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やってきました、夏! 今年の休暇は海外旅行? それとも国内? 

いやいや近場? つーか休みとれるの〜?? 

なんて色々な方がいるかと思いますが、

まずはnoplanでバケーション気分を味わってください。

Let’s Vacation!
in New York
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雀荘小ネタCOLUMN
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第四局 涙の十三面待ち

ロンちゃうやろ〜！！雀荘小ネタ

今回は運にまつわるお話。

たった3巡目で「国士無双十三面

待ち※1」をテンパイした通称ボク

ちゃん。ここぞとばかりのドヤ顔

でいきなりオープンリーチ※2! 

ところが、引いても引いても空振

りばかり。結局ツモれずにそのま

ま流曲※3…。レアな役満は逃すし、

「なんでオープンにしたの!?」「普

通ツモれるでしょ! 」とみんなに罵

られるし、ホントに運のない、トホ

ホなボクちゃんでした。

Ｃ
氏

Ａ氏（親）

ボクちゃん

Ｂ
氏

オープン
リ～チ！

※1   13種の麻雀牌のどの牌でもあがれる
「単騎待ち」。つまり13面待ちという珍
しいテンパイの役満。

※2   リーチをするときに、手牌を他家に晒
すことで成立する役。

※3   誰も上がれないで1局が終了すること。

これであんたも 男前キッチン
刺身が食いてぇな…って時に、切
り身や柵のパックを買ってくるの
は軟弱ものさ。ここは一発、サザ
エで勝負だ。ナイフ片手に強固な
殻からヤツを引きずり出し、冷酒
とともにコリコリ食らう。これぞ、
男の夏の楽しみ、わかるだろ?

夏のサザエはやっぱりうまい！
1 まずは活きのいいサザエを入

手しろ！
2 サザエのフタのすき間にナイフ

を入れて身をひっぱりだせ！ 
（左写真参照）

3 ひっぱり出した身と肝を切り分
けて粗塩でぬめりをとるんだ！

4 食べやすい大きさに切ったら、
氷水につけて身をしめ、盛りつ
けをしたら完成だ！

これぞ男前！！ 「サザエの刺身」

新人 神のペラペラ判定
このコリコリとした食感と口にいれた後
にひろがる磯の香り。そこに冷酒を
一口グビリ。生きててよかったと
思える瞬間上位にランクイン！
この時期は安くて簡単で美味
しいから皆さんもお試しあれ！
自画自讃で10点満点！

ひ
ょ
〜
う
ま
そ
う
！
！

早
く
食
べ
た
い
ぞ
〜
！
！

刺身用サザエ　氷　粗塩
［サザエの刺身の材料］

フタがくっついて、すき間にナイフ
が入らない時は、フタを下向きに
おいておくと開いてくるぞ！
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Diabolic Candy ～誘惑の甘い罠～
「お前、この死体とヤったのか？」
剛史は、被せてあったシーツを捲り、厭らしそうな
笑みを口元に浮かべて訊いてきた。
「ヤったときにはまだ生きてたよっ」
雄二は声を荒げた。顔がカーっと熱くなった。
「そうカッカすんなよ。ちょっと聞いただけじゃ
ねーか、この女とヤったのかって。別に死体とヤっ
たって意味じゃねーよ」
「……悪ぃ」
雄二は素直に詫びた。いま剛史に見捨てられたら困
る。何より、詳しい話も聞かずに直ぐに飛んできてく
れた剛史には心底感謝していた。
１時間程前。美咲からの電話をやり過ごした後、し
ばらくして剛史から電話がかかってきた。「お前い
まどこにいんだよ」その言葉で、美咲が剛史に探り
の電話を入れたことが分かった。女の勘は怖い。で
も剛史は嘘をついてくれた。「結婚したら遊べなく
なるだろうから朝まで無理矢理付き合わせた」と悪
役を買ってくれた。そういう機転がきく奴なのだ。
「でも俺は殺してない！目が覚めたら死んでたんだ
よ！誘ってきたのだってその女の方で、俺はただ
ヤっただけで、俺は完全に嵌められたんだ！本当
だ！信じてくれ！」
「分かったから落ち着けって」
興奮する雄二を剛史は宥めた。隣に聞こえたらどうす
んだよ、そう言われて雄二も慌てて声を落とした。
「きっとさあ、なんかヤバいクスリやってて、それで
心臓マヒっちゃったんじゃねーの」
剛史が冷たくなった彼女の体をつつく。やめろよ、
と雄二は急いで彼女にシーツを被せた。

「なあ、正直に届けて事情を話せば案外軽い罪で
済んだりしねーか？」
罪だって!? ただSEXしただけで俺は犯罪者の烙印
を押されてしまうのか!?自分の名前が報道される
ニュースを想像して雄二は頭がクラクラした。
母の悲しむ顔、父の激昂する顔、美咲の蔑む顔…。
会社は間違いなくクビになり、同僚たちから浴びせ
られる屈辱的な白い眼…。俺の人生は、こんなこと
で躓いてしまうのか…。そんなの絶対に御免だ。そ
もそも俺は嵌められたんだ。おそらく計画的に。用
意周到に。そうでなければあれの説明がつかない。
雄二は、彼女の財布の中に入っていた銀行カードと
診察券を剛史に見せた。
「何だよ、これ」剛史は顔を顰めた。
「分からない。なんでそんなものを彼女が持ってた
のか…でもどう考えたっておかしいだろ？」
「なんか心当たりないのか？」
全く無かった。女関係、仕事関係、ありとあらゆるこ
とを何度も何度も考えたが、殺人罪を着せられる
ほどの恨みを買った覚えは無かった。この女にも初
めて逢った。名前すら知らないのだ。
雄二は、留守電に入っていたあの間違い電話から
順を 追って剛 史に打ち明けた 。いま思 えば、
bluenightが臨時休業だったことも、その地下の
バーがcandyだったことも、すべては仕組まれてい
たこととしか思えなかった。その時、不意に雄二の
中にある疑念が生まれた。雄二は、恐る恐る剛史に
訊ねた。
「なあ、お前のトラブルって何だったんだ？」
「トラブル？」
「ほら、昨日の夜、トラブったから来れないって」
「あーあれね、業者の手配ミス。客が指定した壁
紙と違ったみたいで、内見に来た客が怒っちゃって
大変だったんだよ、今すぐ貼り直せって」
剛史は親戚が経営する不動産会社で働いていた。
担当は営業。扱うのは売買物件。額がデカい分、客
の言うことは絶対だが…。
「何？もしかしてお前さあ、俺さえ来てればこんな
目に遭わなかったって思っちゃってるわけ？」
「いや、そうじゃなくて、もしかしたらそれも仕組ま

連載
小説

VOL.4　novelist▪児玉頼子　illustrator▪松並良仁
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れたことじゃないかと思って」
「業者がわざと壁紙間違えたってこと？」
「もしくは、間違うよう仕向けられた」
「考えすぎじゃねーか？」
「でもお前の言う通り、もし、お前が約束の時間に
来ていれば、俺はこの女に出逢わなかったんだ」
そう言いながら、雄二は心の中にもうひとつ別の疑
念を抱いていた。剛史自身が雄二を嵌めた張本人
という可能性だ。しかし、そんなことを軽々しく口に
はできない。
「まあ確かにタイミング良すぎるよな。でも偶然
じゃないか? 客が昨日見に来たのも予定外だった
し」
予定外、その言葉がますます雄二は引っ掛かった。
剛史を足止めするために誰かが仕向けた可能性
だって考えられる。
「とにかく調べてくしかないんじゃん？」
「調べるって何を？」
「決まってるだろ。まずは、この女のことだよ」
「どうやって」
「手掛かりならココにあるだろ」
剛史は、彼女が持っていた銀行カードと診察券、そ
して、スーパーのポイントカードにポケットティッ
シュを広げた。それらを一つ一つ当たっていけば、
女に繋がる何かが見つかるかもしれない、と。
「ただその前にコイツ何とかしなきゃな」
確かに彼女をこのままにしておくわけにはいかない。
「とにかく服着せようぜ。顔写真撮んなきゃ」
「なんで彼女の写真なんか」
「顔写真なくてどうやって聞き込みしてくんだよ。

名前も分かんないのに」
確かに。さすが、そういうことには頭が回る男だ。と
はいえ、すでに死後硬直が始まっているその体は下
着を履かせるだけでも一苦労で、ようやく服を着せ
終わる頃には、雄二も剛史も汗びっしょりになって
いた。そのせいで彼女の体が冷たくなっているのを
痛感した。もう温もりの欠片もなかった。
「あとは口紅とチークでも塗っときゃいいだろ」
剛史に言われ、雄二が彼女の化粧ポーチを漁って
いると部屋の電話が鳴った。瞬間、空気が張り詰め
る。動揺する雄二に代わり、剛史が電話に出た。
「あー、延長でお願いします」
ホッとするのも束の間、雄二は慌てて部屋を調べ始
めた。こういう部屋には盗撮用のカメラが仕込まれ
ていることがある。ましてや嵌められたとなると、そ
の可能性は充分に考えられた。剛史も一緒になって
探してくれたが、どうやら取り越し苦労だったよう
だ。結局、カメラらしきものはどこにも見つからな
かった。
いや、見つけられなかったと言った方が正しい。ま
さか堂 と々置いてあるテレビ画面にカメラが仕込ま
れているとは思いもしなかった。それも、この部屋
で起こっている一部始終を見ているのが美咲だと
は、この時の雄二が気付くはずもなかった。
� to be continued...

バックナンバー
はこちら！！
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—髭女装を始めたきっか

けは？
レディシロウ 震災の後にイラ

ストレーターとデザイナー

が組んでポスター展をやる

ことになったんですけど、

日本が明るくなるようなバ

カバカしいことがしたい

ね、ってデザイナーの方と話して

いるうちに、髭女装というアイデ

アが出てきたんです。で、女装し

て、写真撮って、ポスター作って

展示して終わるはずだったのに、

どういう訳か髭女装で外を出歩

くようになっちゃったんです。

—あれれ!?「心の解放＋差別、

偏見なき世界」というテーマは…

レディシロウ 実は、テーマは後付け

なんです（笑）こんな格好をして

歩いていると、みんなに理由を

聞かれるんですよ。それで設けた

テーマが「心の解放＋差別、偏

見なき世界」。でも、この男か女

かわかんない格好をするように

なってから、色々な方から相談を

受けるようになりました。それこ

そ重た〜い相談から軽いものま

で。あと、自分はゲイだとかレズ

だとか、カミングアウトしてくれ

る方も多いです。これってある意

味「心の解放」だと思いません

か? 後付けではあるけど、今では

長い巻き髪、ミニスカート、念入りメイク、そんで髭!?
2011年より“髭女装活動”を展開しているレディシロウさん。
戸籍状の性別はもちろん男性だろうけど、心は女？ 否、レディ!?
だったら髭はいらないはずだし…つーか、なにこれ? 
どうして? 髭女装活動って一体なんの活動なの〜!?!?
湧き上る好奇心を満たすため、いざインタビュー開始!!!

レディシロウ氏

テーマは「心の解放＋差別、偏見な
き世界」。…後付けですけど（笑）

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
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http://shiro460.exblog.jp/
レディシロウ＆シロウサロン

テーマについて真剣に考えるよ

うになりました。ただ、重た〜い

相談はぜひ専門家のところへお

願いしたいですね。ホント、無理

です（笑）。

—髭女装活動とは、どんな活動?
レディシロウ 髭女装をして街をブラ

ブラ歩くこと、街でいろいろな方

と触れ合うこと、それだけです。

気さくに話してくれる方はたくさ

んいますが、ものすごい嫌悪感

を示す方だっています。一度、外

国人の方に石を投げられたし…

よっぽど気持ち悪かったんでしょ

うね（笑）いずれにしても、男か

女かよく分からない僕を見て、

「何だろう」とか「どうしてだろ

う」とか「アリ」とか「ナシ」と

か、何かを感じて欲しい。髭女装

が、みんなにとって考えるきっか

けになればいいと思うんです。

—レディシロウという名前の由

来は?

レディシロウ 公募です。10 0くらい

候補が出たなかで、分かりやすい

「レディシロウ」になりました。

ヒゲガールなんて案もあったの

ですが、2丁目にあるのでやめま

した。あと、レディガガと似てる

からガールシロウにしようかとも

思ったのですが、年齢的にガール

じゃないし、これもやめました。

まぁ、レディでもないですけどね

（笑）。

—今後の目標や夢は?
レディシロウ …悩んでます。夢や目

標どころか、近頃は自分が男か

女かってところから悩んでるんで

すよね。女装するようになって最

初の一年は心がどんどん女性に

近づいていくような感覚があっ

たんです。そして今は逆に遠のい

ている。女性って大変だな〜なん

て客観的に思ってみたり。以前、

知り合いの女性に「そんな格好し

てるからって女性のこと分かった

気でいるんじゃないわよ!」って怒

られたこともあります。

—ちなみに本業は?

レディシロウ フリーランスのイラス

トレーターをしています。芸能事

務所から誘いを受けたことはあ

るんですけど、テレビとかで何を

すべきか分からないんですよ。高

校時代の趣味を生かしてバンド

なんて案も出たけど、それではた

だのビジュアル系バンドになっ

ちゃう。今は街をブラブラするの

が一番テーマに合ってるような

気がします。何か自分の中でピ

タッとくるものがあればデビュー

するかも!? いずれにしても、しば

らくは街で髭女装活動してると

思います。見かけたら声かけてく

ださいね♥

PROFILE  
レディシロウ…愛知県出身、11月生まれの蠍座。
高校時代はドラムと少女漫画に明け暮れる。東京
造形大学卒業後、デザイン企画事務所勤務時はら
くがきに明け暮れる。で、フリーイラストレーター
に。フロムAアート展で優秀賞、ソニークリエイティ
ブグランプリ銅賞、さらにパルコグラフィック展な
ど入選多数。2011年10月末より「心の解放＋差別、
偏見なき世界」をテーマに髭女装活動開始。

個性的なスマホケースが豊富にラインナップ！ 

レディシロウ
おしゃれなスマホケース

※2013年夏に取材しました。
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Enjoy! ニシムラン

COURSE 4

旅ラン最高！ ～新しい旅のスタイル～

コスプレありの海外レース
今回の旅ランは、サンフランシスコの伝統レー

ス「Bay to Breakers」（http://baytobreakers.

com）を紹介します。1906年のサンフランシス

コ大地震からの復興を目的として1912年から

開催されている歴史ある大会です。

コースは、サンフランシスコ市内東側のエン

バーカデロから海岸沿いのグレートハイウェイ

までの7.46マイル（約12km）。このサンフラン

シスコ市街地を横断するコースは、スタートか

ら最初の3分の1がビジネス街を、次の3分の1が

住宅街を、そして残りがゴールデンゲートパー

クという公園内からなり、サンフランシスコな

らではのかなりきつい高低差もあります。毎年

5万人以上のランナーと10万人を超える観客が

集まり、世界のトップランナーがスピードを競

う一方で、コスプレランナー（中には「ハダカ」

のランナーも）が多数参加する大変盛り上がる

大会です。毎年5月第3日曜日に開催され、2013

年は5月19日でした。

この日は快晴で気温も14℃と絶好のレース日

和。スタートは本人申告のゴール予想時間に基

づいて5つのブロックに分かれます（筆者は申

し込みが直前だったので一番最後のブロッ

ク）。午前7時に最初のブロックがスタート。一

番最後のスタートは8時過ぎでした。さすがに5

万人もいるとスタートラインを通過してもすぐ

に走れるわけではありません。500メートルほ

ど過ぎてからようやくランが始まりました。最

後のブロックということもあって、タイム狙いよ

りもコスプレで楽しもうという人が多かった気

もします。老若男女、ランナーも沿道の人々も

本当に楽しめるレースでした。

今回走ったコースはこちら（http://connect.

garmin.com/activity/316518679）でご覧いた

だけます。サンフランシスコの名物レース、ぜひ

ご参加あれ！

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年以上。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

2013年5月に走って、
その後、原稿を書き上げました。
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今は小さな歪みでも、年齢を重ねるごとにどん

どん大きくなって体型を醜くしちゃうって話を

三時限目でしたんだけど…覚えてるわけないよ

ね〜（笑）。何はともあれ、今回は歪みを正す

簡単なエクササイズを紹介するね。格好いいシ

ルバー世代を目指して今からがんばろう。

やり方はとにかく簡単。鏡を見ながら歪んでい

るのと反対の方向にクイクイッと動かすだけで

OKさ。変に力む必要はないぞ。歪んだ箇所だ

けを動かすように意識して。

でも、こういうエクササイズって三日坊主になっ

ちゃう人が多いんだよね。だからマイルールを

作ってみたらどうかな? 例えば朝のヒゲ剃り前

に必ずクイクイッとやる、とかね。大切なのは

続けることだよ。グッドラック!!

■ 四 時 限 目 ■

歪みを止めるぞ!  Let’s エクササイズ!!

� まずは全身を鏡でチェック
全身が映る鏡がベスト。街のウィンドウでもOK!

2 歪みと反対方向にクイクイッと
例えば右に歪んでいたら左へ、前に突き出ていたら
後ろへ。必ず歪みと反対方向へと動かそう。

3 1日10回を3セットでOK
自分がやりやすいタイミングでOK。歪んだ箇所だ
けを動かすように意識して。さぁ、今日からスタート!

思い立ったら今日からスタート

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

※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（お詫び）
noplanを楽しみにして下さっているファンの皆
様、このたびは、1年以上もの間放置してしまい誠
に申し訳ございませんでした。ご協力いただいた
関係者の方々にも心よりお詫び申し上げます。今
後は1年とはいわず、2年、3年放置することのない
よう、心を入れ替えがんばりますので、よろしくお
願いします。 編集部　吉永

vol.5
［特集］ 鉄アレイの選び方！

■ 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!


