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忙しい師走、
どうぞお元気で〜！

Event Inf or mation
子連れで楽しめる
クリスマスディナーコース予約受付中！

『ボンマルシェ』
のお問い合わせは

bonmarche@asahi.com

Wom a n’s Ta lk

脱した発表会もあります。
みなさんが感動してくださる

「何にでも興味を持って、
何にでもチャレンジしたくなる」

ことがモチベーションになって、
ソロで踊る経験もしま

役の上で「お母さん」を演じることが多くなったと
いう生田智子さん。来年３月には、映画とテレビド
ラマでまったく性格の違う母役で登場する。映画

http://www.asahi.com/bonmarche/

bonmarche̲asahi

illustration by Akira Sorimachi

した。
ジャズダンスのレッスンにもときどき行ってます。

生田智子

は、余命わずかな娘を懸命に守ろうとする母親を、
テレビドラマでは快活で温かいおかみさん。実生

Q6 家事で気になることは？

さん

活では多感な年ごろの一人娘のお母さん。多彩
な母の顔を持つ生田さんに10の質問。

娘と私、家に２人女性がいるので、
いくら掃除を

してもあちこちに落ちる髪の毛が気になって。洗面

（女優）

「100本のスプーン」
！
絵本仕立てのクリスマス限定コース！

『世界のサンタクロースからの
おいしいプレゼント』

ファミリーレストラン
「100本のスプーン」では、
今

年で３年目になる人気のクリスマス限定ディナー

台近くにも小さめの掃除機を置いて、気になるとす

コースの予約を受け付け中です。今年のテーマ

ぐかけています。家中のホコリも気になるので、各部

は
『世界のサンタクロースからのおいしいプレゼン

屋にハンディタイプのホコリ取りを置いています。

2019年３月15日公開の映画
Q1『君は月夜に光り輝
く』の役どころは？

Q7

不治の病を患った娘の母親役です。
その娘は

ト』。料理ごとにものがたりが描かれた絵本仕立て
のトレーシートが変わります。
様々な国のサンタクロ

自分の性格の好きなところ、
嫌いなところは？

ースが描かれたシートは塗り絵や迷路などの仕掛
けもあって、
料理を待つ子どもたちが楽しめる工夫

感情が動くだけでも寿命が縮まってしまうので、
でき

良く
も悪く
も、何にでも興味を持つところ。以前か

がたくさん。前菜はフィンランド、
サラダはオースト

るだけそ〜っと生きていて欲しいのに、同級生の男

ら、包装紙に興味があり、今年はラッピング講座

ラリア、
リゾットはロシア、
メインはメキシコ、
デザート

友達が娘の代行体験をするようになります。娘の

に通って、ギフト
・ラッピングコーディネーターの資

心を揺さぶる彼の存在をあまり快く思わない母親

格を取得しました。

です。美しくはかない青春ラブストーリーですが、大

Q8 ミュージカル好きと聞きました

人にもメッセージがある素晴らしい作品です。

はフランス。
おいしい料理とともに世界のクリスマス
を旅するような時間は子どもも大人も大満足です。
「100本のスプーン」クリスマス限定コース 2018

『世界のサンタクロースからのおいしいプレゼント』
● 提供期間：2018年12月21日
（金）
〜

舞台は、演じていても観劇しても、パワーをもらえ

Q2

同じ３月にNHKのスペシャル
ドラマ
『ひよっこ２』
に出演

※6歳以下向けのクリスマスプレート1,300円
（税別）
もあります
FUTAKOTAMAGAWA、
100本のスプーン あざみ野ガーデンズ
● 予約方法：各店舗へお電話いただくか、
WEBよりご予約ください。
FUTAKOTAMAGAWA ☎03-6432-7033、
あざみ野ガーデンズ ☎045-904-1007
https://100spoons.com/event/christmas2018/
※先着順のため、定員に達し次第締め切りとなります。
● 提供店舗：100本のスプーン

るので。好きな作品は『レ・ミゼラブル』
『 キンキー
ブーツ』
など数えきれないです。何度も観ている
『エ

『ひよっこ』が帰って来ます。
２年後の東京・赤坂

リザベート』
のゾフィは気になる役ですね。
『 ベルサ

と奧茨城村が舞台です。
１回30分、
４回連続放

イユのばら』
のアンドレは、演じることはできませんが

送のスペシャルドラマです。
どうぞお楽しみに！

永遠の憧れかな
（笑）。

25日
（火）
5日間

● 料金：大人5,000円
（税別）
、子ども
（12歳以下）
2,700円
（税別）
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Q9 落ち込むと読む本がある

50代の現役Jリーガー・
Q3 中山雅史さんの妻
として

『 一瞬でやる気を引き出す３８のスイッチソン

サポートで大切にしているのは食事です。食材

グ』
です。
やる気スイッチが入って元気になれます。

も出来る限り自分の目で選んでいます。夫は、週２

Q10 バッグの中の定番は？

回は朝５時に起きて「アスルクラロ沼津」に行って

お財布、
小銭入れ、
帽子、
ストール、
携帯電話、
テ

練習するので、前の晩に、早朝でも簡単に食べら

ィッシュはドライとウェット２種類、
常備薬、
懐中電灯。

れるものを用意しておきます。
それ以外の日も毎日ト
レーニング。
ものすごく真面目で自分に厳しい人な

いくた・ともこ 1967年生まれ、東京都出身。1982年、映画で本
格デビュー。以降数々のドラマや舞台、映画などで活躍。2004年、
韓国ドラマ
『宮廷女官チャングムの誓い』
で、主役チャングムの
吹き替えを担当。2017年、NHK連続テレビ小説『ひよっこ』
にレギ
ュラー出演。2018年、
ミュージカル『魔女の宅急便』、
テレビ朝日
『おっさんずラブ』、映画『 累-かさね- 』、
『 あの頃、君を追いかけ
た』
に出演。雑誌のモデルやバラエティなどでも活躍中。

ので、絶対にサボったりしないタイプです。

Q4 ティーンエイジャーのお嬢さんは？
絵を描くのが好きで、鳥獣戯画をアレンジして、

（撮影：宮本直孝／スタイリスト：加藤万紀子／ヘアメイク：室岡洋希ThreePEACE／取材・文：編集部）

おじいちゃんとおばあちゃんも含めた家族全員を、

Q5

『歌舞伎俳優
二代目 中村吉右衛門』

ニット、
スカート／ダブルスタンダードクロージング
（フィルム☎03-5413-4141）

プライベートで大切にしている
時間は？ストレス発散法は？

鳥やウサギに見立てて描いています。私自身絵本

く』
の原作本の表紙イラストはloundrawさんが描

が大好きで、娘が小さかった頃はよく読み聞かせ

いていますが、実はこの映画の出演が決まったあと

をしていました。絵本の表紙が気に入ると購入する

で、loundrawさんの作品が好きな娘がすでに原

ママ友と始めたフラメンコ。1レッスン90分で、生

私を小さい頃から見ていたからなのか、娘も今、同

作を読んでいたことを知って、
「早く言ってよぉ」っ

徒も先生も真剣勝負。
みんなで「大人の部活」
って

じようなことをやっていますね。
『 君は月夜に光り輝

て言っちゃいました
（笑）。

呼んでいる夢中になれる時間です。習い事の域を

LYCRA

®

ブログで紹介されている中山家の食卓を見るにつけ、
アスリート
の妻として毎食「バランスの良い食事を用意する」のは並大抵の
ことじゃないと思う。若い共演者の食生活が心配で、頼まれてもい
ないのにおにぎりを作って配ったりもしているとか。
みんなのお母さん
になれる包容力のある人なのだと思う。

fiber Story vol.28

脚をあたためれば、冷え知らず！

冬のおしゃれのキーアイテムは ふわのび

B-Three ダブルウォームパンツ
ビ ー ス リ ー

おしゃれな見た目からは想像できない、
機能性満載のあったかパンツ
「ダブルウォームパンツ」。
というリピーターが続出！ その秘密を探ってみました。
「もう手放せない！」
（撮影：奥村恵子／スタイリング：斉藤伸子／ヘア＆メイク：ＣＯＴＯ／取材・文：安田恵子、
ボンマルシェ編集部）

ダブルウォーム・ストレート

®
ライクラフ
ァイバー
だから実現する
快適な動きとシルエット

ライクラ ®
ファイバーは伸縮機能

を与えるポリウレタン繊維のブラ

地の種類によって様々な変化をも

ンドです︒伸縮性は︑
糸の太さや生

たらします︒ライクラ ®ファイバー

は︑
アウターウエアからスポーツウエ

ア︑
インナーウエアなど様々なアパレ

ル製品に採用されています︒

ファイバーを採用した
ライクラ ®

アイテムを着用すると︑
体に程よ

適な着心地が楽しめます︒

®
®
＊ライクラ（LYCRA
）
はインビスタ社の商標です。

くフィットしながら動きやすく︑
快

東レ・オペロンテックス株式会社 www.toray-opt.co.jp

織物の生地が伸びた状態

ラインをすっきり見せる効果も期

ビースリー

http://www.b-three.jp

持つブランドです︒

ビースリー公式通販サイト

綿などの繊維（青い部分）
ライクラ®ファイバー
（白い部分）

待でき︑
世界的にも高い知名度を

クーポンコード 「2512AB9999」

ビースリーなら︑
理想のパンツに出会える！

※有効期間は2018年12月31日
（月）
まで
※「ビースリー公式通販サイト」のみでご利用可能（店頭不可）
注文時に下記クーポンコードを入力してください

Ｂ
‐
Ｔｈ
ｒ
ｅｅ
（16,900円＋税）

ビースリーは
〝らくちん・心地良い・
きれい〟
なストレッチパンツの専門
ブランド︒
﹁ダブルウォームパンツ﹂
などのあったかパンツをはじめ︑多
彩なシーンで活躍するパンツが豊
富に揃っています︒

WEB限定、送料648円
（税込）
分の
無料クーポンをプレゼント

ヒップトップからまっすぐに落ちる
ワイドパンツは脚長効果抜群

ダブルウォーム・ワイド

Ｂ
‐
Ｔｈ
ｒ
ｅｅ
（14,900円＋税）

商品は全国のストレッチパンツ専門店
「ビースリー」
でお求めいただけます。

丁寧なものづくりから
生まれた
〝ビースリーで
いちばんあたたかいパンツ〟

機能性とはき心地︑キレイな見た目を

追求して人気の﹁ダブルウォームパン

ツ﹂は︑ストレッチパンツ専門ブランド

﹁ビースリー﹂だからこそ誕生した製品

です︒﹁寒い季節もあたたかく︑素敵に

パンツスタイルを楽しみたい﹂という声

に応え︑ビースリー美脚研究所で糸から

開発をスタート︒専門店ならではの知識

を活かして︑非常に伸縮性に優れた繊維

﹁ライクラ ファイバー﹂と︑肌触り良

くシワや型崩れの心配が少ない選りすぐ

りの素材を組み合わせて︑理想のあった

かパンツを目指しました︒パンツ選びに

は欠かせな い ポ イ ン ト ︑ 快 適 で 動 き や

すい・肌触りソ

な丈夫さな

フト・洗濯機も

O

ど品質も万全 ！

吸湿発熱糸で﹁発熱﹂ ×
ふんわり起毛で﹁保温﹂

ビースリー史上で一番のあたたかさの

れる水分を吸水して糸自身が熱を生み出

秘密は︑独自開発の︑人の肌から発散さ

す﹁吸湿発熱糸﹂︒この糸をタテ糸・ヨ

コ糸に100％使用しているから︑肌に

触れる部分はどこもあたたか︒加えて︑

より一層心地良いようにと︑生地の両面

にきめ細やかな起毛が施されているので︑

ふんわり優しい肌触り︒この起毛部分に

できた生地の隙間に︑温まった空気を

キープして︑﹁保温﹂効

果も長続き︒冬のおしゃ

れが変わります！
すっきり美脚を叶える
ストレートシルエット

®

写真家の鍋島徳恭氏が、15年間撮り続けた
播磨屋・中村吉右衛門の記録写真集。毎月の
演目での舞台写真の他に楽屋や舞台裏での
写真も加え、総224ページに及ぶ！ 綴じ無し製
本で、1枚1枚が堪能できるのもこの写真集の魅

インタビュ ー 後 記

［ストレッチパンツ編］

K

中村吉右衛門、
鍋島徳恭

力。歌舞伎に対する想いや、未来への期待を
語った芸談の別冊も必読だ。
（解説：銀座 蔦屋書店 日本文化・旅行コンシェルジュ 岡田 菜摘）
発行：小学館・
２３，
０００円+税
お問い合わせ・銀座 蔦屋書店 ☎03-3575-7755
https://store.tsite.jp/item-detail/humanities/14906.html

