
『らいふすてーじ』に関するご意見・
ご感想は挟み込み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。

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。
http://www.s-coop.net/lifestage/

らいふすてーじではTwitterで記事の
裏話などをつぶやいています。アカウン
ト名は　@ksgi_lifestage　です。

lifestage@s-coop.net

FROM EDITORS

恵比寿（以下、恵）：とうとう七福神総
選挙の時期が来てしまった……。俺は
無事に七福神に残ることができるのだ
ろうか……。

大黒天（以下、大）：だが俺たちも長い
間七福神を務めているからな。そう簡
単にひよっこどもに譲る気は無いぞ。

毘沙門天（以下、毘）：そうだぜ、恵比寿っ
さぁん！ 俺っちはこのメンバーで七
福神を続けたいんだ！

弁財天（以下、弁）：毘沙門天様の言う
通りですよ。……毘沙門天様以外全員
外れてしまえばいいのに。

福禄寿（以下、福）：今、弁財天ちゃん
小声で怖いこと言わなかった……？

寿老人（以下、寿）：ふぉっふぉっふぉ。
弁ちゃんもまだまだ若いのう。愉快
じゃ愉快。

布袋（以下、布）：あ、他の候補者達が
集まったみたいです！

　ゴリラ （文・２　めがね　他多数）

恵：……俺はこの総選挙もう生き残れる
気がしない。

一同：早っ！
恵：あんな体格良くて、バックにはかの

京都大学の総長がついているゴリラさ
んにどうやって勝てばいいんだ……。

大：ゴリラに「さん」づけか……。
毘：か、仮にゴリラに負けたとしてもあっ

ちの候補者には勝てるっすよ！

　ゆるキャラ （医・１　沢）

恵：ゆるキャラさんだと……。子供たち
に大人気なのに勝てるはずが……。

弁：ゆるキャラは今年の『らいふすてー
じ』５月号で取り上げられるぐらいに
大学生にも人気ですものね。私の特集
はいつになるのかしら。

福：バックナンバーは右ページ下部の
URLから読めるよ！

寿：ほれほれ、本題から離れておるぞ。
今日は恵比寿君を元気づけるために集
まったのじゃろう。

布：それも違うんですけどね……。他の
候補者を見てみましょうか！

　大福 （文・３　たーたまん）

恵：そんな……。俺たちの上位互換様が
立候補するなんて……。

大：とうとう「様」づけか……。
毘：そんな弱気でどうするんっすか!?　

相手は生き物ですらないんっすよ！
福：生き物じゃない立候補者はたくさん

いるみたいだよ！ あそこの立候補者
とかもそうみたい！

　福神漬 （文・院　素　他多数）

恵：あ、あれは福
ふくじんつぶし

神潰……。もう俺はダ
メだあ！

毘：あっ、恵比寿さん、どこ行くんすか！
……あれ「漬」であって「潰」ではな
いんっすけどね。

大：なに、やつならすぐに戻ってくるさ。
弁：恵比寿の様子を見て他の候補者達が

活気づいてるみたいよ。

　やっかみ （法・２　ゴマちゃん）

弁：これまで恵比寿が七福神を務めてい
たことに対する不満が爆発してるみた
いね。

福：恵比寿がどんなにがんばってるかも
知らないで。あんなやつらじゃ務まる
はずもないのに……。

寿：じゃが案外こやつなら務まるかもし
れんぞ。

　寒天 （農・院　せやな鳥　他１名）

寿：弁ちゃんの代わりがの。
弁：何を言っているの。あなたそろそろ

ボケてきたんじゃない？ ちょうどよ
い機会よ、とっとと引退して隠居しな
さい。

布：弁財天さん、口の利き方に気をつけ
てください。寿老人さんも話をややこ
しくさせないでください。

大：だが七福神に新たな女性を入れると
いうのはありかもしれんな。ほら例え
ばあの子とかどうだ？

　総選挙で決まったアイドル
 （工・院　マンモス）

毘：おお！ アイドルなだけあってあの
子かわいいっすね！

布：すでに総選挙を勝ち抜いた実力もあ
りますし弁財天さんにとって強力なラ

イバルになりそうですね。
弁：……大黒天のやつ、余計な情報を。
寿：弁ちゃんは他の男には興味ないのか

の？ ほれ、あやつなどよいんじゃな
いかの？

　福沢諭吉 （文・１　C）

弁：あの程度の男に興味は無いわ。あの
男のブロマイドは欲しいけど。

福：あぁ……要するにお金が欲しいって
ことね。

恵：弁財天ちゃんがそんな性格が悪い子
だとは思っていなかったよ……。

大：おお、恵比寿。やっと戻ってきたか。
ちょうどこれから新七福神の発表みた
いだぞ。

恵：あぁ、ここまで来たら腹をくくるし
かないからね。大丈夫、俺たちならま
たこのメンバーで七福神になれるさ。

毘：そうっすよ！ 恵比寿さんの言う通
りっす！

司会：発表します。新七福神はこちらの
方々です！

　ダイコン、ナス、ナタマメ、レンコン、
キュウリ、シソの実、シイタケ

 （薬・３　だるせぐの）

毘：この野菜たちはもしかして……？
寿：福神漬の材料じゃの。
恵：やっぱり潰されたー！

▼ノスタルジックJ-POP。
 （ポピュラー音楽も芸術ですよ；勿忘）
▼引退記事にして初クッキング。
 （作ってみてくださいね；ひつじ）
▼非リアネタや単位ネタなんて。（十色
で採用される時代はもう終了；茶休）
▼気が付けばあっという間の２年間。
 （引退したら何して生きよう？；金魚）
▼私の髪がさらさらだったら
 （もっと記事を書けたのに；天戸蛙）
▼ふりかけと金魚の餌って似てませんか
 （変なこと言ってすみません；トマト）
▼やっぱり解くのと作るのとでは違いま
すね （大変でした；そると）
▼私たちらしい楽しい終わり方ができた
なと思います （ありがとう！；バンビ）
▼らいふすてーじをこれからも
 （よろしく；鍵っ子）
▼最後に念願のお天気記事が書けました。
 （気象予報士としての役目；みどり）
▼たかしがお送りする医療系シリーズ第
三弾です。（これで終わりです；たかし）
▼およそ１年ぶりのアンケート企画でし
た。（たくさんの面白い回答、ありがと
うございました！；高速）
▼去年が空梅雨だったのもありますが、
京都は梅雨にあまり雨が降らないことを
越してきて知りました。 私の地元の梅
雨は、断続的に雨が降り雲の切れ間もな
い状態が続くので、京都の梅雨は何とも
快適なものだと思ったのを覚えています。
 （暑さは京都に劣りますが……;編集長）
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小、中、高校生は夏休みですね…。 （工・４　とげなしとげとげ）
⇒夏休みほしければ履修登録しなければよいのでは 
 （ちなみに履修登録忘れるとKULASISから「時間割」のタブが消えるんですよ（体験談）；編）                                                                           

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：そると）

５月号の当選者
正解：シンリンヨク

応募総数 102名
正解者数 101名

・大石　瑞貴様 （工・院）

・岡原　拓馬様 （工・院）

・木村　知玄様 （工・院）

・九野　宗大様 （医・４）

・児玉　和矢様 （理・４）

・下森　　舞様 （医・３）

・竹川和佳子様 （工・２）

・徳野　隼也様 （工・４）

・弓矢　真穂様 （農・院）

・吉田由季子様 （工・院）

１．

２．

３．

４．

５．

６．

９．

13．

14．

15．

16．

17．

19．

20．

ブラジルの公用語は○○○○○語

平安時代、治安維持のため置かれた令外官

十二支の３番目

物事を始める手がかり

東大寺南大門にあるものが有名な仏像は金

剛○○○像

小麦粉をバターで炒めたもの

フランスの哲学者。「我思う、故に我あり」

の名言を残した人物

パイ生地で作った器に卵液を流し込んで焼

いたフランス料理

小説『戦争と平和』の著者

オランダ独立国家の初代君主ウィレム１世

はこの家の出身

「汗をかかせるもの」の意を持つ衣類

二院制の議会において、日本では衆議院に

あたるもの

行き着く最後の所。末路

利き〇〇、〇〇前、〇〇相撲

１．

４．

７．

８．

10．

11．

12．

13．

15．

16．

17．

18．

19．

21．

22．

23.

ビリヤードの球台の穴

９世紀、ギリシア文字を基に作られた文字

ふりがな用の小さな文字

行進曲の名前になったオーストリアの将軍

この上にある記事は十人○○○

「案山子」の読み方

英語で「starvation」

ギリシャ神話に登場する魔女。オデュッセ

ウスの部下を豚に変えたことで有名

旦那、主人、亭主のこと

表計算ソフトのマス目

練ると辛くなると言われる調味料

19世紀、サルディニア王国がサヴォイアと

共にフランスに割譲した地域

種子の中にある養分を蓄えた部分

荘園などの田地を請作していた農民

菩薩が肩から垂らしている長い布

プラグマティズムを大成させたアメリカの

教育学者

・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。 （７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。

クロスワード当たらなすぎて裏面記入する気がおきひん！ （工・院　匿名希望）
⇒はみだしへの投稿記入して頂いてありがとうございます！ （来月以降もよろしくお願いしますね；編）
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