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家の近くの銭湯では背中に模様を持った方々との遭遇率が妙に高くてドキドキする。 （理・１　羽根ペン）

From Editors

▼読者カードのコメントが楽しみです。
一喜一憂するものです。 （yoshihira34）
▼植物園の職員の方には、たいへんお世
話になりました。時間外だったにも関わ
らず観覧温室の中を案内して頂き、温室
内に実っていたパパイヤをごちそうにな
り、さらに今回の記事とは関係ないのに
園内の紅葉スポットまで教えてもらいま
した。ありがとうございました。 （ロビ）
▼Crème de la Crèmeの取材で、写真撮
影用に出されたシュークリームを食べら
れると思ったのですが、しっかりと撮影
後は戻されました。 （おーたっち）
▼圏外の状態をつくるために携帯を空き
缶に入れて、念のためその缶を電子レン
ジの中に入れて実験してました。今考え
るとかなりあやしい行動…。 （じゃん）
▼私の携帯電話は普通に使用しても24
時間以内に電池切れ。 （はぴねす）
▼自分は携帯の機能を絶対に100%使っ
てないな…。 （shiloann）
▼最近気に入った言葉－「天球」。子ど
もの頃、懐中電灯を空に映して不思議な
印象を受けていたのを思い出します。宇
宙は無限に広がっていると頭では思って
いるのに、その無限の距離がある一定の
ところで収束しているような奇妙な感じ。
理屈は感覚に勝てん。 （とうめいRunner）
▼最近気に入った言葉 －「206」。全然
来ない上に観光客がたくさん乗ってる。
ほんとどうにかして欲しい。 （wodaabe）
▼最近気に入った言葉－「浮島」。 （apis)
▼まもなく20歳。 （ピカイチ）
▼健康でありますように。 （ならっちょ）

編集長（以下長）：あけましておめでと
うございます！

ヒラ編集員（以下ヒ）：2004年最初のお
題は「私の見た面白い初夢」です。さ
っそく見ていきましょう。

初夢は正直まったくおぼえていない。

しょせん夢やから…。 

 （総・４　すみずみ２）

長：新年早々テンション下がるなあ。
ヒ：夢って概して思い通りにはいかない

ものですからね。寄せられた投稿もお
めでたくないものが半分ぐらいを占め
ていましたよ。

金縛りにあっていた。 

 （文・２　うるうる）

40℃の高熱の中、幻覚にうなされる。

 （総・３　さんしょ）

長：悲惨だ。
ヒ：眠る以前の段階ですもんね。

パン屋でバイトしていたので、食パン

を５枚切や６枚切にする夢だった。５枚

切は１枚2.2cm、６枚切は1.8cmにし

てひたすら切っていた。 

 （薬・２　cheeeeeeeese）

（神社前の交通整理のバイト先から徹

夜後帰る電車で寝て）交通整理の手旗信

号の夢を見て、気がつけば電車の中で

Hold up!!（泣） （農・３　大阪北予備軍）

長：初夢の中でも仕事に縛られるだなん
て…。不幸だ。

ヒ：現実に元旦から仕事に駆り出される
私たちも相当不幸ですがね。

友達がなまいきになっていた。 

 （工・３　run）

長：目覚めが悪そう。
ヒ：地味にイヤですよね。

去年…にんじんからきゅうりが生まれ

るという不幸な夢をみた。 

 （工・１　スリッパ研究会代表）

長：どっちかの野菜が茄子だったらめで
たいのにね。

ヒ：どっちにしても気持ち悪い夢じゃな
いですか。

長：う～ん…。やはり初夢はめでたいの
が一番。ここからはめでたい投稿を一
挙大公開！

つ、ついに十人十色載った!!　という

初夢を昨年は見ました。 

 （工・院　KAMONEGI）

長：おめでとうごさいます。
ヒ：正夢になりましたね。

私の顔が一万円札の顔になっていた。 

 （農・院　あつあげくん）

長：めでたいね。歴史に名を残してるよ。
ヒ：京大からそういう偉人が出る日が来

るといいですね。

島倉千代子の代役で紅白に出場するこ

とになってしまい、必死に「人生いろい

ろ」の歌詞を思い出そうとしていた。 

 （文・１　カレッタ）

長：すごいね。大晦日の主役だよ。
ヒ：ちょっと戸惑っちゃってるみたいで

すけどね。

東東東南南南西西西北北白白發發發中

中中で白ツモ。 （文・４　中ビーム）

長：おお！ 何点だ!?
ヒ：多牌。チョンボですね。

寝言で大爆笑したらしい。私は覚えて

いない。どんな夢だったのか気になる。 

 （教・１　おまっちゃ）

長：なんておめでたい人なんだ！
ヒ：めでたいの意味が違いませんか？

私がらいふすてーじの編集長になって

いた。 （文・２　パルシェ）

長：おめでとう！
ヒ：あなたの立場は!?
長：あ…。

富士山も鷹も茄子も出て来なさそうだ

ったので、自分で「一富士二鷹三茄子！」

と叫んで夢を終えた。 （文・院　忘れた）

長：最高にめでたい！
ヒ：ちょっと強引すぎませんか!?

あややと付き合ってた！ 

 （工・４　ぷーたん）

長：ふーん。
ヒ：なに冷めてんですか！ もっと反応

してあげましょうよ！

平山あやと結婚（はーと） 

 （工・４　エジラー）

長：ふーん…。
ヒ：ほら！ めでたい投稿が来てます

よ！ 元気出してくださいよ！

うわきした初ゆめだった。彼女もオレ

がうわきする初ゆめでした。でも今でも

ラブラブです。 （工・３　なすびびんば）

長：…けっ。
ヒ：あらら、へそ曲げちゃったみたいで

すね。じゃあ今月はこのあたりでお開
きにしましょう。2月号もお楽しみに。

「らいふすてーじ」に関するご意見・
ご感想は、中綴じの「読者カード」に記
入の上、生協各店舗の「ひとことPOST」
にお入れください。

また、下記のメールアドレスでもご意
見・ご要望を受け付けております。こち
らもぜひご利用ください。

たくさんの投稿、お待ちしております。

lifestage@s-coop.

十人十色十人十色

例えば…

○元旦は１月１日の『朝』を指すんで

すよ。

○「掛」を「かかり」と読めなかった。

○おすぎとピーコは赤の他人。常識。

・あなただけが知っていること

・あなただけが知らなかったこと

・知ったかぶりのガセネタ

４月号十人十色のテーマは…

？ ！これって
ですか？

大募集します！

私の見た
面白い初夢

ヨコのカギタテのカギ

らいふすてーじ採用４回。Cross Word当選０回!! (法・１　綿菓子)
　⇒かわいそうなので、せめて５回目はCross Wordと同じページに。 (慈悲深い編)

　二重枠の文字を並べ

替えて歌人の名前を完

成させてください。　 

 （出題：shiloann）

酒のつまみにピッタリ

さそり座の次は○○座

tacticsは戦術、strategyは？

幼いときから親しかった人

女のこれは恐ろしい

まっくろくろすけの成分

穀物の神。狐の姿をしている

大金持ちのこと

椅子にこれがあると楽

世界で一番高度が低い湖

暴落しないでくれ～

宍道湖の特産品

花言葉は「美人」

11月号の当選者
答：モミジガリ

応募総数　　　名

正解者　　　　名

当選者　　　　名

・中野　貴博様（工・４）

・荻野　莉江様（総・４）

・大崎　友数様（経・３）

・鈴村　太郎様（工・２）

・上田　裕哉様（理・院）

・高原　朋子様（教・２）

・佐藤せり佳様（総・５）

・若狭　由織様（農・院）

・宮本　佳和様（文・４）

・小川　聖　様（法・１）
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賞品のプリペイドカードは
当選者に直接郵送致します。

読者カードに答えを書いて生協の食堂

や購買に置いてある「ひとことPOST」に

お入れください。　（１月末日まで）

抽選で毎月10名様に、オンバリュー券

1000円分をプレゼントします。

・

・

１ ２ ３ ５ ４ ５

６ 12 ７ 16

18 ８ ９ 21 23 10

25 11 12

13 36 14 39

15 16 43 17 18

19 20 54 21

22 60 23

太陽系で一番太陽に近い惑星

男なのか女なのか…

「万物は○○○する」

財産をすべて失うこと

漢字では「栗鼠」と書く

寝るときに言う挨拶

米英仏露中で構成される国連安保

理の常任○○国

またＥ判定だ…

お互いに顔を知ってる間柄

七福神が乗っている

日本とイギリスでは９時間

「天気記号●」を英語で言うと

深夜の騒音は○○○○妨害

１．

４．

６．

７．

８．

11．

14．

15．

17．

19．

21．

22．

23．
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３．
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５．

９．

10．
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13．
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17．

18．

20．


