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ほのぼの通 信
こんにちは、子供の頃、カレー
ライスが大好きで、３杯もおかわ
りしてしまった、植木守です。
10 月といえば秋です。紅葉の季節
です。つい綺麗で見とれてしまい
して「日が沈むのを忘れてしまっ
た」とならないように気をつけて
くださいね。

楽器を持って集った仲間達
9 月 10 日（水曜日）に昔の歌の好きなサークル（ゆ
きんこ）の仲間たちと会いました。8 月の中ごろから、
妻がゆきんこの仲間に「かんちゃんが来るので集まら
ない？」と連絡を取っていたのです。
妻は、
「電話は通じるけど携帯メールの返事が来な
い」とか、
「私の仕事中に携帯に電話が来て出れない」
とか、
「孫が生まれるから行けるかどうか？」と・・・
連絡を取るのにひっし。
このサークルは、私が 22 歳の頃。今は、56 歳なの
で 34 年前。
「かぐや姫」
、
「イルカ」
、
「さだまさし」
の歌がはやっていた「青春時代」の頃に、週 1 回楽
器を持って集まって歌っていた仲間たちです。
このサークルに参加して結婚したメンバーも 5 組
で、30 代の頃に集まった時には、子供達も一緒に歌
を歌って、それはにぎやかな物でした。
私たち夫婦は、妻が準備をしたのだけれど、直前に
大きな出費があったので、
欠席しようか？
と話
していたのです。
Y こさん
ゆみちゃん
しかし、
「ゆみちゃん」
が妻に電話で「ねえ、一
緒に行こうよ〜」と昔な
がらのやさしい口調で言
うのです。妻から私に電
話が来て、
「ゆみちゃんの
仲良し二人組み
優しい口調で言うので出
たい！
へそくり が有るので・・・」と言うので
す。私は、
「そうだな、行こうか」と、参加する事に
なりました。

しらが頭とはげ頭
当日は、札幌駅の「丸海屋 (まるみや)」に 7 時集
合。事務所を 6 時 30 に出て、到着したのは 7 時ちょ
っと前。その日の参加は夫婦が 4 組。プラス 6 名の
14 名参加。
会場までの移動中に参加予定の人の顔を思い出し
ながら、
「みんな 50〜60 歳くらいなので、孫もいる
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し、だいぶ老け込んだろうな〜」なんて思いながら歩
いていました。
会場へ着くと、もう 10 人くらい集まっていて、Ｙ
氏の横が空いていたので座った。Ｙ氏は 51 歳。孫も
いる。当然であるが白髪頭になっている。
「いや〜頭
が白くなったな〜」
「見違えた」と言ったら、
「お互い
様、植木さんこそ・・・」といわれてしまった。でも、
話しをすると昔と変わらない。
集まった全員、なんと！見た目は昔のまま変わりな
いのには驚かされた。久しぶりに「5〜6 年ぶり会う
ね」と、
「みんな変わらないね」と口々にしていた。
7 時を少し過ぎて、ほとんど集まったので、
「再会
を祝してカンパーイ」と
H氏
言う事で宴会が始まった。
私は、Ｈ氏に「孫は可
愛いかい、Ｈ氏に似てる
んでないかい」と言うと
「嫁さんは本州で会って
カンパーイ
るがまだ会ってないんだ。
うちのやつが行ってビデオを撮って来たので見た
んだ」と言うのです。
「可愛いでしょう？」と私が聞
くと「良く分からない」言うのです。でも、目じりが
下がっていたのは見逃しませんでした。

メタボ手前は全員だー！
ビールを持って、数人の横に座り話しをして回った。
感じたことは、
「昔のまんまだ・・・」と言うこと。
まるで、高校生の時のクラス会に出ている時と同じ、
その時の戻っていたのです。
かんちゃんの横に座り、
「写真を撮って」と向かい
のメンバーにカメラを渡す。かんちゃんは、
「メタボ
になったね」と言うので かんちゃんは遠い大阪から
す。私は、抵抗しました。
「180 センチあるし、手
の甲の皮（肉かな？）を
つかんで、メタボでは無
いと主張」
、かんちゃんと
メタボじゃな~い
他の人は、
「そんなの関係
ない！問題は腹だ！」と一件落着してしまった。確か
に、この腹は隠し様が無かったのである。
しかし、ここだけの話、かんちゃんもメタボ手前だ
なぁ と思っていた。
（失礼）
遠い大阪から参加のかんちゃん、大変お疲れ様でし
た。
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時間が経つのは早い・・
時間の経つのは早いもので、Y こさんが帰る時刻に
なってしまった。Y こさんは、サークルでの結婚第 1
号で、ご主人は言わば「ゆきんこ」の先導役、6 年前
の 51 歳の時にガンで亡くなってしまった。
その時は、仲間で悲しい思いをしました。
全員で記念撮
影をして、Y
こさんを見送
った。

それがキッカケとなって、
ペットショップとラブラド
ール専門のブリーダーを始めたそうです。
自営を始めてからの 13 年間は、何度も経営の危機
に陥り、周りにいた人たちも蜂の子を散らす様に去っ
て行った事を経験しているそうです。
そこで分った事は、自分がダメだ
と思ったらダメになる。良いと思っ
たらよい方向に行く。悪い時ほど勉
強のチャンス。全ては、自分がどう
あるべきか真面目に考えること。安
心したら終わってしまう。毎日が、
甘えん坊かな？
がけっぷち。等々・・・

若山さんのこだわりとは
私よりも 20 歳ほど年下ではありますが、私よりも
人生経験は数段上。今までに若山さんが経験してきた
集まった皆は、話が弾んでわいわいがやがや・・・
全ての事を、
ラブラドール飼育に生かしてるそうです。
しばらく続き、1 年に 1 回は皆で会いたいねと口々に
つまり、全てが自分しだいで、生まれてくる仔犬の
しながら 1 次会はお開き。
性格、体形、毛並み、Etc、まで変わってくるという
店の前で、
のです。毎日が真剣勝負なんですね。
記念撮影をし
私は、犬の専門家ではないので詳
その後、帰る
しいことは分からないのですが、10
組と、カラオ
頭くらいいる子犬の顔が柔和で、一
ケ組みに別れ、
緒にいると心が休まる感じがする
それぞれに目
のです。この様に育てられた わん
的地に向かっ
ちゃん は、幸せでしょうね。
て出発したの
若山さんは、ラブラドール一犬種
店の前で記念撮影、
です。
にこだわり、ショップとブリーダー
年に 1 度は会いたいね
を営んでいる。全国では例が無いそ
私は、当然カラオケ組みへ 7 人がこちらへ参加した
うす。インターネットで調べてみた
のです。歌で繋がっているサークルの仲間たちのカラ
ら、見つかりませんでしたでした。
オケだけににぎやかでしょうって、その通りです。
つまり、
「ラブラドールの為だけに」全力投球をし
家に帰ってから妻と、
「楽しかったなぁ、毎年会い
ていると言う事です。
たいな！」と言うと「うん、女性群は近々会うよ」と
今回の保険加入は、前回「ほの
言うのです。
「来年は？」と聞くと、
「うん、また私が
ぼの通信」で紹介しました。菅野
やれば良いんでしょ！」と。うーん積極的。と感心さ
（かんの）さんの人柄にひかれて
せられました。後で妻が仲間と話して「植木さんって
だそうです。目的は、万が一の時
変わらないね~」だって！ 34 年経っても同じ？
にワンちゃん達の為にお店を続け
る為。入院しても生活に困らない
ようにの 2 つでした。
今回ご紹介しますのは、
札幌市厚別区でペットショ
取材にお伺いしたのは、9
ップとラブラドール専門のブリーダーを営んでいる
月の終わり頃、忙しいところ
若山 敦さんです。
ありがとうございした。また、
若山さんは、
36 歳と若いのですが、
若山さんの熱い想いに触れ
大変な苦労人。このお店を始めてか
た事も昨日のように思いだ
らは 8 年目になるそうです。自営は
します。
ラブラドールは
23 歳の時からで 13
参考までに若山さんのお店情報を載せます。
可愛いですよ
年ほど経つそうです。
ドッグ エース 札幌市厚別区厚別西 3 条 5 丁目 5-16
始めは、車の修理工場を 6 年ほど
ホームページ http://www.dog-ace.com/
営んでいたそうですが、趣味でラブ
可愛いラブラドールの仔犬がいます。
ラドールを飼い始め、大会で何度も優勝したそうです。
Y こさんが帰る前に全員で

熱い想いは仔犬に伝わる
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