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ころに決まることが多い。
人間力って大事ですね。大
ちゃんは婿が東京出身、嫁
が姫路出身、職場はどちら
も大阪なので、大阪駅そば
のホテルが良いとアドバイ
スしていました。神戸の異
人館がよいとか、ホテルモ
ントレが良いとかやってた
ね。最終的にレトロな感じ
で中世のプラハをイメージ
した、ホテルモントレ大阪
に決定しました。紆余曲折
の末、親の意見どおり大阪
駅近くのホテルに決まりま
した。スポンサー強しであ
ります。 月に結納式をや
ることに。今は家ではなく
ホテルのレストランが一般
的でありま
す。そう言
えばこの間、
倉庫を整理
していて実
姉の結納飾
りを 年ぶ
りに発見。
ご立派でみ

BE N STYL E
「人生の一大イベント、
娘を嫁に出す」
わが家の絵美ちゃんやっと
重い腰を上げ、結婚が決ま
りました。さて男親にとっ
て娘をやるってのはどんな
気持なんだろうね。３ヶ月
前から２人でいろいろ式場
の下見周り。仏滅の日は結
婚式がないので、どこも内
覧会を開催しています。そ
れも本格的でスタッフがモ
デルになって教会で擬似結
婚式を見せてくれます。ま
た食事も実際に食べさせて
くれます。やっぱ人生の一
大イベント、百万円の投資
なのでみなさん色々回って
るみたいです。最近のカッ
プルさんたちは数ヶ所の結
婚式場をはしごするそうな。
お金がなくてひもじいとき
にはおいしいシステムです
ね。会場の雰囲気とスタッ
フさんの親切さ。親身になっ
てくれたスタッフさんのと
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かん箱２箱分位ある。「姉
ちゃん結納飾りどうする？」
「要らんから捨てとって」
ふーん要らんのか、 年間
の預り料は一体いか程でしょ
うか？だから当然結納品は
レンタル。結納式の司会進
行もレンタル屋さんがやっ
てくださって、楽チン楽チ
ン。「素晴らしい品々誠に
ありがとうございます。つ
つがなく納めさせていただ
きます」だったかな。大ちゃ
んは何で結納したいかって？
最近のカップルって直ぐ止
めちゃったり離婚したりす
るじゃない。「もう戻れな
いよ、それでいいですか？」っ
て覚悟を試すみたいなもん
やね。いわば踏絵踏絵、こ
の段階も無事完了。最近は
お色直しの時間を減らす為、
カップルの写真は前撮りが
大半です。我社の社員たち
も「すみません前撮りなん
で有給お願いします」って
言って来たな。時代でござ
います
ね。娘
は 月
初旬に
少し紅
葉が残っ
た姫路
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城にて行いました。衣装代
を含めて費用は 万円。こ
だわるんやねー。だんなさ
んもお付添い、男はこの辺
はどうでもいいんやけど女
はこだわるねー。この辺は
女性リードで進んでいく。
将来のカカア殿下が着々と
見えてくる。続いてウェディ
ングドレスの衣装選び。こ
れがなかなか迷っちゃって
大変でありました。ああで
もないこうでもないと、迷っ
て迷って。母親が登場して
もまだまだ決まらない。全
部で５回くらい選びに行っ
たのかなー。「だんなさん
はいやにならないのかなー？」
おとなしく付き合ってくれ
たよう、優しい人でよかっ
たなぁ。次は料理選びの試
食会。続いて引き出物選び
へ移る。全て専任スタッフ
の人がタイムキーパーよろ
しく追い立ててくれます。
おかげさまで結婚式の準備
が無事完了。さすが結婚式
のプロですね。このスタッ
フさん
の親切
さに、
絵美ちゃ
んも感
激して
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結婚 式の後プレゼ ントを お届
けし たほどです。 お客様 にそ
こま で信頼をもら うとは モン
トレ ーさん恐るべ し。つ いに
結婚 式当日、いつ もと変 わり
なく ６時起床。結 婚式は 時
からなので車で慎重に向かう。
ハレ の日に何かあ ったら 困る
もん ね。 時に到着、 女性部
隊はいっせいに化粧・セット・
着付 けと忙しいこ れは戦 場だ
な。 大ちゃんの衣 装はレ ンタ
ルで す。「３万円 と５万 円ど
ちら になさいます か？」 「３
万円 で（ 秒で決定） 」初め
てモ ーニングなる 物を身 につ
ける 。ネクタイは シャツ の縦
エリ の外側にする 。 世紀の
古い 映画の紳士の よう。 時
から 教会で予行演 習です 。娘
と腕 を組んで足を 合わせ て左
足・ 右足と進んで いく。 練習
を２ 回くらいする 。この 歩き
方を ウエディング ステッ プと
か言 ってましたね 。途中 まで
行っ たら、だんな さんに 娘を
引渡 し自分は席に 座る。 練習
が終 わり、本番前 。なぜ か教
会の隣
の控え
室で、
だんな
さんと
二人き
り。話
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すことな
いやん沈
黙と、い
きたいと
ころだが、
婿殿は大
ちゃんよ
りもさら
に無口、
こちらが話 しかけてや るし か
ないか。「 緊張するな ー」 な
んて・・・ 。そこでふ と思 い
出す。三指 ついて「お 父様 今
までお世話 になりまし た。 絵
美は今日け いちゃんと 結婚 し
ます」がな かったやん 。省 略
されちゃっ たのね。外 では 招
待客が教会 に入ってい く。 入
り終わった ところで、 教会 の
扉の外で娘 と手を組む 。そ し
て扉が開き 、母親がベ ール を
上げる。少 し間が空き 「せ ー
の」「せー の」と娘が つぶ や
く。「何？ 」そやそや 左・ 右
やったな、 はっと思い 出す 。
ほれ行くぞ タタタター ン・ タ
タタターン で左・右と 中程 ま
で進んでい く。ここで 娘を 婿
殿に渡す。 お役ごめん であ り
ますので席 へ戻る。重 大ミ ッ
ション終了 。お二人さ んは 誓
いの言葉・ 署名・指輪 交換 と
進んでいく 。最後に名 入り の
プレートを 釘で打ちつ けて 終
了です。教 会の外での ブー ケ

トス は寒いのでな し。娘 は遅
行き なので女子は ほとん ど既
婚者 なので影響な かった か。
次は 待ちに待った 披露宴 であ
りま す。「飲める 飲める 飲め
るぞ ー酒が飲める ぞ」ほ どな
く結 婚式が始まる 、オー プニ
ングはディズニー風のプロジェ
クシ ョンマッピン グです 。ま
あな んておしゃれ なんで しょ
う、 我が娘ながら 感心す る。
続い て花嫁花婿登 場であ りま
す。 娘はニコニコ 、こん な笑
顔は 見たことない 。よっ ぽど
うれしいんでしょうね。良かっ
たねよき伴侶に恵まれて。
「も う年なんだか らこの 辺で
我慢 しときなさい 」とは 、決
して 言ってはいけ ない。 うま
くい かずに帰って きたら 、そ
の後一生言われることになる。
それ だけは言わな くて良 かっ
たと胸をなでおろす。 まず
は来 賓挨拶・乾杯 と続い て、
余興 タイム。絵美 の同僚 のＡ
ＮＡ の仲間達６人 のＡＮ Ａ機
内アナウン
ス結婚式編、
これはおも
ろかったな。
「皆様本日
はＡＮＡ
便にご搭乗、
誠にありが
とうござい
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ます・・・ 」と機内ア ナウ ン
ス風に６人 でまわして いく 。
救命胴衣の 付け方のア ナウ ン
スで、新郎 にエプロン をつ け
て、緊急着陸態勢といって
「両手を頭 にそのまま ひざ の
間で下げて ください」 そし て
言わせたセ リフ「ごめ んな さ
い」これに は会場も大 笑い 。
やつらはお もろいなー 。Ａ Ｎ
Ａ同僚の結 婚式では必 須の ア
イテムとか 。大ちゃん 初め て
聞いてビデ オ撮りに夢 中で 写
真はなし。 お料理も若 い二 人
ながらおい しいものを そろ え
ていました 。中でもお 茶づ け
バイキング は初めてで した 。
最後に両家 の挨拶と娘 から の
手紙。ここ で世のパパ たち は
うるうるす るが、大ち ゃん は
どうもなし 。結構わが 家の パ
パはクールかもです。結婚式っ
て昔は親がやったもんだけど、
最近は完全 にカップル で楽 し
んでる。な んか娘もビ デオ 編
集等に当日 明け方まで かか っ
たそうです 。本当にこ だわ り
の娘ちゃん でしたね。 これ で
一安心
メデタ
シメデ
タシで
ありま
した。

