
住職（以下、住）：ズズズ（お茶をすす
る音）。ふぅ、もうすっかり秋じゃのぅ。
さて坊主、今日の仕事は何かのぅ。

坊主（以下、坊）：はい、住職様。今日
は供養の依頼で、「枯葉のごとく散っ
たもの」の投稿がたくさんきておりま
す。

住：ふむ。では早速見ていくとしようかの。

一夏の恋� �（文・１　散るからこそ）

住：おぉ、これはいきなり……。若者よ、
今はつらいじゃろうがその経験はまた
一つ君を強くした。これを糧に新たな
幸せを目指すのじゃ。

坊：しかしペンネームがまたいい味出し
てますよね。

住：確かに。いつか散ってしまうからこ
そ、恋というのは美しいのじゃ。

坊：さすが住職様。

住：いやいや、たいしたことは……。
坊：そんな恥ずかしいセリフを臆面もな

く言えるなんて。
住：え？

大学生活への幻想�（工・４　がうす）

坊：この幻想の犠牲になった人がいった
い何人いることやら。

住：じゃがこういうふうに淡い期待を裏
切られることで、人は成長するのじゃ。
大学に入りたての若者にとっては、大
人への入り口のようなものじゃな。

坊：ということは、住職様は大学に通っ
てらっしゃらなかったのですね。

住：？　なんでわかったのじゃ？

入学当初のやる気� �（法・１　アリス）

坊：あー。ありがちですねー。

住：わしもこの寺に来た当初は野心に満
ち溢れておったのぅ。この寺を日本一
の寺にするとかなんとか。

坊：それが今じゃこの有り様ですもんね。
住：ん？　なんじゃ？　よく聞こえな

かったのじゃが。
坊：なんでもありません。ささっ、次に

行きましょう。

集めた会費

サークル仲間からの信頼

� 　　　　　　（農・３　っさんさん）

住：これは重いのぅ……。胃がもたれそ
うじゃ。

坊：一度なくした信頼を取り戻すのは容
易じゃないですしね。

住：そうじゃのう。じゃが、長年かけて
培ってきた信頼もまた、容易に崩れる
ことはないがの。そう、わしとお主の
ようにな。

坊：ははは、そうですねー（棒）
住：わしは真剣に言っておるのじゃぞ!?

友達の家庭（オフレコだぞ）

� （法・２　シャンバリーレ）

坊：あっ、オフレコだったんでした。
住：おいっ。

二重枠の文字を並
び替えてある言葉を
完成させてください。
� （出題：触媒）

7月号の当選者
正解：スイカワリ

応募総数� 108名
正解者数� 107名

・石井　勝之様� （農・４）

・大井　　重様� （文・１）

・大嶽　順平様� （工・１）

・窪田　孔明様� （農・３）

・栽松　　豪様� （経・２）

・田中　友喜様� （総・３）

・村上　　宥様� （工・３）

・安井　大輔様� （文・院）

・大和　礼奈様� （農・２）

・渡邉　優介様� （工・４）
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体表がトゲで覆われた海の生物

生物のもつすべての遺伝情報

婚約の際の祝い酒

気ままな心。自分勝手な考え

石川県にある日本三名園の１つ

非常に大切であること

「こんな夢を見た。」

今体詩に対する言葉

家・芸道などの系統の最初の人

意見がぴったり合うところ

これも実力のうち？

土砂崩れを防ぐために打ち込む

板状の杭

ものの中心部。核

○○を張る、○○を曲げる
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野球で二塁と三塁の間を守る

人の失敗を繰り返すこと

秦→○○→三国時代

道理のないこと

ガスや石油を用いる炊事用の炉

三度の○○より好き

職務についている状態

中国における城の門

hunger

○○○も隙もない

アッサム種と中国種がある

雨が降り出しそうな気配

操業度の増減に関わりなく発生

する費用

空想、幻想

・読者カードに答えを書き、生協各店舗に
設置されている「ひとことPOST」にお
入れください。� （11月末まで）

・正解者の中から抽選で10名様に生協オン
バリュー券1,000円分を贈呈いたします。

タテのカギ ヨコのカギ

※オンバリュー券とは、生協のプリペイ
ドカードに加金できる券のことです。

※当選者の方にはオンバリュー券を直接
郵送させていただきます。
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今月は、はっちゃけても構いませんよね？ （祭的な意味で）� （工・１　柑橘系）
⇒もちろんです！ 何をしようかな……。� （コスプレでらいふすてーじを配るとか；編）



　
坊：ちなみに、僕は住職様のことなんて

これっぽっちも尊敬してないんだから
ねっ！ （オフレコだぞ）

住：だからオフレコになってないぞい！
ツンデレ風に言ってもダメじゃ。

自分はどれだけ食べても太らないんだ、

という自信

� （農・院　ライス国務長官）

住：ぐわっ。
坊：あれ、そういえば住職様、最近お腹

周りが……。
住：つ、次に行くのじゃ。

贅肉（願望）　� （理・４　Rainy）

住：その願望よ、叶えー!!
坊：落ち着いてください、住職様。ここ

に投稿されているのは既に散ったもの
だけです。

住：認めん！ わしは認めんぞー！
坊：ふざけてないで次行きましょう。ま

だまだあるんですから。
住：なんか最近冷たくないかのぅ？
坊：気のせいですよ。

１年振りに会った父の頭髪　

� ���������������（農・３　猫舌）

坊：なぜか威厳もともに散っていきます
よね。

住：わ、わしはハゲじゃないぞ。自分で
剃っておるだけじゃからな。

坊：何も言ってませんって。

過去の栄光　� �����（農・３　迷軍師）

住：まだじゃ！　まだ終わらんよ！　わ
しの毛根はまだまだ現役じゃー！

坊：あ、そういえばこの間住職様にすご
くよく似た人を見かけましたよ。

住：え、どこでじゃ？
坊：リー○21♪（メロディにのせて）
住：dびｓｗｊｋ＃＄％ｊ＊お＃％７!！
坊：住職様、お気を確かに！ 次で最後

です。
住：誰のせいでこんなことになっている

と思っておる！ まぁよい。次でこの
地獄も終わりじゃ。さぁ、どんと来い！

枯葉� （工・３　貧血ぎみ）

坊：さぁ住職様、どう返しますか。
住：そのまんまじゃん！　なんで最後

にこれをもってきちゃったの!?　どう
やってオチつけるのじゃ!?

坊：住職様、落ち着いてください。
住：落ち着けるかー！
坊：いいから！
住：……ふぅ。落ち着いたぞい。こ、こ

れでよいかの？
坊：はい、オチつきました。
住：……。

▼後期の時間割がスカスカで授業料損し
てる気もしますが、Quality of Lifeは急
上昇しております。
 （らいふすてーじだけに；椿井）
▼散ってしまうほど信頼がない。
 （これからこれから；Ⅳ）
▼肩こり腰痛よ、消え失せよ。
 （小指集中攻撃；漆）
▼あああぁぁぁ！ あと３分で作業室を
出なくちゃいけないんだ！ ただ今21時
35分。今から帰省します。
 （下宿中の京都府民；はねず）
▼一番困ったのはペンネーム。嗚呼、あ
ふれ出でたる猫への愛。 
 （「ねころもち」ではないよ；猫ろ餅）
▼明日は紅楼夢！ 楽しみなの～♪
 （そんなことより紅茶のみたい；メイ）
▼タイトルの大きさやべぇ。破壊力ﾊﾞﾂ
牛ﾝ。

（ハーゲンのおかげで頑張れた；ルリア）
▼11月は気候的にもきもの散歩に最適
です。みなさん、ぜひお試しあれ！ あ、
京都きものパスポートもお忘れなく。取
材に協力していただいた方々に心から感
謝いたします。 （special thanks；黒みつ）
▼６月号の応募者数は煩悩の数でした。
 （10字アナグラム、解けますか？；触媒）
▼魔法の使い方を教えてもらいました。 
 （次回こそは；L&P）
▼11月11日は某お菓子の日なので、そ
の日生まれの友人に大量に送りつけたい
と思います 。（おめでとう（笑）；編集長）

「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ご記入の
上、生協各店舗に設置されている「ひと
ことPOST」にお寄せください。

下記のE-Mailアドレスでもご意見など
を受け付けております。ぜひご利用くだ
さい。

http://www.s-coop.net/lifestage/

また、以下のURLにてバックナンバー、
編集部員の裏話、読者カードランキング
などを公開しております。

lifestage@s-coop.net

１月号の募集テーマは……

新しくほしい

・神龍
・ひこにゃん
・マルクス＝アウレリウス＝アントニヌス

……など、たくさんの投稿をお待ちしております。
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from editors

この紙がちゃんと届いているのか心配になる� （工・３　ヨシキ）
⇒ちゃんと届いてますよー� （あなたの心も一緒にね；編）


