
半﨑美子さんとガッチャンコ 

2018.02.22 

 

違う番組のパーソナリティーの組み合わせでトークを繰り広げる”ガッチャンコ”企

画。 

今週2/25（日）14：30頃からは、私とこの方のガッチャンコをお送りします！ 

「ショッピングモールの歌姫」と称される 

シンガーソングライター半﨑美子さんです。 

”涙もろい”という共通点を持つ（？） 

二人がどんなトークを繰り広げるでしょうか。 

お楽しみに！ 

 

最後まで楽しんだ雪まつり 

2018.02.13 

第 69 回さっぽろ雪まつりも終わってしましました。最終日の昨日、大通 7 丁目ＨＢＣ

スウェーデン広場で雪像制作過程のビデをが流れていて、私が写っているとの情報を入

手。行ってきました。 

 

広場の北側にあるモニターで5分程の映像が流れると、出てきました！ 

「ここ！私が作りました！！」という約2秒の映像（笑） 

会場には、雪像作りに携わった人たちの名前が記されたボードもありました。 

1回きりのボランティアでしたが、私の名前まで・・・すみません。 

有難うございます！ 

 

 

 

←私の作ったステージ左側面の場所は、 

雪像の説明書きのボードに覆われて見えませんでした。 

何でも、見えないところで、 

立派な？？？仕事をしている人は居るんだなぁ（笑）  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

ヤクルト健康フォーラムの司会をします！ 

2018.01.31 

2015年にも開催した「ヤクルト健康フォーラム」 

今回は小樽で開催します。 

 

司会は私・田村美香です！ 

腸内環境や身体を守る免疫力について、 

専門の先生のお話しを聞きながら、 

「落語で笑って健康に！」 

桂三段さんの健康落語をお楽しみ下さい。 

 

お土産もご用意！ 

沢山のご応募をお持ちしています。 

 

雪まつり”雪像作りボランティア”に参加してきました！ 

2018.01.31 

1/29（月） 午前9：00  この日の最高気温は-5度以下でした。 

ヘルメットに安全ベルトも装着！ 

作っているのは・・・ 

大通7丁目ＨＢＣスウェーデン広場「ストックホルム大聖堂」の 

ステージの左側面（向かって）の一部。（笑） 

中山峠から運ばれてきた化粧雪 

化粧雪を専門用語で”ネタ雪”と言うそうです。 

”ネタ雪作り” 水と化粧雪（タネ）を混ぜ合わせます！ 

ボコボコの壁面を白く平らにします 

”ネタ貼り” ボコボコの壁面を白く平らにします 

手でバンバンと叩きながら貼って、道具で削って・・・、 

手と腕がかなり痛くなりました（涙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

畳、一畳程の面を1時間以上かけて綺麗にしました。 

雪像見物では、ここを見る人はまずいないでしょうね（笑） 

でも、本人は嬉しい！！綺麗に出来て大満足！ 

 

見上げると、 

 

ステージ上では足場を組んでの作業。 

今回「雪像ボランティアに行くんです。」と 

周りの人に言ったら、声を揃えて 

「美香さん、雪像壊さないで下さいね（笑）」と 

面白おかしく注意を頂きました・・・・・・・・が、 

雪像に触れる事も出来ませんでした！ 



 

ネタ貼り3年。雪像5年。 

初心者の私が上に上がっても、邪魔になってしまうそうです（笑） 

ネタ貼りがスムーズに出来るようになったら、 

上で作業が出来る日も・・・来るかな・・・？？？ 

 

そして、この日はラッキーでした 

 

 

何と、お昼にカレーライスの差し入れが！！ 

暖かいボランティア控室で頂いたんですが、 

冷たいスマホの画面が曇ってます。 

私は午前中だけの作業だったので、 

午後も作業される方を前に、申し訳ない思いで・・・美味しく頂きました！！ごちそうさまでした！！ 

 

最後の I LOVE YOU ♪ 

 2018.01.29 

こんなタイトルの歌があったか、なかったか(笑) 

多分、私が弾く ♪I LOVE YOUはこれが最後かな。 

昨年末に開催した忘年会イベント 

「美香フェス」の中でピアノで ♪I LOVE YOU の弾き語りをしましたが、 

1/28(日)、私が通うピアノ教室のロビーでカフェコンサートが行われました。 

参加させて頂いたのですが・・・・・ 

ビックリ！！！！！ 

手が震えて止まらないほどの緊張でした((+_+)) 

 

これまでピアノ発表会の司会をしたことはありましたが、 

立場が変わるとこんなにも違うものだと初めて知りました(笑) 

 

一緒に参加された方は、経験も曲のジャンルも様々で、 

ピアノをずっと習いたくて大人になって始めた方や、 

小さい頃に習っていて最近また始めましたという方など、 

男性の方もいらっしゃいました。 

 

 私と同じくらいに始めた方々の演奏は、気持ちが分かって泣けました。一生懸命に弾く姿は感動しますね。 

 

全員の演奏が終わってケーキと飲み物で交流会。 

「家で練習が出来ていない時も、レッスンに行くんです！そんな時もあります」なんて本音のお話しを聞くと、 

「そうか、自分だけじゃない」とまた、次の曲の練習が楽しみになりました。 

次の曲は、決っていますが・・・まだ、内緒です(笑) いつかご披露できるかな。 

 

別海町トドワラ氷平線ウォークツアー 

P 2018.01.22 

 

水平線ではなくて”氷平線” 

 

故郷・別海町の観光スポット・トドワラの冬が、今注目されています！ 

 

野付湾の中が凍ると一面氷雪原が広がります。 

 

 

 

この風景をバックに、 

ユニークな写真が撮れます。 



  

 

小道具と遠近法を使って、こんな楽しいトリック写真が撮影できます。 

他にも・・・、 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インスタバ映えしますね(笑) 

 

これまで、冬の野生動物や野付半島の自然について学ぶ 

「結氷した野付半島を歩きましょうツアー」を行う中で、 

写真撮影はしていたそうです。 

その写真がSNSなどで話題になり、写真撮影を前面に打ち出した”氷平線ウォーク”に名称を変更したところ、 

道外から団体バスが乗り入れるようになったり、シンガポール、香港などからは個人旅行客が・・・、 

なんと、前年の5倍の人が訪れるようになったそうです！！ 

 

今シーズンは野付湾の凍り方がゆっくりのようで、 

私が行った1/14は、もう少ししっかり凍ったら出来るという状況でした。 

この日は特別にネイチャーセンターのスタッフに方が付いて安全な場所で撮影をさせて頂きました。 

氷の上は危険ですから、必ず、ネイチャーセンターへ申し込みをして、スタッフの方と一緒に楽しんでくださいね！ 

 

詳しくは、別海町のHPをご覧ください。 

  

トドワラ・氷平線ウォークツアー 

■実施期間／１月～３月中旬頃（結氷状況により異なります）※要予約 

■体験時間／約２時間 ■距離／往復約３ｋｍ 

■スタート時間／午前の部・昼の部 

■料金／大人 3,500円、小学生 1,750円（税込・１名あたりの料金） 

※２名より受付。１名参加の場合、料金1.5倍（5,250円） 

※スノーシューレンタル代含む 

 

 



 

氷平線ミニウォーク 

■体験時間／１時間 

■料金／大人 1,500円、小学生 750円、未就学児無料（税込・１名あたりの料金） 

※２名より受付。１名参加の場合、料金1.5倍（2,250円） 

※ネイチャーセンターの近くで実施するプログラム 

※トドワラまでは行きません。 

※ お申込み・お問い合わせ／野付半島ネイチャーセンター TEL 0153-82-1270 

 

同窓会に行ってきました 

2018.01.15 

この春に、中学の時の担任の先生が定年退職されるとのことで集まったのですが、 

中学の同窓会は初めての参加でした。 

 

卒業以来初めて会う人もいて、「わかるぅーー？！」「○○ちゃん？」「そぉー！！」 

なんて挨拶が飛び交い、会っていなかった時間が無かったかのように、 

楽しい時間が直ぐに始まりました。 

小学校から中学校までの9年間を一緒に過ごした1学年1クラスだけの17人。 

全員は揃いませんでしたが、皆んな立派なおじさん、おばさん（笑） 

 

風貌はそれなりに？変化しても（笑）幼い頃の表情や仕草は、皆んなどこかに残しているものなんだなぁと感じました。 

一番変わっていなかったのは、担任の伊井富美子先生かもしれません。先生、お疲れ様でした！！また、お会いしたいですね。 

 

   

 

 

 

 

弱い田村美香に終わりを告げる？！ 

2018.01.11 

 

先週土曜日の「気ままにWEEKEND」の中で、私は曲紹介の順番を間違ってしましました。 

後にお掛けする曲を先に紹介してしまったのです。 

しかし、スタッフの対応が早かった！ 

その曲もスタンバイしていたため、放送上は何事もなかったように番組は進んで行きました。 

しかし、次のコーナー「ファイターズQ」のシンキングタイムにかかる曲が、 

♪ ノーサイド/松任谷由美 

野球のクイズなのに、ラグビー？！ 

ちょっぴり可笑しいかも・・・と思われた方もいらしたでしょうか？ 

 

良心の呵責にさいなまれて？そんな話しを、今日の「ナルミッツ！！！」の中でしてしまいました（笑） 

 

そして、  

「気ままにWEEKEND」にも沢山の年賀状を頂きました。有難うございます。 



 

中にはこんなユニークなものも  

 “WEEKEND “と “WEAKEND”発音は一緒なんですよね。 

 

 

 

”弱い田村美香に終わりを告げる”一年になるでしょうか（笑） 

 

 

 

 

新年のご挨拶、ありがとうございます！ 

2018.01.06 

 

番組宛てにリスナーの皆さんから多くの年賀状、新年のご挨拶メール、そして年末年始の特別番組の感想など、 

沢山頂戴しました！ありがとうございます。 

 

美香・こず・亜樹3人娘ガッチャンコ大忘年会の様子です。 

その中で、一芸披露がありました。私の芸は↓ 

 

ラジオ向きじゃない ”切り絵”！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大きなつばの帽子を被った亜樹ちゃんとファイトー！のポーズを決めるこずゑちゃん。 

なぜ、切り絵？？？ 

最年明けましておめでとうございます 

 22018.01.04 

2018年も宜しくお願い致します。 

年越しは別海の実家で過ごしました。水平線と雲の隙間から初日の出が見られました！ 

 



  

年末年始の番組でお知らせしていなかった番組がもう一つありました。 

元日の朝8：15から放送の「あけましてじゃがいも！山根あゆみからの年賀状9」 

「カーナビラジオ午後一番！」の山根あゆみちゃんがお送りしている番組です。 

2018年は戌年・・・という事で、戌年でも何でもない私が出演してしまいました！ 

 

私の家に突然ご飯を食べに来たあゆみちゃん。実はドッキリで、”あけじゃが”の収録だったんです。 

全然気付かなかった（笑） 

お土産に持って来てくれたお菓子が、巨大エクレア！！半分食べてしまってから、写真を撮りました（笑） 

最後は、私のピアノ演奏（♪ I LOVE YOU）までオンエアしてくれてありがとう！！今年もよろしくお願いします。 

 

 

ゆく年くる年 

 2017.12.31 

HBCラジオ 大晦日の午後2時から放送、 

「財界さっぽろプレゼンツ ガッチャンコ3人娘 大忘年会」に登場します（笑） 

HBCラジオのパーソナリティー小橋亜樹ちゃん、斉藤こずゑちゃんと私の3人がまたまたやってしまいます。 

新年は、1月1日午前9時から「新春初笑い ナルミッツ大賞！！！」 

2017年番組でうまれたNGシーンをお届けします。今回こそ、NGクイーンの座は返上したいです（笑） 

そして、1月3日午前8時15分からは「気ままにWEEKENDスペシャル 松前町夫婦の手紙ベストセレクション」をお送り

します。「松前町 夫婦の手紙」のコーナーで、これまで紹介した作品の中から、 

加藤雅章ANと私田村美香が心に残った手紙を6作品ご紹介します。 

レギュラー放送は、1月4日からです！2017年、有難うございました。2018年もどうぞよろしくお願いします。最後の I  

間違えました 

2017.12.21 

先週の「気ままにWEEKEND」のトピックスで、面白領収書の話題が出ました 。 

衣飾袋・・・”衣装代” なんですが・・・、 

衣・飾・袋？・・・・気持ちは分かるのですが、残念！（笑） 

間違えで言うと、喫茶店の張り紙 に・・・・”ふわふわ～玉子”かなぁ？ 

そんな、私はこんな間違え。 

タグが・・・、こっちのタグも・・・。後ろ前！？なんで、気付かないかな？（笑） 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017美香フェス報告② 

 2017.12.10 

 

テーブル対抗ゲーム大会！ 

今年の出来事や田村美香に関することを出題 

。私が独断と偏見で採点。 

”美香ポイント”も差し上げました。 

続いての大抽選会では、過去最高数の賞品提供を頂き、大変な盛り上がり！ 

喜びのあまり、当選の方の口から”入れ歯”が飛び出してしまうハプニングもありました（笑） 

ご協賛くださった団体、企業、個人の方々に心から感謝申し上げます。 

そして、最後はじゃんけん勝ち残りの方に、 

小樽朝里クラッセホテルのペア宿泊券をプレゼント！ 

 

 

今回、HBC水野善公ANが参加くださったんです。 

優勝インタビューで盛り上げて下さいました。 

即席のお立ち台を用意して、 

「実況席、実況席！・・・・・」 

水野さん、有難うございました！ 

 

最後は、去年始めたピアノに今年も挑戦させて頂き・・・・、 

 

♪ I LOVE YOU/尾崎豊  

緊張した！！！イントロから先がなかなか進まなかったけど、 

何とか最後まで弾くことが出来ました。（笑） 

来年はもう少し上手になってるかな？ 

 

遠くから、近くから、 

この日の為に時間を作ってご参加下さった皆さんに、 

そして、携わって下さった全ての方に感謝致します。 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございました！！！心かさねて 

 

2017美香フェス報告① 

2017.12.06 

年末恒例のイベント、 

今年で5回目を迎えた田村美香フェスティバル略して”美香フェス” 

札幌北広島クラッセホテルの12階スカイラウンジに、札幌市内周辺はもちろん、 

遠くは釧路、遠軽、紋別、旭川、様似、豊浦、伊達・・・などから100名を越えるお客様がお集り下さいました。 

ありがとうございます！今年のテーマは「田村美香の一年を振り返る」 

オープニングは町娘風。歌うは ♪ 夢芝居・・・なぜ？白塗り？ 

7月に田村美香と行く利尻礼文ツアーでのこと、 

バスの中で出題したクイズ 

「ナルミッツ！！！金曜みか劇場の中で、私は何と呼ばれているでしょうか？」 

答え：支配人 

ところが、自信を持って答えて下さったその答えが 

”座長”！！！（笑） 

座長・座長・座長といえば・・・・・・梅沢冨美男さん ♪  夢芝居 



本当は、綺麗な女形（女ですが・・・笑）の衣装を着たかったの

ですが、 

白塗りにした町娘風が精一杯。 

黄八丈の着物に角出しの帯を締めてみました。 

 

 

歌い終わっての乾杯！！ 

 

 

乾杯後、お客様には食事を楽しんで頂いている間に 

早速のお色直し。 

 

 

                   今度は洋装で登場！ 

 

♪ CAN YOU CELEBRATE? 

 

ナルミッツ！！！の「今日の午後占い」でお馴染み

パトラママ。 

お正月の特番で占ってもらうと 

「今年の5月に良い出会いがありそう」 

5月は普通に過ぎていきました。 

私が気付かなかっただけなのかなぁ・・・・・（笑） 

気分だけウエディング♡♡♡ 

  

さぁここから、怒濤のゲーム大会に突入します！ 

つづく。 

美香フェス準備完了！ 

2017.12.03 

午前1時前、会場準備完了しました！ご参加の皆さん、お待ちしていますね。 

おやすみなさい����� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の I LOVE YOU ♪ 

”美香フェス”最終打ち合わせに行ってきました！ 

2017.11.20 

近づいてきました！！12/3（日）の忘年会イベント「田村美香フェスティバル」 

会場の札幌北広島クラッセホテルへ最終打ち合わせに行って参りました。 

抽選会の賞品や衣装などを運び、スタッフの方々と進行の確認をさせて頂きま

した。 

びっくり！！12階のエレベーターを降りると 

クラーク博士が迎えてくれました（笑）クラーク博士がこの言葉を残したのが、

北広島ですもんね。 

指の先に見えるのは・・・・・美香フェス会場のスカイラウンジ「ノースエル

フィン」の扉 

12/3（日）13：00にOPEN!  

 



 

北海道農業応援スペシャル  

 2017.11.16 

11/11（土）にお送りしたHBCラジオの特番「北海道農業応援スペシャル」 

私は道南地区の農家にお邪魔してリポートしました。 

朝8：00 今金町の仁木農園でアスパラの漬物を紹介しました。 

この時期のアスパラはハウスの中でこんなことになっていました！ 

雨風強い嵐の中継スタートでしたが・・・、 

近くを流れる清流日本一の綺麗な後志利別川の伏流水が 

仁木農園に湧き出ていました。 

綺麗な水が育むアスパラにストーリーを持たせて、 

モダンなパッケージの漬物で”今金のアスパラ”をPR。 

今年の漬物は完売！ 

残念ながら試食は出来ませんでしたが、 

来年のアスパラは、今養分を蓄えています。仁木宏直さん有難うございました。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13：00 道の駅「だて歴史の杜」 

伊達産の農畜産物が沢山並んでいました。 

休憩スペースでは、3元豚を使った”ぶぅ玉”や 

伊達産の野菜がゴロゴロ入った”ビーフシチューパイ”を頂きました！美味しかったです。 

 

16：00 むかわ町の佐藤農園へ 

佐藤啓太さんのお母様が作った味噌で、 

奥様があったかい味噌汁を作って下さいました。心と体に沁みました！ご馳走さまでした。心 

 

 

かさねて 

 

 

 

 

 

 

 



流し団子 

 2017.11.04 

ご年配の方々には 懐かし食べ物なのでしょうか？ 

水で溶いたでんぷんを生地に煮豆を加えてフライパンで焼いたもの。友達のお母さんが作って

くれて、初めていただきました！ 

中が柔らかくて、外側がパリッ！煮豆の甘さがアクセントになる素朴なおやつ。 

流し団子。「昔は、薪ストーブの上で焼くと、ストーブの蓋の輪っかの溝に生地が入るのよねー。」

とお母さん。 

 

あーーーっ！ 

 

 

薪ストーブの蓋の形が蘇りました。初めて食べたのに、なんだか懐かしい味でした。 

 

今週のナルミッツ！！！は 

2017.10.14 

水野アナウンサーが一週間お休みという事で、日替わりでアナウンサーが登場！ 

木曜日は加藤雅章AN。「気ままにWEEKEND」ならぬ「気ままにTHURSDAY」 

土曜日以外で加藤さんと番組をやるのは新鮮でした！！ 

金曜日は卓田和広AN。終始、ゆるーーーーーーい放送になりました（笑）お二人、ありがとうございました。 

 

 

2017 田村美香フェスティバル・満員御礼！！ 

 2017.10.12 

 

12/3（日）13：00～札幌 北広島クラッセホテルで開催の忘

年会イベント 

「田村美香フェスティバルテュリャテュリャテュリャテュリ

ャリャ～♪」 

お陰様で定員に達しました！！沢山の電話を頂戴し、有難う

ございました。 

 

 

 

申し込みを受けられなかった皆さんごめんなさい。またの機

会にご参加お待ちしています。 

お申込みの皆さん、一緒に楽しみましょう！ 

 

2017HBCラジオ稲刈り体験教室開催！ 

2017.09.27 

9/24（日）、70名以上の親子の皆さんと水野ANと一緒に江別市美原の田んぼで稲刈りをさせて頂きました！ 

前夜の激しい雨が心配でしたが、朝を迎えたら快晴！！良いお天気の下、無事開催することができました。 

今回も美原若衆の皆さんにお世話になりました。 

去年に比べると稲穂の実入りが良いそうです。 

「良いそうです！」って「去年も参加しているだろう！！」という声が聞こえてきそう（笑） 



 

言われてみたら・・・一株の・・・重さが違う・・・・・・・ような・・・・（笑）、 

来年から意識して収穫しようと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稲刈りの後は脱穀。千歯扱き（せんばこき）を使い地道な作業です。 

昔の人たちは本当に大変な思いをしてお米を作っていたのだと毎回実感！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汗をかいた後は、ご飯が美味しい！ 

美原産のお米と野菜がたっぷり入ったカレーライス。 

ジャガイモの冷製スープ（ビシソワーズ）はお代りしてしまう程の美味しさ。ご馳走さまです！！ 

そして、食後は今回も水野さんとアトラクションの紙芝居。 

家族対抗のゲーム大会で楽しい時間を過ごしました。 

午後は、石狩にあるパールライス工場の見学。 

夕方4時頃HBCに無事到着。ご参加の皆さん有難うございました。 


