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【自己紹介】４月入社の新人さんはどんな人？（大阪本社：〇〇さん）
【未知の世界】
「うどん学会」とはいったい・・・ 〇〇さんが潜入！
【必見】明日から使えるお昼ご飯ＭＡP ※大阪編は次号にて掲載します。お楽しみに。
【Noseteki-X-ファイル】科学で説明できないことなんて山ほどあるんです。
【おにぎり占い】おにぎりの夢、見たことありますか？
【魔法界へのお誘い】新人編集係の趣味が全開。あたたかい目でご覧ください。
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2018 年 公園めぐり

２０１８年

天王寺公園

公園めぐり

天王寺公園は、新世界の近くにあります。昔は有料︵たしか百円？︶でしたが、最
近は無料で、週末になると家族やカップルなど色んな人が集まって、思い思いの休日
を楽しんでいます。公園内には、有料ですが大阪市立美術館や慶沢園
︵日本庭園です。︶
などの施設があり、のんびり静かに憩いたい方にピッタリの公園です。
そんな魅力いっぱいの天王寺公園ですが、私のお勧めは、公園内にある池です。六

鶴見緑地公園

秋の風車広場（花はコスモスです）

鶴見緑地公園は、平成二年の
国際花と緑の博覧会︵花博︶
の跡地に整備された公園です。
花博のパビリオンは、既に撤去
されていますが、咲くやこの
花館や命の塔︵閉館中︶が現在
も残っています。
入場料は無料で自宅から結構近
いこともあり、子供達を連れて
よく遊びに行きました。

一番のお気に入りは、風車の広場です。風車の下の花壇は、春になるとチューリッ

プ、夏になると向日葵、秋になるとコスモスが綺麗に咲きます。

いつ行っても、まるで外国にいるような気分を味わえます。

太陽が眩しい向日葵たち

月くらいには、綺麗な菖蒲の花を見ることが出来ます。
菖蒲の時期が過ぎて、初夏を迎える頃に描いた絵です。

影が長くなってきた。眩い夕陽が水面に映る。
それに混ざるように、夕暮れが溶け込んでいく。
やがて水面から夏の匂いが放たれていく・・・。

河底池の夕暮れ

2018 年 公園めぐり

長居公園

長居公園は、天王寺公園より更に
南に位置した公園です。競技場と

今回、三つの公園を
紹介しました。︵図参照︶

大阪市内には、紹介した公園以外
にも、まだまだ魅力溢れるたくさん
の公園があります。
是非、ご家族やお友達と一緒
に訪れてみて下さい。

紙面の関係で、残念ながら
そろそろお別れです。
拙作ですが、紫陽花の絵と詩を
ご覧下さい。

紫陽花の歌

丸い丸い花がいくつも集まり

雨になる濡れてキラキラ輝く

紫陽花の花

小さな小さな花びらがいくつも集まり

雨上がりの優しい日射しを浴びる

紫陽花の花

ひとつふたつ数えて、数えて…

数え切れない

数え切れない満ち溢れる命の輝き

最後まで、読んで頂きありがとうございました。

大阪市公園マップ

して有名ですが、競技場に勝る
とも劣らない広大な植物園があり
ます。
植物園は有料︵二百円︶ですが、
園内には千二百種以上の植物があり
、薔薇園、紫陽花園など四季折々の
花が楽しめます。
が
また、四月におしゃれなカフェレストラン・ HANDSOME bot GARDEN
オープンしました。
気持ちのいいオープンスペースにある大きなテントやソファでくつろげます。
インスタ映え間違いなしです。まるで海辺にいるように風を感じながらのビールは
最高です。

大池の蓮は夏も元気一杯です

ドイツビールで乾杯

夏の友

夏の友
平成最後の夏、皆さんはどのように過ごしましたか。

堀内

隆志

﹂ではな
ROCK IN JAPAN FESTIVAL

海・山・川・夏祭り・花火・・・夏の風物詩はいくつもありますが、個人的な意見
として一番は夏フェス、より詳しく挙げると﹁

﹂と言わせていただ
ROCK IN JAPAN FESTIVAL

いでしょうか。フジロックフェスティバル・サマーソニックなど夏の音楽フェスは数
多くありますが、やはりメインは﹁

日
4 間入り浸ってきました。今回はそんな愛して

きます。︵単純に洋楽を全く聞かない、ロックバンド好きという事もありますが︶そ
んなロッキンに今年は初全日程の
やまないロッキンやバンドについて少し紹介できたらと思います。
まずはフェスに詳しくない方も多いと思いますので、概要から紹介したと思います。

﹂とは？
・ ROCK IN JAPAN FESTIVAL
２０００年から始まった野外音楽フェスティバルで、毎年８月
上旬︵２０１４年以降は第１週・第２週の土日４日間︶に、茨城
県の国営ひたちなか海浜公園にて開催されるイベントです。
日本で活躍するロックバンド・ -J POP
など多彩なジャンルから
メジャー・インディーズ問わずに様々なアーティストが参加して
います。今年の出演アーティストは全２０１組、４日間の来場者
数が約２７万人という国内最大の野外音楽フェスティバルです。
今年は大トリにサザンオールスターズが出演する事で話題にもな
りました。

に曲が上
YouTube

ここからは出演アーティスから私の個人的に好きなアーティストを勝手に紹介させ
ていただきます。オススメ曲も挙げていますので、気になる方は
がっているので視聴してみてください。

︵フォーリミテッド サザビーズ︶
・ 04 Limited Sazabys

04 Limited ﹂をバンド

通称﹁フォーリミ﹂、２０００年に名古屋で結成された男４人組のロックバンドで

す。バンド名は﹁

名につけたいというアイデアと﹃機動戦士ガ

ンダム 逆襲のシャア﹄に出てくるモビルス

ーツ﹁サザビー﹂からの引用が由来となって

います。

そんなフォーリミの魅力はなんといって

︵写真右︶の少年のようと
もボーカル・ GEN

言われるハイトーンボイス。ギターコーラス

- TA
︵写真右２︶の特徴あるダミ声︵濁
RYU

った様な声︶との差が両者を際立たせている

事も魅力になっていると思っています。

曲は比較的疾走感のあるメロディーが多

く聞きやすい。曲、歌詞や演奏医術などトー

タルバランスの良いバンドと思います。︵ハ

イトーンボイスが好みではない人の多くは嫌いといいますが・・・︶

また、ライブパフォーマンスが高く、コメディ要素も多くあるため音楽以外でのラ

イブへの期待値が高いバンドです。以前はライブにてリフトやダイブなど、一般的に

危険行為と呼ばれる行為がありましたが、現在では禁止となっており、以前より平和

になっています。そして、ライブグッズがおしゃれです。ライブＴシャツは部屋着と

なる可能性大ですが、私服活用も出来るアイテムもあります。視聴してファンになっ

﹂﹁
Terminal

﹂﹁
Letter

﹂
Squall

た方は是非、ライブ参戦の際にはチェックしてみてください。
■オススメ曲﹁

夏の友

通称﹁ マイヘア﹂、２００８年に新

されたスリーピースバンド。結成直後の活動

通称﹁ ヤバＴ﹂、２０１２年に大阪で結成

・ヤバイＴシャツ屋さん

潟で結成されたスリーピースバンドで

休止・再開が多く、実質の活動は２０１４年

・ My Hair is Bad
︵マイ ヘアー イズ バッド︶

す。２０１６年頃から一気に表に出てき

頃から。バンド名は大学時代の先輩がヤバい

だからだと﹄と作詞担当の椎木︵写真中

くらいしか書くことのない平凡な人生

さ。﹃恋愛が１番ドキドキするし、それ

そんなマイヘアの魅力は歌詞の正直

ド名っぽいし、なんか格好いいと決定。

に関しては関西弁で歌っていたり、﹁ 喜志駅

が本当の情報か一見分かりません。︵笑︶曲

公式ホームページの情報も冗談満載なので何

ライブトーク、公式ホームページに至るまで。

けた歌詞。ふざけているのは歌詞だけでなく、

そんなヤバＴの魅力はかっこいい曲とふざ

ャツ屋さん﹂と呼んでおり、そこから決定。

ほど安いＴシャツが買える店を﹁ ヤバいＴシ

た大道なギターロックバンド。バンド名
はベース・山本︵写真左︶の発言﹁
My

央︶は語っていましたが、失恋の悲しみ

周辺何もない﹂や
﹁産近甲龍は制服着てユニバ行く﹂など関西の地元ネタが多くあり、

﹂がきっかけで洋楽のバン
Hair is Bad

を未練たらたら・女々しさ１００％で表

より楽しめるかと思います。︵関西ネタが分からない方でもライブでは産近甲龍＝日

しかしその実力は折り紙付きで大会においても優秀な成績を収めています。歌詞は

現をした歌詞が印象的です。歌詞は基本的に男目線で書かれているため男性からは

謎。︵女性でマイヘア好き、もしくは聴いたよ！という方がいましたら教えてくださ

ネタ満載な感じですが、バンドらしくかっこいい音を演奏できるバンドです。 また、

東駒専など説明してくれます。︶

い。︶しかも男目線で書かれているため、そこまで歌詞にしていいのか？と思えるフ

ヤバＴは映像もおもしろいと評判なので初めて聴かれる方は、ぜひミュージックビデ

﹁ まあ男ってそんなもんだよね﹂と共感する点もありますが、女性ファンが多いのが

レーズや状況を歌った曲もありますが、男目線としてはそこがより共感ポイントでも

オと一緒に楽しんでください。

直に歌詞にしています。綺麗事だけじゃなく、汚いところまで全部出しているからこ

ての弱さ・甘えたなとこと・だらしないとこなど格好良くない部分を赤裸々なほど正

たら一声かけていただけたら嬉しいです。来年は２０周年記念で５日間開催が決定し

﹁ 今はマイナーバンドで知られていないから古参のファンになりたい﹂などありまし

紹介したいバンド・曲はまだまだありますので、﹁ こんな系統のバンドが好き﹂や

■オススメ曲﹁ハッピーウェディング前ソング﹂﹁ あつまれ！パーティーピーポー﹂

あります。
普通バンドの恋愛曲で男性が書く歌詞は、かっこつけてなんぼというところがあり

そ心に響く。そんな歌詞が共感を呼び、魅力的だと思われるバンドがマイヘアです。

ております。興味を持たれた方は是非足を運んでみてください。

ますが、椎木の書く歌詞は、﹁あの娘がただ好き﹂という感情だけじゃなく、男とし

■オススメ曲﹁真赤﹂﹁接吻とフレンド﹂﹁ ドラマみたいだ﹂

