
FROM EDITORS

――とある神社にて――

とある編集部員（以下、編）：元旦は過
ぎちゃったけど、今年も初詣に来たぞ。
えっと、今年は何をお願いしよう。

？？？：若いのに初詣とは感心じゃな。
編：（うわ、誰だこのおっさん）
神様（以下、神）：失礼なやつめ、心の
声も聞こえておるぞ。まあ驚くのも無
理はない。わしは神様じゃ。お前さん
の願いを聞いてやろう。

編：え、僕の願いを叶えてくれるんです
か？　ねぇ、そうなんでしょう⁉

神：そう焦るな。願いは聞くが叶えると
は言っとらんぞ。禍福は糾

あざな

える縄のご
とし、いいことだけを叶えることは神
であるわしにもできん。

編：（それって、願うようなことは何も
叶えてくれないんじゃ……）なら、た
とえばどんなお願いだったら叶えてく

れるんですか？
神：そうじゃのう。今朝、一番に初詣に
来たサラリーマンは「落とした財布が
見つかりますように」と願っておった
から

落とした財布が見つかったが中にはレ
シートだけしか残ってなかった

� （工・４　桂坂のクマ）

神：くらいは、叶えてあげたのう。
編：それって結構悪質ですよね……？　
期待させておいて落胆させるんですか。

神：見つかっただけでもよかろう。
編：まあ、そうですけど。他には何かな
いんですか？

神：他には、「マッチョになりたい」と
お願いしてたやつがいたのう。せっか
く叶えてやったというのに、そいつは
帰り際に

マッチョになったが表情筋だけ
� （医・３　おのす１）

神：ってどういうことだよ、ってぼやい
ておったな。

編：いや、本当に悪質だな！　
神：まあそう言うな。わしにだって限界
はある。それに、まともなお願いも叶
えとるぞ。

編：（今までのをまともじゃないって認
めちゃったよ、この神様……）まともっ
て、どんなのですか？

神：あれは、家族の幸せを願っておった
男性じゃったな。ここ最近不幸なこと
が続いているようじゃったから、わし
も奮発して

娘の結婚� （工・院　豪快の梶）

神：を叶えてやったぞ。帰りに泣くほど
喜んどったわい。

編：それって純粋なうれし涙なのかな
……。

神：それはそうと、まだお前さんは願い
事が決まらんのかい。

編：そうですね……（この神様にお願い
するとろくなことにならないな……。
彼女が欲しいっていうのは去年願った
らすぐに叶ったからいらないし、まと

もなことで叶ってほしいこと……）た
とえば、

この１年で起こる不幸を先に教えてく
れた� （理・２　コスモス）

編：とかどうですか？
神：いいのか？　24時間くらい話すこ
とになるが。

編：いや、やっぱいいです。
神：そうかそうか。お願いがないなら、
こっちで決めてもいいんじゃぞ。

懸賞で当たったものが緑のボールペン
１ダース� （医・３　おのす３）

神：とか、どうじゃ？
編：いや、いりません！
神：わがままな奴じゃのう。では、

下宿で１人寂しいと思ってたら、実家
に引き戻された�（医・３　おのす４）

神：はどうじゃ。
編：（うっ、確かに最近下宿はしんどい
けど……。でも自由を失うわけにはい
かない！）遠慮します。字をきれいに
してください、とかどうですか？

神：すべての字は難しいぞ。

「ゑ」だけ綺麗に書けるようになった
� （農・１　秋華）

神：とかでいいなら、そうするが……。
編：使いどころねえよ！　もう普通のお
願いを叶えてほしいです。

神：ならば、

彼女の知らない一面に会った
� （工・３　ぺん太）

神：とかにするか。
編：（お、これはまともでは……。普段
厳しいところばっかりだし、たまに
は甘えてくれるところとか見てみた
い！）それでお願いします！

神：素直なのはいいことじゃ。ほい、叶
えたぞ。ついでにサービスじゃ、ここ
に彼女を呼んでやろう。

編：え、ありがとうございます！

―神社を出て―

編：あ、本当にいる！ あけましておめ
でとう！　今年もよろしく！

彼女：今年もよろしく……じゃないわ
よ！　忘年会のあと一緒にいた女の子
は誰よ！　不倫は許さないって去年付
き合ったときに言ったよね。今年一年
は説教かしら。

編：いや、あの子は違うから！　ただの
友達だから！　許して！ （知らない
一面って、嫉妬かよ……。今からでも
彼女に怒られないようにってお願いし
たい……）

▼私のことは嫌いになっても、らいふの
ことは嫌いにならないで下さい！ （新
編集長頑張ってーby旧編集長；わがし）
▼引退前の最後の記事は、未練のないよ
うにするぞ（かくしてやりたい装飾を全
載せしたページができる、と；西風）
▼起：昔々あるところにおじいさんがお
りました。（おじいさんは山へ、らいふ
すてーじに入部しにいきました；利休）
▼承：それから時はながれ35周年。僕
らはまだ３年目です。（なお、初記事は
半年前；狭韋）
▼転：そんなこんなあって（？）入った
らいふももう引退やん、はや……。（好
きならいふすてーじは先々月号；楽和）
▼欠：ということで人生という長い道の
りを20余年過ごしましたが、（この大学
生活で多くの未来を失いました；雑種）
▼年を重ねるほど時の流れが早くなるそ
うですが（齢20歳でこの早さ；ふえい）
▼昨月、私も20歳になりました。つい
に成人式です。（成人式は晴れ姿で；日和）
▼別れの数だけ出会いの数もあります。
というわけで、これからよろしくお願い
します。（先月入部しました；徳太）
▼旧ロゴでお送りする最後の表紙を担当
しました。ロゴとともに作成担当も変わ
ります（今後もよろしく；針鼠）
▼寒くてこたつを出しました。（電源入
れずに入るこたつは寒く感じる；余白）
▼らいふすてーじは35周年、つまり（ら
いふサイクル論だと成人期？；編集長）

『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。たく
さんの投稿、お待ちしております！
らいふすてーじ編集部ではTwitterで

月ごとに記事紹介をしているほか、Web
ページにてバックナンバーを公開してい
ます。
また、ご意見などはE-Mailでも受け付

けております。どうぞご利用ください。
Twitter:@ksgi_lifestage
Web:	 www.s-coop.net/lifestage/
Mail:	 ksgilifestage@s-coop.net
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二重枠の文字を並
び替え、ある言葉を
完成させてください。
� （出題：余白）

11月号の当選者
正解：スケートリンク

応募総数� 86名
正解者数� 86名

・竹原　凪人　様� （工・院）

・赤木　美佳　様� （工・２）

・石田　久征　様� （工・院）

・佐伯　和香　様�（経営・院）

・山中　豪　　様� （情・院）

・水谷　木乃花様� （農・１）

・大西　祐　　様� （理・４）

・三宅　淳夫　様� （他）

・松下　修平　様� （工・４）

・山本　晶　　様� （薬・院）
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椋鳩十の童話。『大造じいさんと○○』
マードックが提唱した家族の基本単位
第一頸椎
イタリア語で牛乳。カフェ○○など
2019年は「己亥」
実が米になる一年草
婚礼で和装の花嫁がかぶるもの
濃度の低い塩化水素水溶液
同僚、仲間、同輩を英語で
冬の夜できる、細い氷柱の集まり
涸れ川のこと
何度も罪を犯すこと
○○から牡丹餅
SVOCのC
○○を連ねる。○○を争う
中和反応では水と○○が発生
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劉邦の大軍が項羽を包囲した地
○○揚げ。○○衣。○○歌
五重奏。五重唱
蒸発熱の別名
圧電効果を利用した電気素子のことを
○○○素子という
○○○○県の県庁所在地は金沢市
足首、くるぶしを英語で
書物の内容を示した見出しを順序立て
て書いたもの
中山道の第一の宿は○○○○宿
由紀しげ子の短編小説。第21回芥川賞
を受賞した
オリンピックのメダルは銅メダル、銀
メダルと○○メダル
眼鏡やコンタクトを使わない状態

・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。� （１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。

24

そうだね、プロテインだね！� （工・４　パンはパンでも食べられないパンツ）
⇒んー‼　んーっ！ んー‼　んー⁉� （懐かしいネタっていいですよね；編）

オンバリュー券ありがとうございます。毎月クロスワードやります。� （薬・２　アスナは俺が守る）
⇒ありがとうございます。そう言っていただけると作り甲斐があります。� （今月のクロスワードも楽しんでください；編）


