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二日酔いから記憶喪失まで、お酒にまつわる失敗談は、

この世から尽きることがありません。それでもやっぱり飲

みた〜い!どうせなら楽しみた〜い!!というわけで、今回の

巻頭企画ではお酒にまつわる珍ルールを特集。自称酒豪

（?）のヘビードリンカー4人が編み出した、使えるようで

使えないルールをご紹介しちゃいます。

ヘビードリンカーたちの

酒ルール

お酒って
、

美味しくて
、

楽しくて、
ちょっぴりキケン!?

※本文中、ヘビードリンカー4人を「酒豪」と称しておりますが、
便宜上のものであり、ぜんぜん「酒豪」じゃない人も
出てきます。ご了承ください。
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二日酔いって辛いよね。頭が痛い、胃がムカムカす

る、さらに体が震えるなんて症状が出る人も。原因

はアルコールの中間代謝物であるアセトアルデヒド

だって考えられているわけだけど、このアセトアルデ

ヒド、非常に毒性が強い。伝統のしじみ汁とかで肝

臓を応援しても、残念ながら追いつかない場合が

ほとんどでは?そんな辛い二日酔いを迎え酒で乗り

切る酒豪Yの話。「迎え酒って単なるごまかし」「症

状を先延ばしにしてるだけ」と思ったあなたは甘い!

酒豪Yの迎え酒は夜まで続き、下手すると朝まで終

わらない。で、また二日酔いかな〜と思ったら飲む。

いわば“ネバーエンディング迎え酒”なのだ。当然、

自宅キッチンには大量の酒を常備。「真剣に二日酔

いしてるとホント辛いから、とにかく飲んどけ〜っ

て境地に行き着きました（笑）。ちなみにチェー

サーもビールです（酒豪Y）」

ネバーエンディング迎え酒1
ルール

いつも派手目な格好で飲み歩く酒豪R。人目を引く

コーディネートには真剣な理由があった。以前、

真っ黒いコートを羽織って街へ繰り出した際、案の

定、飲み過ぎてしまった酒豪R。ふらふらと帰路に

ついたが、どうにも気分が悪くなり、道ばたにうずく

まると、次の瞬間、体が宙へ…。なんと軽トラックに

はねられてしまったのだ。「思いっきり轢かれたわ

けではなかったんですよ。怪我もかすり傷程度。お

酒が入っていたせいか、痛みより怒りが湧いてきて、

慌てて車を下りてきた運転手に『何してくれるの

よ!』って詰め寄ったんです。そしたら『ゴミ袋かと

思った』って運転手に言われ、唖然としました…」と

残念そうに語る酒豪R。それ以来、全身が黒っぽい

コーディネートは怖いそうだ。

全身ブラックコーデは禁物2
ルール

何すん
の～！
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お酒を飲むと、大抵、記憶を失くすという酒豪T。記

憶とともになくなるのが財布やケータイといった持

ち物たちだ。「カードは何度止めてもらったか分か

りません。カード止めて、新しいカード来て、ネット

ショップとかの登録を全部入力し直して…とにかく

後始末が面倒」だそうで、そこからたどり着いたの

が、できるだけ物を持たない、という発想。特に財

布からはカードというカードを抜きまくるのだとか。

ルール3「飲みに行く前には抜きまくれ」を読んでH

な想像をした皆様、あしからず（笑）。ちなみに酒豪

Tの場合、紛失した物は後日必ず戻ってくるとか。

「以前、友人の結婚式の帰り、鞄丸ごと駅に置き忘

れたんですよ。そしたら駅の遺失物係の方が招待状

にあった新郎新婦の連絡先に電話してくれちゃって

…ちょ〜恥ずかしかったです（酒豪T）」

飲みに行く前には抜きまくれ3
ルール
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お酒、特にビールなんかを飲むとトイレが近くなる

から…という話ではなく、今度こそお待たせ！ちょっ

ぴりHなエピソードだ。飲み屋の店主でもある酒豪

M。カウンター内の調理スペースからトイレの出入

り口が見えるのだが、ある日、とんでもないものが

転がり出てきた。「トイレに入った女性のお客様

が、コロコロコロ〜って前転しながら店内に飛び出

してきたんですよ。しかもパンツを下ろした状態で!

推測するに、用を足そうとパンツを下ろして便座に

座ったところで鍵をかけていないことに気付いた。

で、その格好のまま鍵をかけようと身を乗り出した

ら転倒しちゃったんでしょうね。いや〜色々な意味

でスゴかった（笑）。トイレ付近には常に目を光ら

せておいて損はないかも（酒豪M）」

トイレ付近を常にチェックせよ4
ルール

マジ!？

【今回のシメ】

お酒を美味しく楽しく安全に飲むために、あなたも

MYルールを開発してみてはいかがだろう。お酒で失

敗した経験や得しちゃった出来事を思い出しつつ、

楽しく取り組んでみて。noplan編集部では面白くてく

だらないMYルールを随時募集しておりま〜す♪



押忍！ 男のカイロ塾
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Diabolic Candy ～誘惑の甘い罠～
誘惑に弱い男は必ずどこかで失敗する。だから俺
は誘惑する側にしか立たない。それは以前、剛史が
雄二に言った言葉だった。
俺は…どっちだったんだ…？
この女を抱いてみたい。そう思ったのは覚えていた
が、そこに至るまでの流れが雄二にはどうしても思
い出せなかった。あのバーを出た記憶がないの
だ。思い出そうとすると頭が割れそうに痛かった。
わざわざ来てくれたお礼に一杯ご馳走させてほし
い、彼女にそう言われたのは覚えている。奥に座っ
たホステスの視線は気になったが、遠慮しながらも
結局その申し出に甘え、彼女と同じ赤ワインを頂い
た。その後もう一杯、最近気に入っているラムを
ショットで飲んだはずだ。だが、そこからの記憶
が、まるで遮断されたかのように途切れていた。俺
は本当にこの女を抱いたのか？それすら疑問を抱
いてしまう。いや、そう思い込みたいだけかもしれ
ない。快楽に身を任せ、貪るように求め合った感覚
は何となく雄二の体に残っていた。
不意に「大丈夫だから」と絞り出すような彼女の声
が脳裏に過った。あれは…そう、果てそうになった
雄二が彼女の体から離れようとした時だ。雄二の
背中に回していた彼女の手にギュッと力が入り、そ
う囁いたのだ。大丈夫だから、と。
雄二は彼女の下腹部を見下ろした。最近の科学捜
査は進んでいる。どれだけの時間を要するかは分
からないが、そこから相手の男を特定できると聞
く。もし、このままこの場から逃げ出したら間違い

なく雄二は指名手配犯だ。どうする？どうすればこ
の絶体絶命な状況を切り抜けられる？見えない答
えを模索し、雄二の頭の中は混乱した。
ふと彼女のバックが視界を捉えた。
彼女のことは何も分からなかった。名前はもちろ
ん、どこで暮らしていて、どこで働いているのかも、
そのことを話したかどうかさえ覚えていなかった。
雄二は、途切れた記憶の答えを求めて、彼女のバッ
クの中を漁った。中には財布と化粧ポーチにハンカ
チ、そして街で配布されるポケットティッシュが入っ
ているだけだった。とりあえず財布の中を確認す
る。現金の他には、銀行のキャッシュカードが1枚
と、大型スーパーのポイントカード、そして、病院の
診察券が1枚入っていた。
キャッシュカードを取り出してみる。そこに記載さ
れている名前を見て雄二は青ざめた。
YUJI HAGIWARA…どうして俺の名が…。
だが、雄 二には作った覚えのない都 市銀 行の
キャッシュカード。名前はただの偶然なのか？
雄二は急いで病院の診察券を確認した。
遠藤美咲。雄二の恋人の名前が記されていた。
頭の中が真っ白になった。どういうことなんだ？こ
んな偶然は有り得ない。俺は嵌められたのか？あ
の間違ってかかってきた電話も仕組まれたことだっ
たのか？一体何のために？どうして俺なんだ？この
女と俺は、何か繋がりがあったのか？
雄二は冷たくなってゆく彼女を確認するように見
た。……知らない。やはり見知らぬ女だ。どう記憶
を探っても、昨夜初めて逢ったばかりの女だった。
いや、待て。違う…。何かが違う…。
彼女の顔を見て、雄二は妙な違和感を覚えた。
俺があの地下のバーで逢った女は彼女じゃない？
とてもよく似ているが、何かが違う、そう雄二の直
感が告げていた。
じゃあ、いま目の前にいるこの女は一体…
その時、雄二の携帯が鳴った。着信表示に『美咲』
の名が記されていた。
� to be continued...

連載
小説

VOL.3　novelist▪児玉頼子　illustrator▪松並良仁

腰がくの字に曲がったご老人、たまに見かける

よね。当たり前のことだけど、ある日突然ク

ニャッとくの字に曲がるわけじゃない。若い頃

は体が歪んだり傾いたりしても筋力でバランス

とれるけど、年齢を重ねると筋力が落ちていく

でしょ。で、だんだんバランスがとれなくなっ

て、気付いた時には手遅れ。どんどん曲がって

いっちゃうわけ。怖いよね!! 逆に若い頃に理想

的な姿勢を完成させてしまえば、10年後、20年

後も、ピンとしていられるよ。次回は歪みをた

だすエクササイズを紹介するから楽しみにね。

グッドラック!!

■ 三 時 限 目 ■

首、背中、腰、小さな歪みも見逃すな!
� まずは全身をチェックしよう
例えば、同じ猫背でも人によって歪み方が違ってく
る。必ず自分の体でチェックしよう。

2 正面だけでなく横からも見る
正面から左右の歪み、横からは前後の歪みをチェッ
ク。特に首は誰かに見てもらうと、なお良し。

老後の体型は今の姿勢で決まる

Dr.田中の

 田中健之（たなかたけし）…NPO法人 日本カイロプラクティック教育諮問委
員会講師、日本カイロプラクティック連合会名誉講師、米国カイロプラクティック医師学会正会
員。口笛を吹きながら行われる治療に助けられた患者さん多数。治療後は「ん〜すばらしい!!」

「カ・ン・ペ・キ」と大声で自画自賛するのがクセ。

写真右が田中先生

渋谷笹塚CBPセンター　東京都渋谷区笹塚2-19-2 TSK笹塚ビル9F　
OPEN  火・金曜日 13：00〜19：30（受付 19：00） 水・木曜日 9：00〜12：30（受付 12：00）

TEL 03-3320-2824　http://ss-chiro.jp/

PROFILE

これであんたも 男前キッチン
使い込むほど手になじみ、味わい
を増す道具…男心をくすぐるだ
ろ？まるで上等な革製品のように
変化を楽しみながら一生使える
ギア、それが鉄のフライパンだ。
やさしいばかりのテフロンは、そ
ろそろ卒業しようぜ！

鉄のフライパン、ここがいい！
1 手入れをサボらなければ一生

もの。使用前に必ず焼きを入れ
て油をひくべし！素材がくっつ

かなくなるんだ
2 何でも焼くだけでうま〜！
3 不足しがちな鉄分を料理にプ

ラスだ
4 使い込むほど見た目にも味わ

いが出る

肉は旨味を閉じ込めてジューシー
に。野菜はシャキッと炒め上が
る。手入れは簡単だから怠るな
よ。手塩にかける価 値あり、だ
ぜ！

男のギア「鉄のフライパン」

編集長 シュウちゃんの判定

やっぱり鉄で焼くと美味しさが
違うね〜。手入れもラクだし、
どーんと10点満点！

鉄のフライパンはお店で
購入できます。

http://ss-chiro.jp/
https://youtu.be/74CU319MzRI
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—仕事のメインは研究ですか？
開教授 そう思うでしょ？でも、現

実はだいぶ違います。もともと研

究が大好きだし、本当は毎日研

究だけしていたいくらいなんだけ

ど、残念ながらそうはいかないん

ですよ。特に僕の場合は赤ちゃん

の研究をしているので、赤ちゃん

やお母さんに協力してもらう実

験は日中にしかできません。でも

日中はなにかと忙しくて…。事前

に研究員の方々にお願いしてお

いて終わったら結果を報告して

もらう、そんなケースがどうして

も多くなってしまいますね。

—時間を自由に使える職業かと

思っていましたが…。

開教授 時間を自由に…ヒマってこ

とですかね（笑）。確かに大学教

授がヒマだと思ってる人は多い

と思いますよ。僕だって教授にな

る前は同じようなイメージを持っ

ていましたから。受け持ちの授

今回ご登場くださるのは東京大学大学院の開一夫教授。
人工知能の研究から、あらゆる物事を驚異的なスピードで習得していく赤ちゃんに
興味を抱き、赤ちゃん研究を始めたそう。そこで開教授の研究の意義と成果を…
な〜んてインタビューは他に任せて、教授って研究ばっかしてるの？
モテるんじゃない？といったくだらない質問を思いっきりぶつけてみました!!

東京大学大学院 総合文化研究科 広域システム科学系 教授　開　一夫氏

大学教授はヒマだと思っている人、
多いんじゃないですかね〜!?

普通とはちょい違う！？
アナザー人生をのぞいてみよう♪Gamble of Life

毎度
あり〜！

http://ardbeg.c.u-tokyo.
ac.jp/ja/top/

開教授が日々大学で行っ
ている研究を紹介。赤ちゃ
んはどうやって言葉を習
得していく！？赤ちゃんは
算数が理解できて いる！？
などなど、興味深い研究
の結果がわかりやすく解
説されています。

自宅にいながら赤ちゃん
研究を体験できちゃうサ
イト。気 軽 に で きる 赤
ちゃん実験の方法なども
掲載中。子持ちパパはも 
ちろん 、シング ル 君 や
ディンクス君も大歓迎。
今すぐアクセスしよう！

東京大学
開一夫研究室

赤ちゃんラボ
in the Web

業は週に2日程度だし、夏休みな

んかたっぷり1ヶ月以上もあるわ

けでしょ？授業以外の仕事もあ

るからさすがにヒマとは言わない

までも、それなりに自由な時間は

あるだろうと思っていました。

ところが、教授って本当に忙しい

んです。それこそ研究に立ち会う

時間もないくらい。研究ばかりし

ていた研究員だった頃が懐かし

いですよ！

—忙しい理由は何ですか？
開教授 論文を書いたり、学会に出

席したり、テストの採点をしたり、

やることはいろいろあります。中

でも特にやっかいなのが“雑用”

です。大学って誰が運営している

と思います？…そう、我々教授で

す。学校の運営業務を“雑用”と呼

んでいるのですが、とにかく会議

が多くて日中はほとんど時間を

取られてしまう。まぁ、学生はじ

め関係者をあわせて1万人を超え

る大学は例えるなら巨大な企業。

それを経営者でもない我々が運

営するんですから仕方のないこ

とでしょうけど。

—他にはどんなご苦労が？ 

開教授 学校だけじゃなくて、自分

の研究室の運営もしないといけ

ない。そのために必要な研究費

の確保も大事な仕事のひとつで

す。東京大学に着任して初めてつ

いた研究費が50万円ほど。これ1

年分の金額ですよ。パソコンとか

買ったら、たった3日で3万円の赤

字になりました（笑）。研究員時

代からの友人に「研究費50万円

だったんだよ」って話したら、「そ

れって１週間分でしょ？」って真

顔で言われちゃうし。

—それでも教授になりたい人は

多いかと。どうやったら教授にな

れるんですか？

開教授 僕の場合は公募でした。た

くさんの応募者の中から選んでも

らった感じです。良く選ばれたな

〜って今でも思います。一番必要

なのは運かもしれない（笑）。教

授は終身雇用だって知っていまし

たか？よっぽどのことをやらかさ

ない限り、クビにはなりません。

その辺りも人気の理由なのかも

しれませんね。ただ、僕は正直

言って教授を辞めてもいいかな

〜って思ったりもします。もっと研

究に打ち込める環境があるなら

喜んで移っちゃうかも。

—でも大学教授のほうがモテそ

うな気が…。

開教授 いやいやいやいや〜（笑）。

逆に職業を聞かれても正直に答

えづらいですよ。飲み屋で名刺配

るわけでもないし。かわいい娘

に名刺ちょうだいって言われたら

あげるかもしれないけど（笑）。

「僕、実は教授なんだ」って口説

いちゃうとか？そんなこと絶対に

しませんから！！

P R O F I L E  開一夫（ひらきかずお）…1963年、富山県出身。慶
応義塾大学大学院博士課修了。旧通商産業省の電子技術総合研
究所の主任研究官を経て2000年に東京大学大学院へ。2010年、
総合文化研究科広域システム科学系の教授となる。専攻は赤
ちゃん学・発達認知神経科学・機械学習。著書「赤ちゃんの不思議」

「日曜ピアジェ 赤ちゃん学のすすめ」（以上岩波書店）、監修ソフト
「すくすく子育てDS赤ちゃんと遊ぼう！」（マーベラスエンターテイ
メント）など。研究にご協力くださる赤ちゃんは随時募集中!!

http://ardbeg.c.u-tokyo.ac.jp/ja/top/
http://ardbeg.c.u-tokyo.ac.jp/ja/top/
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※コンテンツは予告なく変更することがありますのでご了承ください。

編集後記
ウチの近所の高速道路のジャンクション、もう長いこと工

事をしているんだけど、そこに時 「々踊る警備員さん」が

いる。黄色の棒を振り回しながら、全身を使って人や車

を誘導。普段は止められるとイライラしちゃうのに、踊る

警備員さんだと「いいよ、待つよ」って気持ちになるんで

す。いつもこんなゆとりのある心なら眉間のシワも増え

ないのにね。↓いいねミー！ （ヨシナガ）

vol.4
［特集］ 締め切りは守れるか？
［INTERVIEW］ 夢の館のパティシエ  池田勝彦氏

■ Enjoy! ニシムラン 旅ラン最高！
■ 連載小説 Diabolic Candy
■ Dr.田中の 押忍！ 男のカイロ塾
■ 雀荘小ネタ ロンちゃうやろ〜！！

次号予告

読みどころ満載!

Enjoy! ニシムラン

COURSE 3

旅ラン最高！ ～新しい旅のスタイル～

霧の香港ベイエリア

今回の旅ランは、百万ドルの夜景で有名な香

港です。知人の結婚式に参列するため、2011年

4月末に訪れました。ここは長らくイギリスの植

民地でしたが、1997年に中国に返還され、その

名称は「中華人民共和国香港特別行政区」と

なりました。ただ、この長い名前を現地で見る

ことはありませんでしたが。。。亜熱帯気候帯

に属しているので高温多湿は覚悟していました

が、晴れ男？は力及ばず、滞在期間中は常に霧

がかかっているか小雨の状態でした。せっかく

行ったビクトリアピークも濃霧におおわれ、

真っ白な世界。まあ、幻想的な雰囲気だったの

でよしとしましょう。

そんなわけで走る気持ちも萎えていたのです

が、たまたま霧が晴れた日があり、チムサア

チョイ（尖沙咀）付近から海岸線に沿って九龍

湾方面に８kmほど走ってみました。途中、高層

マンション群を抜けた公園では太極拳をやる

人、朝ごはんを食べる人、中には海で泳ぐ人

も。香港の日常を垣間見ることができました。

日本だと、横浜の山下公園からみなとみらいま

でを往復する感じでしょうか。今回走ったコー

スはこちらでご覧いただけます。

実は、滞在期間中、イギリスではウィリアム王

子の結婚式（2011年4月29日）が行われてお

り、ここ香港でも街中の大型スクリーンにライ

ブ映像が流れ、街中がお祝いムード。最高の盛

り上がりでした。元気がいっぱい貰える街、香

港。また訪れたい街の一つです。

COLUMN

PROFILE
西村一彦（にしむらかずひこ）…1963
年12月長野県生まれ。IT業界に身を
置くこと25年。コンサル業の傍ら大学
で教鞭もとる。サブ４（フルマラソン4
時間以内）達成が当面の目標。

writer▪西村一彦

https://www.facebook.com/noplanBiz
https://twitter.com/noplanbiz
https://oraho.blogspot.com/
https://www.facebook.com/nishimurakaz

