はなれていれば』、
４月１日にリリースする『ニッポン』を披露しました。続いて PANTA さんの登場。1020 曲
位ある SKi のレパートリーの中、かなり PANTA さんの楽曲が含まれていて、PANTA 作曲
BOX セットを作る野望があるとかないとか…。SKi の準メンバーのつもりと PANTA さん。
沖縄ツアーで見つけたセーラー服の話しが飛び出します。誰用ですか？と真冬ちゃん。頭の
中には女装した PANTA さんが浮かんでいるようだ(^^;)。水兵さんの制服と聞いてちょっと
納得した真冬ちゃんですが、「アキバで演奏しなきゃ」ととぼける PANTA さんでした。
PANTA さんコーナーでは、キーボードに金田一郎さんを加えて 4 曲を披露。譜面を見なが
ら演奏する PANTA さん、
「五郎ちゃんはよく歌詞を覚えられる」と感心していました(^^)。
二人を加えた『夕陽のマラガ』は地中海をイメージした明るい曲で、SKi みたいに踊りなが
ら歌ってみたいと PANTA さん。是非実現させてください(^^)。最後は全員で『For a Life』
と新曲の『カヤポ』を披露。アマゾンの先住民･カヤポ族を歌った曲で、森林伐採問題を取
り上げています。燃費の悪い車に乗っていて耳が痛いと PANTA さん。ギターを指して、
「そ
れカポです」と突っ込まれていました。アンコールでは『さよなら世界夫人よ』をアレンジ
を変えて披露。すかさず PANTA さんが立ち上がり、
「僕の歌はもう君たちには歌わせない」
と時事ネタを(笑)。そう言われても唄わずにはいられません。続けて『唄わずにはいられな
い』を披露しました。締めくくりはやっぱり PANTA ＆中川五郎 with THE DUET。
『カヤポ』
のカップリングの『罪と罰』を披露。陪審員制度導入に向けて、冤罪を深く考える曲になっ
ているようだ。タイトルを聞いて『文学…』と PANTA さん。最後は『スタンド･バイ･ミー』
『サンフランシスコ・ベイブルース』で盛り上がって終了となりました。
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今月のツアー
３月 10 日〜 11 日にかけて「寒い冬は温泉ツアーですよっ！」が行われました。一応受付
は 13 時から。受付と同時にイベントが始まるのが恒例な SKi ツアー、今回は開始時間のみ
の設定となっていました。が、駅からお迎えのバスが着いた 12:20 頃から前倒しで受付開始。
同時にロビー横の部屋でハロー湯河原ツーポラ祭りが行われたようだ(^^;)。その後は 13 時
に撮影準備をして宴会場でウェルカムトークタイム。約 30 分で終了して再度ハロー湯河原
ツーポラ祭りが行われました 14 時前に撮影会場まで番号順に 10 人ずつお散歩状態で移動。
メンバーは橋本･加藤･中澤、松尾･池田、片平･佐藤、星川･清水の順でした。傾斜 45 度
(片平談(笑))という急勾配を登り熊野神社へ到着。２班に分かれて 25 分ずつ撮影会が行わ
れました。真冬ちゃんのすぐ横では、かれんちゃんが美味しそうにアイスを食べています。
お客さんの影響でしょうか(笑)。真冬ちゃんも気になっているようでした。記念撮影終了後
は広場へ移動して野外ゲーム大会が行われます。最初の○×クイズでは、妃奈子ちゃんの
「無事に高校を卒業した」の問題に脱落するお客さんが続出しました(笑)。だるまさんが転
んだでは、かれんちゃんが大活躍していました。最後はマジカルバナナ。リズムに合わせて
一瞬の判断で答えていく連想ゲームです。咄嗟のことで、自爆するメンバーが続出します。
「警察と言ったら、恐い」と帆奈美ちゃん。何かあったのでしょうか。
「可愛いと言ったら、
わ･た･し」と美香ちゃん。すっかり恒例となっています(^^)。あっという間に時間が過ぎて、
宿に戻る時間となってしまいました。18 時から夕食ということで宴会場へ。明日の送迎車
と昼食の希望を取ります。のりラーメンかあさりラーメン、天ぷらそばか山菜そばの４択。
「○○ちゃんのそばが良い！」という意見は却下になったようだ(^^)。ちなみにラーメンの
メンバーは星川･片平･佐藤･中澤･池田、蕎麦は橋本･松尾･加藤･清水。お客さんの選択に重
要な要素となったようだ(笑)。乾杯後に注意事項を。飲酒での参加はご遠慮ください、って
もう飲んじゃったよ〜(>_<)。慌ててショータイムは除くと付け加えていました。まずは春
を感じる時を言いながらメンバー紹介。雛人形や桜・卒業式関係が多かったようだ。りりか
ちゃんはくしゃみを多発した時。でも花粉症と認めたくないそうだ。なお、小川･中西･秋川
･瀬川の４名は欠席でした。続いて３択問題で正解者には寿隊のポスターなどをプレゼント。
しりとり合戦は真冬ちゃんが比較的頭が良いと思う頭脳派チーム(橋本･星川･清水･池田)と、
その他に分かれます。結果は頭脳派チームの勝利。ジェスチャーコーナーでは橋本＆中澤･
清水＆松尾･星川＆加藤･佐藤＆池田のチームが出題者と解答者になって妃奈子ちゃんの出す
お題を当てるゲーム。結構難しかったようだ。お客さんの悩み相談コーナーでは、スタッフ
の阪口さんのお誕生日会でボディビルをやってる夢を見るとのお客さん。一度正夢にしてし
まうのも手では(笑)。そしてお客さん対抗山手線ゲームでは墨塗り隊が出動。かなりのお客
さんが餌食になっていたようだ。その後は歌のコーナー、握手会、ツーポラで初日の行程は
終了。温泉に入って、今日の疲れと明日への鋭気を養いました
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２日目は残念ながら朝から雨模様。それでも傘を差しながらお散歩を決行します。今回は
ちょっと遅めの７時半にスタート。メンバー分けは昨日の移動と同じです。でも道が濡れて
いるため坂道を下る道のりは危険度アップです。メンバーもスニーカーを用意しましょうね。
そのまま観光朝市を見に行きますが、雨のために観光会館の駐車場でトークタイム状態に。
狭い所へ 50 人は無茶です(^^;)。しばらくして文学の小径を散策します。
トンネルを抜けて滝を眺めながらひとまわりした後、滝をバックにおはよ
うツーポラを行います。でも引きで撮れないので、ポラでは滝はよくわか
りませんでした。しかもりりかちゃん、被ってるよ(^^;)。ポラが終わって
ホテルへと戻ります。この後朝食と聞いて、眠そうにしていたメンバーも
すっかり元気が出てきました(笑)。朝食後は予定を変更して宴会場でトー
クタイム。今回は番号順に分かれたお客さんの所へメンバーが順に回って
来る方式。美香ちゃんは新聞をチェックして、ツーポラの組み合わせが意外だとツッコミを。
今回は編集の都合で鉄板の組み合わせも崩れています。最近鉄板が盗まれていますから(笑)。
先ほどのポラに変な物が映ったりしてないかとの話に不安な美香ちゃん。ひめゆりの塔で、
もやもやとした物が映った事があるそうだ。それも出逢いと言われ複雑そうにしていました。
４月から中学生の祐奈ちゃん、友達 100 人が目標だそうだ。メガネ好きで目を悪くしている
とか(^^;)。一緒に廻っている伶奈ちゃんはちょっと控えめに。でも本来は良く話すらしい。
バトミントンが上手いそうだ。祐奈ちゃんは時々凄いことを言うと花梨ちゃん。でも詳細は
内緒だそうだ(^^;)。TV で肝心なところは CM の後まで引っ張ってじらすことを例に挙げ、
むかつく気分を分かち合いますが、最後まで教えてくれない花梨ちゃん。う〜、気になる〜。
樹里ちゃんは本を読み始めると続きが気になり最後まで読んでしまうそうだ。樹里ちゃんも
CM 後まで我慢できないタイプかな。寿隊がアニメに関わって、ワンコロリンのアニメ化に
近づいたと囁かれて、出来たら嬉しいとりりかちゃん。今のうちに主題歌を考えることに。
トマト嫌いな帆奈美ちゃん、ケチャップは好きらしい。野菜もキャベツは食べられるそうだ。
小４の時、妹にむかついて冷蔵庫に入れようと思ったことがあるとか。最近小さい娘たちに
ダンスを教えている妃奈子ちゃん、親の目線になるそうだ。杏奈ちゃんと太平洋のような広
い心を持とうと誓い合っていて、今年はおしとやかにいくそうだ。今度卒業旅行に行く予定
らしい。真冬ちゃんも無事に高校を卒業。それでも朝 8 時から 8 時半頃に起きているそうだ。
夜は妃奈子ちゃんと長電話をして、料金にビックリして「妃奈子〜」と叫んでいるらしい。
記念撮影後に昨日の注文通りに昼食へ繰り出します。一度に全員が入れないため、ラーメン
も蕎麦も２班に分かれて向かいます。ここでお目当てのメンバ−と一緒になれなかったお客
さんもいたようだ。雨も止んで、お散歩感覚でお店へ向かいます。後半組は観光会館の資料
室など時間を潰してからのお食事に。メンバーより先に料理が出て来て恐る恐る食べるお客
さんでした(^^)。午後からは独歩の湯の前で撮影会。どうせなら入浴姿を撮りたかったなぁ。
足湯だけど…(笑)。その後は握手会、希望者によるツーポラを撮ってお別れとなりました。
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今月のしでかし
３月 18 日に初台 The DOORS にて「たのしいたのしい撮影会ですよっ！」が行われました。
今回は星川りりか＆ NEW SKi の撮影会、参加メンバーは星川りりか･片平妃奈子･佐藤帆奈
美･秋川莉紗･中澤樹里･長尾智恵美･早乙女里美･斉藤智子･桜えりかの９名。新人さんの登場
に沸き上がるお客さん(^^;)。もう一人、篠原美穂ちゃんが参加予定でしたが体調不良の為
欠席でした。まずはりりかちゃんが今日の進行を説明。お客さんを二班に分けて 15 分ずつ
の撮影。新人さんがいるため接写及びポーズの指定は禁止だそうだ。続いて新人さんのプロ
フィール紹介。桜えりかちゃんは 17 歳の高校 2 年生でＡ型。趣味はプリクラ集めで特技は
５年間やっているドラム。長尾智恵美ちゃんは 15 歳の中学 3 年生でＡ型。趣味はゲーム。
かなりのゲーマーらしく、特技もゲームとのこと。DS のスーパーマリオにはまっていて、
マリオになった気分でやっているそうだ。斉藤智子ちゃんは 16 歳の高校１年生でＢ型。
趣味は音楽で、歌ったり楽器を吹くのが好きとのこと。フルートをやっているそうだ。特技
もフルートと３歳から中３まで習っていたピアノ。家にピアノがあるそうで、お嬢様みたい
とりりかちゃん。すかさず家にもあるとアピールする妃奈子ちゃん(^^)。早乙女里美ちゃん
は 18 歳の高校３年生でＯ型。先週に誕生日を迎えたばかりで「ひとつお年を召された」と
りりかちゃん(^^)。里美ちゃんの趣味はカラオケに行くこと。特技はモノマネで、拍手に答
えてケロロ軍曹を披露します。ライバル出現に燃えるりりかちゃんでした。新人さんの紹介
が終わっていよいよ撮影会のスタート。
「このことを踏まえてどうぞ」とりりかちゃん(^^)。
話すキッカケにして、新人さんと楽しくやってくださいとのことでした。メンバーも二班に
分かれます。A チームは星川･中澤･長尾･斉藤･桜の５人。「B チームは残りのメンバー」と
省略するりりかちゃん。新人さんを覚えるのでいっぱいのようだ(^^;)。撮影はステージ上
でメンバーが一列に並んで行われます。バックは白い幕で、後で編集する為の配慮かな(笑)。
先ほどの紹介のおかげで、おしゃべりも弾んで楽しく撮影が行われたようだ。当然、恒例の
犬と猫・焼肉とお寿司のリサーチも行われます(^^;)。犬派は智恵美ちゃんと智子ちゃん、
猫派はえりかちゃんと里美ちゃん。お寿司派は智恵美ちゃん一人。ちなみにトロサーモンが
好きらしい。でもワサビは苦手のようだ。受験休み中だった莉紗ちゃん、無事合格とのこと。
おめでとうございます。次第にポーズが尽きて困っているメンバーもちらほらと。そこは先
輩をお手本にと囁かれてりりかちゃんに注目が。照れながらもポーズを繰り出すりりかちゃ
んでした。さすがリーダーですね。撮影会が終わって、写真の出来上がりが楽しみとりりか
ちゃん。良い写真はどしどし送ってあげましょうね。

中澤樹里

長尾智恵美

桜えりか

斉藤智子

星川りりか
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片平妃奈子

早乙女里美

秋川莉紗

佐藤帆奈美

同日に「SeKai-1 楽しい発足パーティ」が行われました。14 年続いた FC-SKi のキャリア
とアイデアを受け継いで生まれた新しいファンクラブを祝う集いです。「SeKai」を縮めると
SKi になると妃奈子ちゃん。嬉しくて感動したそうだ。妃奈子ちゃんと真冬ちゃんから無事
に高校を卒業した報告が。これから社会人となるので頑張ると妃奈子ちゃん。真冬ちゃんが
家の手伝いをしてからレッスンに出るので最低でも９時に起きると言うと、「なんで〜」と
妃奈子ちゃん、昼まで寝ていて、家族に迷惑を掛けないよう静かにしてると言い訳を(^^;)。
続いて最近の新人の池田伶奈･中澤樹里が登場。先月の「月刊 De-View」の取材について語
ります。緊張したと言いつつ、初めての取材でもみんな良く喋って感心したと真冬ちゃん。
二人とも寿隊に所属していて、樹里ちゃんは可愛い系･伶奈ちゃんは格好良い系の曲が好き
らしい。妃奈子さんみたいになりたいという目標はカットしてもらったと真冬ちゃん(^^)。
一周年に向けての目標は、ステージで楽しく笑顔で歌いたいと樹里ちゃん。伶奈ちゃんは
ステージを完璧にして踊りたいとのことでした。そしてお待ちかねの新人さん紹介コーナー。
愛原美咲(12 歳中一)･斉藤智子(16 歳高一)･鈴木らん(12 歳小六)･長尾智恵美(15 歳中三)･
早乙女里美(18 歳高三)･桜えりか(17 歳高二)の６名が登場。一人ずつ好き･嫌いな食べ物、
好きな動物、マイブーム、一言をインタビュー。詳しくは「今月の新人生」をご覧ください。
また、もう一名予定されていましたが、体調不良で欠席とのこと。次回に期待しましょう。
続いてユニットの紹介へ移ります。最初はマリーズ･ショー･ガール。清水･愛原･鈴木の３人
が登場、今後は９名で活動する予定らしい。花梨ちゃんは１番年下だけど先輩でもう一人前
ですよと言われて嬉しそうです。ワンピースが初めてで学校に着て行きたいと美咲ちゃん。
４月から中学生になるらんちゃんは、初めての制服が可愛らしくて嬉しいとのこと。今回は
一人だけブレザータイプの花梨ちゃん、ワンピースも可愛いので早く大きくなりたいそうだ。
ここでマリー･ブレレトンさん最新デザインのイラストを VTR で紹介します。上品な感じの
デザインが数点紹介され、ファッションショーが楽しみですね。２番手は寿隊。メンバーは
片平･佐藤･加藤･小川･清水･中澤･池田の７名。今回から花梨ちゃんが隊長と妃奈子ちゃん。
「隊員として復帰」と言おうとして噛んでしまったようだ(^^)。新曲の『10 倍の自由』な
ど 3 曲を披露。途中のゲームコーナーではイントロクイズで盛り上がります。でも、妃奈子
ちゃんの口イントロなのでかなり難しかったようだ(^^;)。３番手は An･Re-NA。杏奈ちゃん
と伶奈ちゃんのユニットです。『えりマキと影ブルーっす！』を披露、EMT 路線を受け継ぐ
のでしょうか(^^;)。二人のしりとり対決、サイン色紙プレゼントコーナーが行われました。
４番手は星川りりか＆ SKi。メンバーは星川･片平･佐藤･秋川･中澤･長尾･早乙女･斉藤･桜の
９名。まずは森進一の『おふくろさん』問題をテーマに公開生徒総会。討論の末、代表曲は
大切に歌っていきたいとまとめるりりかちゃん。そして新曲の『制服でおしゃれしよう』が
披露されました。最後は THE DUET。橋本･松尾が登場します。
先日唄わずにはいられないツアーがスタート。今後の名古屋･
京都･大阪公演の告知に、「行ってらっしゃい〜」の合唱(笑)。
それでも追いかけずにはいられないのがファン心理ですね。
最後は全員で『花』『生きるために』を熱唱してパーティは終
了です。お決まりのポラ(c)は、ソロ･ユニット･集合が行われ、
17 人でのポラは華やかさがありました。
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今月の新入生
いよいよ SKi ファミリーの各ユニットの活動が始まり、マリーズ･ショー･ガールで２名、
星川りりか＆ SKi で５名の新入生が登場しました。
愛原美咲あいはらみさき 12 歳(中一)、Ｏ型。好きな食べ物はもんじゃ焼き、
嫌いな食べ物はシイタケ。好きな動物はパンダやタヌキとか。マイブーム
はショッピングに行くこと。ワンピース系が好きで、白やピンクの洋服が
多いらしい。レッスンを頑張って、たくさん出られるように頑張るのでよ
ろしくお願いしますとのことです。
鈴木らんすずきらん 12 歳(小六)、Ａ型。好きな食べ物はグレープフルーツ
やケーキ。嫌いな食べ物はナス･セロリ。葉っぱみたいな味が苦手のようだ。
好きな動物は犬と猫とリス。ペットに柴犬のリリーちゃんがいるそうだ。
マイブームは友達と話すことと読書。
「１リットルの涙」がお薦めとのこと。
苦手なこともあるけど、笑顔いっぱいで頑張るとのことでした。
斉藤智子さいとうともこ 16 歳(高一)。平成２年 11 月 19 日生まれのＢ型。
好きな食べ物は桃、嫌いな食べ物はピーマンとレバー。好きな動物は犬。
ミニチュアダックスフンドが気になるようだ。マイブームは部活の先輩と
フルートでアンサンブルを吹くこと。フルートは４年間やっているそうだ。
これから先輩について行けるように一生懸命頑張るとのことでした。
長尾智恵美ながおちえみ 15 歳(中三)。平成３年７月 31 日生まれのＡ型。
好きな食べ物はお寿司のトロサーモン。廻っている店が良いらしい(^^)。
嫌いな食べ物はアスパラ。好きな動物はお腹がポコッとふくれている野鳥。
マイブームはＤＳのスーパーマリオ。ひとつのゲームにハマるタイプらし
い。未熟者ですが、足を引っ張らないように練習を頑張るとのこと。
早乙女里美さおとめさとみ 18 歳(高三)。平成元年３月 10 日生まれのＯ型。
好きな食べ物はケーキ(レアチーズ)。嫌いな食べ物はキュウリ。好きな動
物はホワイトタイガー。ライオンとかも好きらしい。マイブームは香水を
集めること。甘い匂いが好きとのこと。歌やダンスを一生懸命頑張るとの
ことでした。
桜えりかさくらえりか 17 歳(高二)。平成元年５月 19 日生まれのＡ型。好き
な食べ物はご飯。１日に５杯いけるそうだ。嫌いな食べ物はピーマン。
好きな動物はハムスター。とっとこハム太郎が好きだったかららしい。
マイブームはピンクの小物を集めること。いつも笑顔を絶やさず頑張って
いくのでよろしくお願いしますとのことでした。
篠原美穂しのはらみほ 16 歳(高一)。平成２年９月 30 日生まれのＡ型。３
歳からクラシックバレーを習っている影響で身体が柔らかく、特技として
フィギアのヒールマンのように足を後から持ってくる大技を披露してくれ
ました。好きな音楽(アーティスト)はＡＡＡ。将来は雑誌の表紙を飾るよ
うなモデルになりたいとのことです。
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ちいさなしでかし
3 月 3 日に杉並アニメーションミュージアムにて「リレーアニメ・ワンダーサムのゆめ」
の上映発表会があり、その主題歌を歌う寿隊のライブが行われました。このリレーアニメは、
子供達が思い思いに描いた絵を、デジタル処理して繋いでいってアニメ化されたものです。
主題歌の『10 倍の自由』に乗ってコミカルな映像が楽しめました。この映像は DVD 化して、
アニメーションミュージアムで 4 月から販売されるそうだ(500 円)。寿隊のマキシシングル
と考えてもお得ですね。上映の後は寿隊のミニライブです。参加メンバーは片平･佐藤･中澤
･加藤･小川･池田の６名。小さなお友達がたくさんいて、メンバー全員張り切っています。
また、後方の大きなお友達の中には PANTA さんの姿もあったようだ(^^)。まずは海にいる
大きな魚は？と子供たちに問いかけます。返ってきた答はイルカとクジラに分かれたようだ。
まずは『クジラは海の王様』を披露。特設ステージでは、縦に一列に並ぶのは苦しかったよ
うだ(^^)。２曲目は、空き缶やゴミのポイ捨てを昔に住んでいた方が見て泣いちゃうのでは？
と思いを込めた『何故?なぜ?』を披露。いつも以上に大きな振りで踊る妃奈子ちゃんでした。
『ですます小唄』は一緒に踊って貰おうと、首の振りをレクチャーします。でも曲中に踊っ
ていたのは大きいお友達だけだったようだ(^^;)。
『らしくらしく』に続いて『歯が痛いっ！』
を披露。歯が痛い子に気を付けましょうと言っても…。最後は主題歌の『10 倍の自由』を
披露。寿隊の活動コンセプトも、子供たちに繋がるといいですね。
3 月 24 日に六本木バックステ−ジにてライブ「花詩〜桜〜」が行われました。主催はす
っかり IJR に馴染んだ優菜さん。さっちーさんや鈴木ゆみさん、nao さん、あけ★たまの千
春さんとはるかさん、バックステ−ジの店長さんも出演しました。優菜さんは、前半は身体
が成長してコスプレ衣装がこれしか着れなかったとロリ風の服で登場。２年ぶりのコスプレ
というが、ひめ革命のは？(^^)

5 月 25･26 日にはバ−スディ２ディズライブを開催するそ

うだ。最後はあげだまが登場。あけ★たまは私達の
偽者だと東北弁で主張します(^^;)。優菜さんこれが
やりたかったためにライブをやったんだそうだ(苦笑)。
それにしても、思いっきり似合ってました。

♪チャチャッとワンコール〜♪で一世を風靡した DoCoMo のポケベルも、今月をもって
サービスを終了してしまうそうだ。携帯電話の登場ですっかり出番が無くなってしまったの
で仕方がないですが、時代の流れは速いですね。美香ちゃんたちが踊っていた CM が懐か
しいです。
FC イベント「漢字嫌っな感じの時間」で新４文字熟語が生まれました。いつも元気なこ
とを「中澤樹里」というらしい。すでに一部の間では流行しているとか(笑)。今年の流行語
大賞も夢ではありませんね。
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今月のまいたんと仲間たち
2 月 15 日にライブインマジックにて苺祭りが行われ、
ぷちぽん･Guilty･ひめめが出演。ぷちぽんは今回は第１話
の再放送、新番組ドラマでよくある手ですね(笑)。最後は
全員で「学園天国」。こういう曲歌ってる時、麻衣たん実に
生き生きしてます。
2 月 22 日はアキ☆スタ！

期間限定新企画アキ☆スタの木曜はめろん学園いもうと学科

の日。１日目のゲストがぷちぽん。告知が前日で開始が 18:15 ってハ−ドル高いんですけど
…客 15 人(^^;)。ひめめの『２Ｄ魔法少女』で始まり１時間目は算数の時間。リアクション
が少ないとくりぼーんから振られると、まぶしいからと日傘を差す麻衣たん。ストロボ強か
った？(違)

蜜柑ちゃんは数字を見てると気持ち悪くなるそうだ。２人とも算数は不得手な

ようだ(苦笑)。２時間目は国語、漢字の書き取り。早く帰りたいとか、給食まだー？と全然
やる気の無い２人(笑)。ボケたりひめめに嘘を教える余裕も見せていたが１問もできなかっ
た。そのせいで中国留学にされたらしい。麻衣たんはいもうと学科は卒業だと言ってたのに。
休み時間には来週の朗読会の練習と称して物語第２話を披露。湖を枯れさせないためにはど
うしたらいいのか？

ゴブリンが燃やした森を消し止めた水の精によると、チューリップの

お姫様に会うといいと言う。どこに行けばいいのかわからない２人の背を「こっちさ」と押
すノンタ。２人は湖に落ちる〜（つづく）。曲は『星空 Symphony』『桃色〜 ppp ver 〜』。
一方居残りを言い渡されたひめめ、頭に優しいイベントは新しい！
と感想を言い、曲では下の階に迷惑をかけてみよう！と煽ります。
曲は『８ビ−トの魔法』
『ダメ！お兄ちゃん☆でも大ＣＨＵき☆』。
19:30 には終わり物販も 20 時の閉店までに終わるというイベント
だった。
2 月 25 日のドレス TOKYO、ぷちぽんはオープニングアクトということで 11:20 に登場。
第２話の再放送と思われたが、第３話へ進んだ。そろそろキャラがいっぱいになってきたん
じゃない？ゲストキャラばかりだから大丈夫なんだろうけど(苦笑)。チューリップのお花畑
の穴に落ちた２人はそこでお姫様と会う。命の鍵を取られたか
ら湖は枯れてしまうのだそうだ(つづく)。ひめめはトリで登場。
『８ビ−トの魔法』など４曲を歌った。最後はオークション、
麻衣たんはマニキュア、蜜柑ちゃんは鏡、ひめめはリストバン
ドを供出した。麻衣たんの宿題「デジドルをどうするか」の答
えは今晩チャットします！というわけで告知できない麻衣たん
に成り代わり、クチコミしに新生館へ(笑)。
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2 月 24 〜 25 日に北池袋新生館にて行われた音速雪見大福の舞台にゆかりんが出演した。
感染すると何でも物事をドラマティックに解釈してしまうＤウィルス。感染している人と２
人っきりの時に「実は････」と打ち明けられると感染するそうだ。病死したはずの父親に他
殺の疑いが生じ、兄は嫁の友人と不倫疑惑、更に父には隠し児が？とＤウイルスのせいで大
混乱。治療法はその人が言えずにいる心の声を聞きだしてやること。さて真実は････？
音速 xx は制服を着てくれば学生割引ということでマーベル娘はみんな制服で見に来たらし
い。麻衣たんは 24 昼にセ−ラ−服で、ひめめもその夜に、観たそうだ。
3 月 21 日にラムタラメディアワ−ルド６Ｆにて AC@station vol.3 が開催され、
ＢＳＤ小悪魔隊やピュアロマンスらと一緒にＮＲプロの新人も出演した。その
１人八花まいちゃんはおなじみ、どんまいこと工藤槙衣。初ライブだと１曲歌
った。28 日に発売されるありえない告白ＣＤで声優デビュ−も果たしているそ
うだ。今後に注目ですね。

今月のるかぴょん
3 月 17 日に新宿村スタジオにて「アイドルステーション vol.5 ポカポカ春一番前夜祭」が
行われ、遠藤るかちゃんが SMaRT with RUKA として６番目に出演し５曲を熱唱しました。
春といえばバーベキューらしい。やっぱり食べ物ですね(笑)。野菜嫌いで有名(?)な某メン
バーちゃん、バーベキューではキャベツを食べるそうです。でも色紙には「やっぱりバーベ
Ｑはお肉☆ですよね！」と書いてしまうのでした…。正直ですねえ＞ Tomomi ちゃん(笑)。
Misa りんは小学校を卒業して中学生になるそうです。Sarika たんは進級するそうで「しんき
ゅう」とオチを決めた(?)ようです。来年は「新休が進級」というネタで頑張りましょう＞ Misa
こと

新休

美沙ちゃん(^^;。物販では写真入りキーホルダーとタオルが新たに登場。作る

のに手間がかかっていそうなキーホルダーは、あっという間に売り切れたようです。
3 月 18 日に新宿村スタジオにて「アイドルステーション vol.6 ポカポカ春本番」が１部・
２部と行われ、遠藤るかちゃんが SMaRT with RUKA として出演しました。第１部は３番目
に出演して４曲を披露。今度中学に入る Misa りんはチェックの制服が好きとの事でしたが、
送られてきたのは無地の紺の制服だったそうです。靴下は白らしい。某グループに入ればい
ろんな制服が楽しめますよ(笑)。Ruka ぴょんは今度映画に出演するそうで「いつもと違っ
てはっちゃけた役です」とは本人の談。その後今後の日程で「４月の１５日は…何だっけ？」
と素でボケる Ruka ぴょんに、一抹の不安を覚えたお客さんが居たとか居ないとか…。台詞
は睡眠学習で乗り切りましょう＞ Ruka ぴょん(笑)。第２部はなんと１番目に出演。最初
からノリノリで５曲を披露しました。Misa りんは今日が小学生最後のライブです、これで
制服の仲間入りですとの話でした。第２部の後チャリティオークションが行われ、Ruka ぴ
ょんからのプレゼントを巡って激しいバトル(笑)が繰り広げられました。物販では昨日発売
したタオルが早くも完売。リーズナブルなお値段だったのが功を奏したようです。
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