
The Pond Press : Issue place - Shepherd's Bush Garden

1

Vol.5
Apr.'10!"#$%&'(&

)"$*+%&,&-"*./"*.&
0

1"2$&3&4.5$
&6.57.5&8

1

　青空の下、緑に輝く木々や色とりどりの花々が美しい季節です。芝生の上や川辺で食べるお
弁当は何よりおいしい！　何を持って行ってもおいしく感じる自然のマジック！！　それがピ
クニックの魅力です。そんなピクニックが倍楽しくなる、カワイイアイデアをご紹介します。

!"の#$ 'カエルス & ザリザリ
' 

第4章掲載!!
 (本誌 2・3p)

★idea 2
エスニックなバスケットに

チャームを付けて、よりかわいく!!
C.Bolga Basket ボルガ トート バスケット ネイビー／ 

5,040円(税込)　D.Curly Collection カーリーコレクション 
水玉モニーク☆ビーズ バッグチャーム & ストラップ／

2,940円 (税込)

★idea 6
ひと味違うフォークやカップでピ
クニックを盛り上げよう!
J.Blok Cutlery Set SNACK'N 
STACK ブロックカトラリーセッ
ト スナック＆スタック／ 1,890円
(税込)　K .オーディフェイス マ
グカップ スッパイマン・ハート
マン／ 各399円(税込)

★idea 1
カラフルなバンダナで包めば
いつものお弁当が3倍おいしく見える ? !
A.Tokyo Souvenir Series Bandana スーベニール・シリーズ
バンダナ／630円(税込)　B.Gladee Banana Shape Lunch Box 
グラディ バナナ ランチボックス／1,365円(税込)

★idea 5
自然の中で映える、絵物語みたい
なバッグをお供に !!
H.Nathalie Lete ナタリー・レテ 
トートバッグ 赤ずきんの少女／
3,990円(税込) I.Curly Collection 
カーリーコレクション マリンモニ
ーク☆ビーズ バッグチャーム 
& ストラップ／2,940円(税込)
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★idea 4
バンダナやタオル代わ
りにオシャレな手ぬぐい
が大活躍  !
G.Tokyo Souve-
nir Series KHOP-
CHAI BRAND 
Tenugui スーベ
ニール・シリー
ズ　手ぬぐい／
840円(税込)

★idea  3
おしぼりやレジャーシートも、キュートにきめたい！
E.おしぼり マトリョーシカ／997円　F.レジャーシー
ト ブルー／1.260円(税込)
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ピクニックに行こう! !
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第4章

春の池に椅子を浮かべて、
午後の紅茶を楽しもう。
　ロンドンの春は、そろそろ、ゆっくりとやって
来ます。５月になっても、日本の気候で言えば、
東京の３月くらい。まだ、シャツ１枚で歩くには
ちょっと肌寒い陽気です。その代わり、公園の
森や家々の庭は、生き生きとした新緑に満たさ
れ、艶やかに輝き始めます。そう、名高いイン
グリッシュ・ガーデンに、最も美しい季節がや
って来るのです。カエルスとザリザリが住んで
いるこのシェパーズブッシュ・ガーデンにも、春
の天使が舞い降りて来ました。池の周りは若草
色から灰緑色まで、様々なトーンの緑色の草木
に縁取られ、その中に赤やサーモンピンク、パ
ープル、黄、オレンジ色の花々が咲き乱れて色
を添えます。まるで楽 園のような美しさです。
　そんな春の日曜日、ザリザリが池の縁で、な
にやら大工仕事をしています。大きなはさみの
手で器用に、トンカチをふるっています。
「やあ、豪邸の修復かい」とカエルス。
昨日は春の嵐が吹いて、カエルスの家も、屋
根が飛びそうになったりして大変でした。心配
して外に出た当人が風で飛ばされたくらい。も
っとも池に落ちただけなので無事でしたが。
「実は昨日の夜中、僕の愛するロッキングチェ
アが、シェパーズブッシュの駅に向かって飛ん
で行ってしまったんだ。今頃は、ホームで乗客
の紳士を座らせているに違いない。まあ、そ
れで、新しい椅子を作っている所なんだ」
　そこでカエルスも手伝うことにしました。木
を切って、トンカチで打ち付けていると汗が出
て来ます。さす が 春 のうららかな太 陽 の 下。
カエルスは目の前の池を見やり、早く仕事を終
えて池の中に飛び込みたいと思いました。青
い水を湛えた池は周 囲の緑と青 空を映して、
なんと魅惑的でしょう。その瞬間、カエルスの
頭に素晴らしいアイデアがひらめきました。
「あのさー、このロッキングチェアね、水陸両
用ってどうよ」
「はあ？」
　まったく、いつもとんでもないことを言い出す

カエルさんだよ、とザリザリは思いました。
「｠で？どうしろと？ 」
「いやいや、だからね。ロッキングチェアの、
曲線を描く足の部分を、ちょっとこう、こんなふ
うに」と、カエルスは小枝の先で地面に設計図
を描きました。できあがった図は、上に椅子を
置いたイカダ状のもので、中世のアフリカの王
様が川を渡るための装置のように見えます。
「ふーん。悪くないけど、でもこれじゃアシャン
ティの王様用でロッキングチェアじゃないよね」
　カエルスは「ああでも、悪くないんだろ？」と
全く気にしていません。
「じゃ、作ろうぜ！ それにこれ、池に浮かべ
ない時はちゃんと室内用にできるし、クッショ
ンを置けば快適に座れるから｠ !」
と、ノリノリなカエルス。仕 方なくザリザリは、
地面の設計図を眺めて、なんでこうなるの｠?  
と思いました。
「OK?  じゃ、水陸両用チェアの制作を開始
します。カエルスに任せればもう安心。世界
最高峰の座り心地をプレゼントするぜ｠ !  友達
の役に立てて嬉しいよ !」
 その言葉をそっくりお返ししたい気分のザリ
ザリだったけれど、アフリカの王族椅子も悪く
ないかもと思うことにしました。
　朝から作り始めて、半日以上が過ぎた頃。
「できた｠ ! ｠ ! ｠ ! ｠ !」
　カエルスが汗水垂らして完成させた木の椅子
は、よく言えばとても芸術的、ありのままにいえば、
木ぎれがあっちこっち出っ張ったり引っ込んだり、
寸足らずだったりとても不揃いで素朴なものでし
た。しかも葉や花で装飾さえしてあります。い
かにも手 作りと言った工 夫をこらした椅 子を、
ザリザリはとても気に入りました。さっそく、椅
子を池に浮かべて、２人で乗り込み、水上で
のんびり漂ってみることにしました。紅茶を入れ
たポットやクッキー、読みかけの本も用意して。
午後３時。イギリスの春の陽はまだ高い。ポット
から紅茶をつごうとしたその瞬間・・・。
「なんか、沈んでない ?」とザリザリ。
「ああ。沈んでるな。今こそ俺は、沈没しかけ
た時のタイタニックの船長の気持ちがわかるよ」
　いくら沈んでも、水生の彼らはへっちゃらです。
しばらく泳いで、池 の 縁にたどり着きました。
水の底に沈んだ水陸両用のロッキングチェアを
眺めながら、２人でお茶を飲み直しました。
　「季節は春、時は朝、朝は7時　丘は朝露に輝
いて、ヒバリは飛び交い、カタツムリは枝を這い、
神は空におわす、すべて世は事もなし」
　とザリザリは、イギリスの詩人、ブラウニン
グの詩をつぶやきました。最後の「すべて世
はこともなし」の部分が大好きなのです。そし
て明日は水陸両用のロッキングチェアを再生さ
せようと思う２人でした。
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春にぴったりのセレクション !!
大好評の 選曲 CD プレゼント !!

カラメルで、2009年度
グッドショップ賞を受賞 !

Online Shop News

　下北沢や溝口でおなじみの雑貨店｠ファイブ アンド テンの豊富な
品揃えの商品が、オンラインでお買い上げいただけます。チマタで
人気のあの雑貨、あるいは掘り出し物も。ぜひのぞいてみてください。

　メジャーな曲や隠れた名曲、新曲やレトロな曲ま
で、誰もが楽しめるFive & Tenならではのセレク
ションで毎回大好評の選曲CD「not for sale」。現
在制作中の第3弾は春の気分満載予定です。ラテン、
サルサ、レゲエなど南国のサウンドでココロウキウ
キ。オンラインショップ限定で、5,000円以上お買い
上げの方にプレゼントいたします。

http://fiveandten.jp/

携帯サイトへは
こちらから

QRコード

notforsale vol.1：1.Cantaloop (Flip Fantasia)・Us3／2.Lovely 
Day・Bill Withers／3.The Third Man Theme・川上つよしと彼のムードメイ
カーズ／4.Smile・Elvis Costello & The Imposters／5.Jolie・Al Kooper
／6.Where The Streets Have No Name(Can't Take My Eyes Off Of 
You)・Pet Shop Boy／7.Runnin' Away・Sly & The Family Stone／
8.My Way・Sex Pistols／9.How Deep Is Your Love・Bee Gees／
10.Put Your Records On・Corinne Bailey Rae／11.Amapola Part II・
Ennio Morricone／12.Long Hot Summer・The Style Council  
(Sep.2009)

notforsale vol.2：1.Breakout (Carnival Mix)・Swing Out Sister／
2.Farewell・Silent Poets／3.Venus As A Boy・Bj!rk／4.Holly・Henry 
Mancini／5.Harvest Moon・Neil Young／6.Goodnight Tonight・Paul 
McCartney／7.Heaven Is 10 Zillion Light Years Away・Stevie 
Wonder／8.Bossafrica・S-Tone Inc.／9.Bennie And The Jets・Elton 
John／10.ふたり -Dub II- ・みとともみ／11.Welcome to Japan ・砂原良
徳／12.Tom Traubert's Blues (Four Sheets To The Wind In 
Copenhagen)・Tom Waits  (Jan.2010)

人気モノから噂のレアモノまで。
その探しモノはここで見つけて。
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　人気ショッピングサイ
ト・カラメルに登録され
た1万店あまりの中から
選ばれました。
 受賞理由として「雑貨
やステーショナリー、キ
ッチン用品等のお取り扱
いのアイテムが可愛く、
特集ページでの物欲を刺
激する商品の見せ方が秀
逸です。定期的にフリー
ペーパーも刊行されてい
ます」と、おほめの言葉。
これからもますます便利
で楽しいショップを目指
しますので、よろしくお
願いいたします !


