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2007.01.06～08おとわ会

超遅刻なんですが・・・ - ピアノ Home  
2007/01/10(Wed) 16:07
 トッチーさん、二眼レフさん、皆様
今年もよろしくお願い致します。
早めに「原山工房」のお正月用お菓子を是非お届けにと思っていたのですが、キャンセル
で空いた箱根保養所の温泉に急遽行くことになり、８日は去年より待ち焦がれたアレクセ
イ・ヤグディンをはじめ、世界の（長野、ソルトレイクの）五輪メダリスト達に高橋・織
田関学コンビ、浅田姉妹、そして「荒川し～ちゃん」が出演する「Ｓｔａｒｓ　Ｏｎ　Ｉ
ｃｅ　ｉｎ　Ｊａｐａn」を大阪まで見に行く準備で時間がなくとうとう今頃に・・・
ネットの冷蔵庫は絶対いたまないので安心して、お客様と召し上がってください。
★今年の目標
主人が定年になったら海外旅行に行くための準備として、国内で一人で旅行できる距離、
時間を増やすこと。自分の体力の限界を知ること。（場合によっては諦めも肝心ですが。
野茂さんもまだ引退宣言してないし・・・奇跡のカムバック、再び！・・を期待）

準備は２年前から着々と進めてます。
息子達が就職してもう車で送り迎えが期待だきなくなる事を予想して卒業１年前から、東
京の病院へ一人で歩行器に捕まって通い出したのが始まり。
次に母が寝たきりになったことで神奈川の実家へ一人で歩行器押しながら面会に毎月通っ
た事
（家族が一緒でしたが）納骨に大分まで空路でなく新幹線で大分まで往復できたこと
東京の病院へ行けるのだからと代々木の日本体操選手権に一人で行けたこと。
父と京都まで分骨に日帰りでいけたこと。
これらが自信となって、８日は大阪の「なみはやドーム」まで上記のスケート・ショーへ
行き私には「大冒険」、大阪のメル友さんともお会いできて、楽しく帰って来ました。
今日は遊び呆けたツケで腰が悲鳴をあげていますが、自分が行きたくて行ったので我慢で
きます。
これから早めに夕食の支度をゆっくり始めます。遊んできて家事ができないなんてマズイ
ですから（笑。 
   
だいじょ～ぶ！ - 音羽の二眼レフ Home  
2007/01/10(Wed) 20:09
おふ会には、遅刻って、ありませ～ん。
大体で、いいんです。
それにしても、ピアノさん、本当に“着々と”ですねぇ。
ぜひ目標が達成できますように。  
当家のご主人、急に具合の悪くなったパソくんの看病をしております。
顔を見せるのが、遅くなるかも...。 
  
Re: 超遅刻なんですが・・・ - トッチー Home  
2007/01/10(Wed) 22:33
いらっしぃませ！
ピアノさん！
それに、原山工房のお菓子を手土産に！
ありがとうございます。
原山工房には、時たま菓子を購入に行きます。
ピアノさんの前向き、
その姿勢に私も乗っかります！
野茂をどうしたんだろうか、気になります。
マスコミにもその辺を報道してもらいたいものです。 

皆さんありがとう！ - トッチー Home  
2007/01/09(Tue) 09:36
おとわ会の皆さん！
書き込みありがとうございました。
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本年の期待など、読ませて戴き！
よしっ！今年も頑張るぞ！
こんな気分です。
よろしくお願いします。 

ごくろうさまでした - 音羽の二眼レフ Home 
2007/01/09(Tue) 15:57
長丁場、お疲れ様でした！
次回のトッチーさん宅でのおふ会の時には更に料理メニューが増えて、「お食事処トッチ
ー」なんて出来そうですね。
では又次回！ 

   無題 - naoko  
2007/01/09(Tue) 06:51
おはようございます。
かなり出遅れましたが今年もよろしくお願いいたします。
寒いね～。こんな寒さでそんなこといってられない皆さんのとこはもっと寒い。
年末からの疲れがここんところ来てます。
まあ今年もがんばるつもりです。 
   
Re: 無題 - 小林　　征勝  
2007/01/09(Tue) 08:29
　夜間隊、ちょっと眠いです。
　naokoサン、おはようございます。
　宮崎も寒いですか。今朝は全国的にこの冬の平均的温度といってますが、暖冬だったの
で寒いですね。
　お疲れモードのようですが、大丈夫ですか。暮れも正月の働いてましたか。
　寒さ大敵、冷えないように！
　お疲れ溜めないように、無理か、休める時は休んで体力温存してください。
　ごめんね、夜間隊もさすが朝は弱い。
　ごめんなさい、宮崎でなくて、大分県でしたね。 
  
Re: 無題 - トッチー Home  
2007/01/09(Tue) 09:33
naokoさん！
久々です。
体調には注意して下さい。 

  無題 - ひなげし  
2007/01/09(Tue) 01:28
 小林さんが、ナイト　ガードマン！
あっ！１時済んだから仮眠かしら？
トッチーさん、会長さん、みなさまサンクスでした。
ケアマネ～～カミングアウトしたので頑張りまする♪
ひなげし。。。本格始動です。
これからもよろしくです。
～～～～んで～～～～イカ舟一艘「ど～～んと」 
   
Re: 無題 - 小林　　征勝  
2007/01/09(Tue) 03:42
　ナイトガードマン、起き出してきましたよ。
　まだそちらの方は、雪、風が強いでしょう。明日から仕事だね。
　ケアマネのカミングアウト、良いことかもしれませんね。試験は年々難しくなってるよ
うです。この際頑張って資格取っちゃおうよ。
　天気がいいと、イカ釣り船の明かりが海に輝いて綺麗でしょうね。
　おやすみなさい。 
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Re: 無題 - トッチー Home  
2007/01/09(Tue) 08:36
ひなげしさん！
何時もいい写真ありがとうございます。
今日の空模様はどうなのでしょうか。
凍える手でシャッターを押して下さい。 

  夜間隊 - 小林　　征勝  
2007/01/08(Mon) 22:24
　わたしは、午前１時まで、この掲示板みはってます。
　夜の好きな方、どうぞ！　待ってます。 
   
Re: 夜間隊 - トッチー Home  
2007/01/08(Mon) 22:48
小林さん、よろしくお願いします。
火の用心！カチカチ！ 
  
Re: 夜間隊 - 半兵衛 Home  
2007/01/08(Mon) 23:46
＞トッチーさん
3日間の長丁場、ありがとうございました。
＞ALL
今年の目標、達成できるといいですね。
僕は飽きっぽい性格なので、
長期の目標に加え、１日ごとの目標も立てたいと思います。 
  
Re: 夜間隊 - 小林　　征勝  
2007/01/09(Tue) 00:02
　半兵衛サン　やはり目標達成はコツコツと階段を一段ずつ登るようなもの、一足飛びに
は越えられないようです。
　どうぞそれなりに頑張って下さい。達成感が味わえること、祈ります。 

  無題 - フー Home  
2007/01/08(Mon) 22:13
トッチーさん皆様！３日間、いろいろ今年の目標等を、聞いて貰ったり聞かせて貰ったり
・・・♪
ありがとうございました _̂̂
皆、いろいろ目標があるんだなーって、刺激も受けたし楽しかったです！
今日は今から寝てしまうので、ご挨拶に伺いました。
ではおやすみなさ～い！ 
   
Re: 無題 - み Home  
2007/01/08(Mon) 22:18
フーさんトッチーさん皆さん、今年もいろいろ目標を聞かせていただいて私もファイトが
沸いてきました。明日も楽しみに。ではおやすみなさい。 
  
Re: 無題 - トッチー Home  
2007/01/08(Mon) 22:47
お休みなさい！
「フー」さん、「み」さん！
皆さんの新年、この一年が楽しみです。 

  トッチーさん - 音羽の二眼レフ Home  
2007/01/08(Mon) 22:07
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そして仲間のみなさ～ん、おふ会は、明日の朝まで続きます。
小生は明日がボラバイト始めです。
で、もうすぐ寝ちゃいます。
明日午後に、また遊びに来ます。 
   
Re: トッチーさん - み Home  
2007/01/08(Mon) 22:14
れふさん　ボラバイト初め。
生徒さんもお待ちかねですね。
私もわからない事ばかりで教えていただきたい。
年賀状もパソコンのどこに住所録が潜んでいるかわからずやっと昨日だしたんですよ。も
う開き直って「のろまの亀さんでごめんね。」と。。 
  
Re: トッチーさん - トッチー Home  
2007/01/08(Mon) 22:44
お休みなさい！
二眼レフさん！
まだまだ、よろしくお願いします。 

  ただいまPC不調 - トッチー Home  
2007/01/08(Mon) 22:11
迷惑メールを削除ツールで削除していたら、
突然フリーズ！
再起動したら、画面は横に90度回転したまま、
現在、ディスプレイを90度回転させ、倒れないように手で押さえてやってます。
こんなこと初めて！
どうすりゃいいんだ！！ 
   
直った！ - トッチー Home  
2007/01/08(Mon) 22:41
デスクトップで右クリックすると、グラフィックオプションがあり、それをクリックする
と、
「回転」がある、更にそれをクリックすると、標準、90度、180度、270度があり、90度に
チェックが入っていた。
それを標準に入れ直すと、元に戻った。
ウーン、こんなことがあるんだ。 

  初めまして<(_ _)> - おいちゃん Home 
2007/01/06(Sat) 20:19
 みなさま、初めまして<(_ _)>
 あけましておめでとうございます 
レフさんの紹介で初めて参加させていただきます♪
でも、、、足跡書き込みだけになってしまってごめんなさい(;̂_̂A アセアセ・・・
お詫びにあけおめプレートをはりはりしていきます♪
みなさんにとっても今時期って健康に一番気を使う時だと思います。
風邪・インフルエンザに気をつけて明るく楽しい日々をすごしましょう♪
それでは、こんな私ですがよろしくお願いいたします<(_ _)> 
   
待ってました！ - 音羽の二眼レフ Home 
2007/01/06(Sat) 20:35
おいちゃん、顔を出してくれましたねぇ。
（あ、おいちゃんって、女性ですから...。）
で、おいちゃん、どんなお正月ですか？
今年の「挑戦しようかな」は？ 
  
Re: 初めまして<(_ _)> - トッチー Home 
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2007/01/06(Sat) 20:43
おいちゃん！
全く初めまして！
おいちゃんち、一寸覗いてきました。
福島県だって！
実は何を隠そう、あっしは福島県出身なんです！
そのうち、じっくり伺います。 
  
Re: 初めまして<(_ _)> - 小林　　征勝 
2007/01/06(Sat) 20:56
　おいちゃん、女性でしたか。すみません、男性だと思ってました。
　まぁ、長いお付き合いをお願いします。
　今日は、雨や雪、嵐のようですね。外出は無理ですね。ネットでもしてましょうか。 
  
Re: 初めまして<(_ _)> - み Home 
2007/01/06(Sat) 21:11
おいちゃん、はじめまして。
おいちゃんちは福島ですか？本当の空のある所ですね。今度行ってみよう。
「おーいおいちゃん。」って叫べば聞こえるかしら。 
  
Re: 初めまして<(_ _)> - 横浜うさぎ Home 
2007/01/06(Sat) 21:34
おとわ会・なんとも】の一員の横浜うさぎと申します。
私は横浜市に住んでいる【卯年の女】です。
とっても素敵なＨＰですね♪
あとでゆっくり見ますね。
これからもど～ぞよろしくお願いします。 
  
Re: 初めまして<(_ _)> - 半兵衛 
2007/01/07(Sun) 15:45
＞おいちゃんさん
はじめました。
HP、見ました。すごいキレーです。 
  
Re: 初めまして<(_ _)> - おいちゃん Home  
2007/01/08(Mon) 20:05
みなさま、返事が遅れちゃいました＾＾；
＠レフさん
そうです♪女性です（爆）
この年末年始は自分が忙しすぎて、
ストレスたまってしまいました。
でもようやく普段の生活に戻りつつあるので
大丈夫だと思います♪
＠トッチーさん
お！福島県出身ですか？
是非サイトへも遊びにいらしてくださいね♪
ふぐすまの事が書いてあるわけではないけど＾＾；
＠小林 征勝さん
そうなの♪一応女性です＾＾
昨日、暴風雨の中バイトへ行ってきました。
でも帰りには送ってもらったから楽チンでした♪
＠み さん
こんばんは♪
福島の空気はおいしいです♪
呼んでくれたら聞こえるかも＾＾
=̂-̂=うふっ♪
＠横浜うさぎさん
こんばんは♪
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横浜へは、Jリーグを見に行ったことがあります。
中華街でラーメンを食べたけど、時間がなくて、
観光はできませんでした。。。残念＾＾；
サイトへも遊びにいらしてくださいね＾＾
＠半兵衛さん
サイト見てくれたのですか？
ありがとうございます<(_ _)>
またいらしてくださいね♪
みなみなさま
本年も体調管理に気をつけつつ、
楽しく毎日を過ごしましょう♪
本年もよろしくお願いいたします<(_ _)> 
  
これを機に - 音羽の二眼レフ Home  
2007/01/08(Mon) 21:58
おいちゃんのところ、遊びにいきましょう。
おいちゃんもぜひ、此処でであった人のところ、覗きに出かけてみてください。
きっと歓迎  してくれますよ。 

  いってきました - 音羽の二眼レフ Home  
2007/01/08(Mon) 16:00
 国立劇場へ。
何か観に行ったんじゃなくって、入場券を買いに。
２月の文楽です。
いよいよ「文楽デビュー」
今日は暖かく、有楽町まで歩いたら、汗かいちゃいました。 
   
Re: いってきました - フー Home  
2007/01/08(Mon) 16:19
さすがレフさま！行動が早いわ☆
文楽はまったくの素人です。
レフさまの報告を楽しみにしています _̂̂ 
  
Re: いってきました - み Home  
2007/01/08(Mon) 16:23
レフさんの趣味の世界は広いですね。
有楽町まで歩いていける所にお住まいですか。
いろんな刺激があっていいですね。
羨ましい！
フーさんと友に報告お待ちしてます。
写真撮影は禁止でしょうね。 

  
本格的な - 小林　　征勝  
2007/01/08(Mon) 16:24
　文楽を鑑賞するわけですね。
　何か羨ましい気もしますが、あの浄瑠璃（？）聞いていて、理解できますでしょうか。
　かなりの予備知識が必要かと感じます。
　しかし、太棹の三味線に浄瑠璃に、生きているかのような人形の動き、テレビでしか見
たことありませんが、いいですね。 
  
ちがいます - 音羽の二眼レフ Home  
2007/01/08(Mon) 18:36
みサン、有楽町まで歩いたのは、国立劇場からです。
家からは、とてもとても...。。
＜小林サン＞
そうなんですね。義太夫の語りは、なかなか聞き取れませんね。
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ただ、今は、現代訳みたいなのが舞台下に表示されるようになってるんです。
それと、演題（今回は妹背山婦女庭訓っていうもの）の予習、今してます。
「文楽のツボ」ってあんちょこ（懐かしいですね）で、ストーリー・見所・聴き所を勉強
中です。
『主あるひとをば大胆な、断りなしに惚れるとは、どんな本にもありゃせまい...』な～
んて。
女性二人を相手の三角関係、ゾウゾクッです。 
  
Re: いってきました - あい  
2007/01/08(Mon) 18:45
二眼レフさん、都会はにぎやかでしたか？
最近はすっかり埼玉に引っ込んでしまって、
出かけていないです。。。
今年は行ってみようかな？
文楽とかはよくわからないのですが、人形の衣装を観るのは好きです。
「文楽のツボ」なんていうあんちょこがあるんですね 
  
Re: いってきました - 小林　　征勝  
2007/01/08(Mon) 19:35
　そうですか、舞台下に現代語訳が出て、おまけにアンチョコがあれば、充分楽しめます
ね。
　出し物は「近松もの」が多いのでしょうか。所謂、「セワモノ」男女の機微を描いたも
のでしょうか。
　　大いに楽しんで来て下さい。 

  今年の期待予想 - み Home 
2007/01/07(Sun) 18:41
☆東京世界フィギュア選手権で浅田真央選手　中野友香里選手　安藤美姫選手　高橋大輔
選手　織田信成選手が表彰台に昇る。
☆小山市小野塚邸が保存され一般公開される。
☆人工心臓が開発される。
東京ワールドでも女子ほの日の丸3本これはちょっとむりかな？でも期待できるだけでも
凄い！！
男子少し前まではとても世界レベルでは上位にはいれない感じだったけども今年はもしか
したらメダル。フィギュアが大好きなのでTV番組が増えてうれしい。
小野塚邸がどうなるか小山市政が暴露される事態だわ。あまり政治に興味がなかったけど
これからは有権者として政治に関心をもとう。
人工心臓　いつどこで開発されるかわからない。私的にはピノキオを作ったゼベット爺さ
んみたいな人がコツコツ作っていて今に発表しそうな予感があるんだけど。人工心臓で我
が家の山の神はパワーアップ！！ 
   
Re: 今年の期待予想 - トッチー Home 
2007/01/07(Sun) 21:14
小野塚邸？
ウーン知らなかった。
人工心臓！
人工股関節は使ってるんですが．．．ｗ；； 
  
フィギュア - 音羽の二眼レフ Home 
2007/01/07(Sun) 21:21
本当に女子も男子も日本は強くなりましたねぇ。
東京大会が、今から楽しみ！
男女とも優勝したらいいなぁ。 
  
Re: 今年の期待予想 - み Home 
2007/01/07(Sun) 21:52
トッチーさん
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小野塚邸の事は↓のHPにかいてあるんですよ。
http://homepage2.nifty.com/machidukuri/
私は東京にある林芙美子邸のような古い民家が好きで昔のまま保存されていて一般公開さ
れているので都会では古い建造物や自然が大切にされていて憩いの場になっていて羨まし
いです。栃木県で人口2番目の都市小山には文化財が一つもないのです。
私の心臓疾患は「心臓移植以外に良い治療法はない。でも大丈夫近い将来必ず人工心臓（
体内埋め込み式）が開発されます。」と主治医先生がおっしゃったの。もしかしてあの先
生が夜中につくってるのかなあ。受診の度に拝んでこよう。
レフさん本当に男女とも優勝したらいいですね。
真央ちゃんは天才だし。高橋選手昨季までは感性豊かですがよろける事が多く永遠の吟遊
詩人と思ってましたがとても力強くなってびっくり。織田選手というライバル登場が良か
ったですね。フィギュア男女とも戦国時代。次のオリンピックまでには思わぬ伏兵も。。
。個人的には大好きなゆかりんにオリンピックにいってほしい。オリンピックから帰って
から息子のお嫁さんになってくれれば、、、、優しそうで以外と頑固な性格かも。。。 
  
Re: 今年の期待予想 - トッチー 
2007/01/08(Mon) 06:59
小野塚家のHP、拝見しました。
このような建物は50年100年後更にその後の宝物です。
よそでの古い建物の解体破壊もったいないと思っています。美智子さんの実家の建物、本
人の強い意志があっての解体だったんでしょうが、あれももったいないものでした。
フィギュア、男子も女子に追いつけそう！
マラソンは女子にまだまだ、
ゴルフも、
若手男子に期待したい！
小山と言えば小山遊園地！懐かしい！
関東ではメジャーでした。 
  
小山温泉　思川 - み Home  
2007/01/08(Mon) 14:08
トッチーさん
小山遊園地はあわや倒産という所までいったのですがいちかばちかでほった温泉がでてい
までは
小山温泉　思川として営業中です。
なかなか公表のようですよ。↓
http://www.oyama-am.co.jp/omoigawa/
オリンピックの花　マラソン、フィギュアスケートに女子優勝　こんな小さな島国なのに
日本は凄いと思いました。
男子も野球で次々とアメリカメジャーに。確か野茂選手の時はアメリカで通用するはずな
いといわれたのでは？今では５０億。 

    
   
宿題 - ひなげし 
2007/01/07(Sun) 22:39
 吹雪レポート～～～の後..爆睡してました。
宿題をします。
☆　挑戦　☆
①勿論～～ケアマネ受験～～２回目　　
今年は、ノックアウトでしたので
…で…コンスタントに学びます？
②昨年、３１年間の介護を終え母を看取りました。
記憶を呼び起こし「介護史」を残したい。。。 
   
Re: 宿題 - 半兵衛 

2007/01/07(Sun) 23:10
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たしか、「実技講習受講試験」には合格されたのでしたっけ？

今、ユーキャンのHPをサラッと見ました。
実技講習は「翌年」ってことは、もうそろそろですか？

合格して、お祝いオフだ～♪ 

  
Re: 宿題 - み Home 

2007/01/07(Sun) 23:13

ひなげしさん忙しいのにケアマネ受験　偉いです。
頑張ってくださいね。おふ会にも受験生がいらっしゃるとは皆の張り合いですね。

「介護史」実際に体験された方の記録は多くの方の参考や励み　癒しになるでしょうね。
なにしろ31年間ですから、、期待してますよ。 

  
Re: 宿題 - 小林　　征勝 

2007/01/07(Sun) 23:19

　今年はケアマネの試験がんばろう。

　介護の体験を書き残すのも良いかもしれませんね。

　風、雪との凄いのでしょう。明日朝見て吃驚！　てなことになると思うけど、キーつけ
てね。 

  
Re: 宿題 - ひなげし 

2007/01/08(Mon) 00:28

 ＞半様、お久でした。
＞「実技講習受講試験」は、介護福祉士です。
　こちらは昨春
　仕事がら必要だったので

ケアマネは、昨秋挑戦したのですが５割。。。
８割と言われており、北海道の合格率は１８％だした。
超難関～～ＧＯ！ＧＯ！しかありましぇ～～ん。

＞みさん、頑張るです。
私は、皆さんに公開してプレッシャーかけるタイプです。

＞小林さん、誰のためでもなく母を…残したい。
出きればの話ですけど 

  
Re: 宿題 - トッチー 

2007/01/08(Mon) 06:27

吹雪レポありがとうございます。
身が引き締まります。 
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Re: 宿題 - フー Home 

2007/01/08(Mon) 09:36

ひなげしさん、おはようございます！
頑張っていらっしゃるんですね _̂̂

ケアナネさんはとっても大変なお仕事です！
プレッシャーをかけるけれど、頑張ってくださいね♪介護史も待ってます！ 

  
責任の重いケアマネだから - 音羽の二眼レフ Home  

2007/01/08(Mon) 10:15

資格を得るのはなかなか大変ですね。
でも、何年掛かっても取得の価値がありますね。
１８％ってことは、６浪くらいすれば、ひょってして？
介護史、いい考えですね！ 

  
Re: 宿題 - ひなげし  

2007/01/08(Mon) 11:13

 ＞トッチーさん、昨日の名残～～
　凍れてます。
　引き締まり？ます。
　お疲れは出てませんか？

＞フーさん、こんにちは～♪
　昨夜…お部屋～お邪魔してきました。
　とっても広かったです！
　よろしくね

＞会長さん、６年後のを目指します！
　はい！プレゼントだす。 

  
ケアマネの試験 - 小林　　征勝  

2007/01/08(Mon) 12:51

　年月が立つと、益々試験が難しくなっていく政府の施策があるので、今年は合格するよ
う勉強してください。

　まぁ、今の仕事に直接に必要ではないのかも。

　だけど、頑張ってね。 

  
Re: 宿題 - み Home  

2007/01/08(Mon) 13:54

ケアマネージャーお医者さんでも合格するのは難しいと聞いてます。とっても大事なお仕
事ですね。
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おふ会の仲間が挑戦してるってうれしいです。
無理なさらず頑張ってくださいね。 

  わたしの、とりあえずの目標 - 小林　　征勝 

2007/01/08(Mon) 01:11

　糖尿病では、約１ヶ月の血糖値の平均値を、グリコヘモグロビンA1ｃが何％かという目
安があります。この数値が６，５％以上だと諸々の合併症が出てきやすくなるとの警告の
数値とされてます。

　昨年、この数値が９．４％が２ヶ月続き、介護中で教育入院してなかったので、その意
味も兼ねて入院してきました。

　目標は、この数値がとりあえず、６％代になるよう努力です。１１月の数値７，１％で
した。多分１２月の分は（１月下旬に判明）６％代に納まってると思いますが、その数値
を維持していくのが、大きな目標です。
　三大欲望の食欲との闘いですから、辛いし、苦しい時があります。 

   
Re: わたしの、とりあえずの目標 - トッチー 

2007/01/08(Mon) 06:37

とりあえずと言うより、
必達の目標、
「食べる楽しみ」を絶つので大変と思います。

ケーキ類は、掲示板の画像で我慢して下さい。 

  
Re: わたしの、とりあえずの目標 - フー Home 

2007/01/08(Mon) 09:41

トッチーさん、小林さんおはようございます♪
数値の６％代を維持するって言うのは、よくわからないけれど大変な事なんでしょうね
@_@

自分との戦いですね。頑張ってください _̂̂v 

  
これまでの - 音羽の二眼レフ Home  

2007/01/08(Mon) 10:20

お母さんの介護に向けられていた時間とエネルギーを、ご自信の健康に向けてください。
糖尿クンも付き合いは容易ではないだろうけど、小林サンなら大丈夫！
気分転換の「おちかく散歩」も是非。 

  
Re: わたしの、とりあえずの目標 - み Home  

2007/01/08(Mon) 10:35

小林さん、目標達成　持続　頑張ってくださいね。
長く毎日の事ですから大変だとは思います。
ここの皆が応援してますよ。
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辛いときはデジ君と散歩して素敵な画像配信したり掲示板でのおしゃべりお持ちしてます
。 

  おばんです - 椿ひめ 

2007/01/07(Sun) 22:14

遅くなりました～
今日は寒かったですね。
私んちは半兵衛さんちとは反対の大阪の南部なんですが吹雪いてはなかったけど、突風で
吹き飛ばされそうになりました。

【今年の目標】
・１万人の第九に再挑戦
　去年は落選してしまったんで今年はもう一回挑戦　して、是非あの舞台で歌いたいです
。
・茶道のお稽古の再開
　病気になってからお稽古から遠ざかってました。
　腕力も極端に落ちてるから、お道具に粗相があってはいけないし、皮膚も弱ってるので
にじったりできないので遠慮（？）してたんですね。
　でも師匠（叔母なんです）から“見学からでもいいからお稽古に来ていいよ”って言っ
てくれたのでボチボチ再開しようと思ってます。
　
まぁ、焦らずにボチボチやっていきます 

   
Re: おばんです - フー Home 

2007/01/07(Sun) 22:33

椿ひめさんお久しぶりです _̂̂

姫様は歌も茶道もされるのですか！
私も茶道は昔していました。裏千家でしたよー！

お抹茶を立てていると、心が穏やかに落ち着きますね。
無理の無いように、続けてくださいね☆ 

  
Re: おばんです - 半兵衛 

2007/01/07(Sun) 22:40

＞ひめ

へ～、茶道やるんですか？

「ホットペッパー」（フリーペーパー）に
たまに茶道教室が掲載されているんで
１度体験してみたいなあ～なんて思ってます。 

  
Re: おばんです - 小林　　征勝 

2007/01/07(Sun) 22:43

　来年の第九の一万人の合唱の挑戦頑張って下さい
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　風が強いですね。茶道は切りがないくらい永遠と続く道、穏やかに続けて下さい。 

  
Re: おばんです - み Home 

2007/01/07(Sun) 23:07

椿ひめさん歌を歌われるんですか。
いいですね。大勢で第九の合唱気持ちが盛り上がりますね。本年12月ですよね。頑張って
ください。
私も裏千家でお茶ならってました。
お菓子が魅力で、、一月の初釜は花びら餅ですね。
あの味噌あんと牛蒡の組み合わせ。微妙な味の良さ
見た目の美しさ。私もお抹茶を立てて美味しいお菓子を食べよう！ゆっくり。のんびり。
 

  
Re: おばんです - 半兵衛 

2007/01/07(Sun) 23:16

＞ひめ

ちなみに、今年の初外来は
1/16（火）14：00 膠原病外来です。 

  
Re: おばんです - 椿ひめ 

2007/01/08(Mon) 00:02

フーさん、みサン
私の茶道は表千家です。
茶道はお茶を点ててると本当に心穏やかになりますよね。
炭のシューッって音を聞いてたら本当に気持ちが洗われるような気がしますね。
お菓子はもちろん、お道具を拝見するのもいいし、お茶花も好きです。
本当に奥深いですよね。

半兵衛さん
男の人がお茶を点ててるのって素敵やよ～
一回挑戦してみて！
大体、お家元も男性やしね

私の今年初の病院は9日、またすれ違いやね 

  
Re: おばんです - トッチー 

2007/01/08(Mon) 06:22

そう言えば、昨年の第九落選残念でした。
私も1万人第九のTVを見る気になりませんでした。
当選、期待してます。 

  
ひめの方も - 音羽の二眼レフ Home  

2007/01/08(Mon) 10:09
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風、強かったんですねぇ。
そちらほどではないかも知れないけど、当地もです。
夕方のウォーキング、時々ヨロヨロしちゃいました。
ひめには、毎年第九抽選の楽しみがあって、いいですね。
当たっても外れても、年末の楽しみ！ 

  土人形　七福神と達磨　＋？ - み Home 

2007/01/07(Sun) 20:11

 ２ｃｍ位の小さな七福神のお人形です。同じ作りの達磨さんとお爺さんもいっしょに写
ってます。
大黒天　恵比寿　毘沙門天　弁財天　福禄寿　寿老人　布袋９体ありますが達磨さんと普
通のお爺さんがひとり混ざってるようです。 

   
Re: 土人形　七福神と達磨　＋？ - フー Home 

2007/01/07(Sun) 20:19

うわぁー！かわいい～♪
２ｃｍくらいとは思えないです（お顔がいいわ！）
みさんの家にはいろいろありますね _̂̂

七福神の中で、一人だけ日本の神様じゃない方がいるって聞いたのですがどなたかしら？
 

  
高砂の爺婆 - み Home 

2007/01/07(Sun) 20:51

 この５ｃｍ位の土人形を見ると年末に？だった爺さんのもってるのが熊手だとわかりま
す。実家の曾お爺さんがなぜか全国を頻繁に旅行している事が残されている各地からの手
紙からわかりました。手紙の相手は皆一人息子宛。妻宛の手紙がなくて残念。妻ってどん
な存在だったのかしら？旅行土産か他人からのプレゼントか。そうした小さな郷土人形が
沢山ありますよ。他の姉妹は興味ないので私が皆持ってきました。今に凄いお宝になると
いいですが、、中に宝石でも入っていないかなあ。 

  
うまいうまい！ - 音羽の二眼レフ Home 

2007/01/07(Sun) 21:18

ちび人形９体を、斜め上から写すなんて。
本当にいろんなものが「み宅」にはあるなぁ。 

  
Re: 土人形　七福神と達磨　＋？ - み Home 

2007/01/07(Sun) 21:32

レフさんに褒められると本当に上手くなったような気分になってしまう。ますます調子に
のってとりまくろうかな。小さいのは場所をとらなくていいですよ。所が松本には七夕の
頃子供の着物を着せて飾る等身大のお人形もあるんですよ。大きすぎ！今でも七夕の頃松
本に行けば商店街には紙で作った人形を飾ってあります。
フーさんどの神様が外人さんかしら？検索して調べてみようっと。所で達磨さんの他に神
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様でないお爺さんも混ざっている計算ですがどれかな？ 

  
Re: 土人形　七福神と達磨　＋？ - フー Home 

2007/01/07(Sun) 22:27

みさん！七福神さんたち調べたら、インドや中国などの神様もいらっしゃるようで・・・

不確かな書き込みで失礼しました _̂̂; 

  山村初雪。。 - フウコ 

2007/01/07(Sun) 20:51

 トッチ―さん今年もよろしくお願いします。。
皆さん。。今晩は。。山村初雪です、、でもすぐなくなったよ。今、急用が入ったのでま
たきます、ごめんなさい。。 

   
Re: 山村初雪。。 - トッチー Home 

2007/01/07(Sun) 21:20

フウコさん！久しぶりです。
うっすらと初雪！
こんな感じは良いですね。 

  
へぇ～！ - 音羽の二眼レフ Home 

2007/01/07(Sun) 21:24

フウコさん地域も雪が降りましたか！
寒そうだけど、綺麗ですねぇ。 

  
Re: 山村初雪。。 - み Home 

2007/01/07(Sun) 21:34

フウコさん
初雪って綺麗ですね。
モノクロで撮ったのかしら？
デジカメでもできるのかな。
静寂な良い雰囲気ですね。 

  
Re: 山村初雪。。 - フー Home 

2007/01/07(Sun) 21:51

フウコさん初めまして _̂̂
情緒のある風景ですね！
「山村初雪」って感じです。。。

これはカラーですよね？！ 
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  今年の挑戦＝手抜き料理 - み Home 

2007/01/07(Sun) 13:18

ト、トッチーさんの男の料理拝見してきました。
ただものではない！！とプロの主婦暦うん十年のみシェフが降参してしまいました。
皆様も是非ご覧になると良いですよ。特に殿がた。
私は長く料理をしてれないので手抜き料理でひと工夫してみようと思います。超簡単料理
レシピ。マイホームで公開できるといいですが、昨日は豆腐とひじき　鶏肉　シイタケ　
レンコン　数の子　銀杏等をあぶらげに詰めた福袋？を作りました。お正月の残りを全部
ビニール袋にいれて混ぜて詰めただけですが。 

   
Re: 今年の挑戦＝手抜き料理 - フー Home 

2007/01/07(Sun) 13:28

みさんの福袋料理おいしそうだわ♪
豆腐で混ぜるのが良いですね。

トッチーさんの料理を参考にして、献立を考えようかな _̂̂ 

  
手抜きでも - 音羽の二眼レフ Home 

2007/01/07(Sun) 21:15

出来たものが手抜きのように見えないのは大したものですね。
“本格的”手抜きレシピ、出来たら真似しますよ。 

  第２弾。 - ひなげし 

2007/01/07(Sun) 16:16

 停電が頻回ではなくなりました＾＾；

＞みさん、少し前でコンビにまで。
ひで～～～ぇ！いでたちです。 

   
お～！ - 音羽の二眼レフ Home 

2007/01/07(Sun) 16:30

これぞ「最北」の絵ですねぇ。
こりゃ車の運転、大変だなぁ。
充分、いや、十二分に気をつけて...。
いでたちなんか、気にしてられませんねぇ。 

  
Re: 第２弾。 - ひなげし 

2007/01/07(Sun) 16:37

 今…外に
風が一段と強くなって来ました。 
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Re: 第２弾。 - ひなげし 

2007/01/07(Sun) 16:41

 重く…湿った雪です。

何だか、オフ会なのにごめんなさい。 

  
Re: 第２弾。 - フー Home 

2007/01/07(Sun) 16:57

ひなげしさーん！すごいですねー@_@;
リアルなレポート、ありがとうございます。

コンビニに行くにも命がけですね。。。
私のところも吹雪いていたけど、可愛いもんだわ・・・ 

  
Re: 第２弾。 - 小林　　征勝 

2007/01/07(Sun) 18:00

　ひなげしサン　キーつけてね。

　明日いっぱいの我慢。 

  
Re: 第２弾。 - み Home 

2007/01/07(Sun) 18:49

ひなげしさん。コンビ二まで、必死の覚悟ですね。
車の運転気をつけてくださいね。
犬は喜び外駆け回るって本当でしょうか？ 

  
Re: 第２弾。 - トッチー Home 

2007/01/07(Sun) 21:00

関東地方も強風に見舞われてます。
ひなげしさんのところはライフラインが心配なことと思います。
外出は避けて下さい。
吹き飛ばされますよ！ 

  さて、っと - 音羽の二眼レフ Home 

2007/01/07(Sun) 16:26

＜今年の期待・目標数字＞
１　１（位）：ジャイアンツの期待順位。
２　４（回）：女子プロゴルファ横峰さくらの優勝期待回数。
３　５（ｍｇ）：年末のステロイド服用量／日。
４　１２（回）：フィルム写真機との年間デート回数。
５　１００（冊）：年間読書数。
６　１２０（回）：デジカメとの年間デート回数。
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７　８４００（歩）：一日の目標歩行数。昨年の５％増で。
８　１０,０００（枚）：デジカメでの年間撮影枚数。昨年同様。
この中で、かなり難しいかなぁ、っていうのは１だなぁ。 

   
Re: さて、っと - み Home 

2007/01/07(Sun) 18:59

レフさんジャイアンツって巨人？USジャイアンツ？
横峰さくら　名前をよく見ると日本代表って感じですね。プロゴルファーの賞金って凄い
んでしょうね。最近はいろんなスポーツで日本人が大活躍するのでうれしい。
フィルム写真機あんなに一杯あるのに12回？時代の波には勝てませんねえー。デジカメ君
とは桁違い。
ジャイアンツ　優勝難しいなら巨人ですか？長島　王時代がなつかしいですね。
８はきっと大幅オーバーですよ。 

  
Re: さて、っと - フー Home 

2007/01/07(Sun) 20:15

レフさんの期待＆目標も具体的ですね _̂̂
年末にどれだけ達成できたか、チェックするのも楽しそうです！

ジャイアンツ！頑張れ！！ 

  嵐です。 - ひなげし 

2007/01/07(Sun) 14:40

 

最果て～～～嵐が吹きまくっています。
断続的に停電！！！
ライフラインが心配だす。 

   
Re: 嵐です。 - ひなげし 

2007/01/07(Sun) 14:45

 きっと…海はこんな状態でしょう！

　　　　　以上～～北国レポートです。 

  
爆弾低気圧の直撃 - 小林　　征勝 

2007/01/07(Sun) 15:29

　台風並の低気圧が北海道の上空にあるようです。

　雪、風　気をつけてね。多分瞬間最大風速３０メートルは超えるでしょう。

　とにかく心配です。 
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Re: 嵐です。 - み Home 

2007/01/07(Sun) 15:38

ひなげしさんのおふ会最北端レポート。
嵐　大雪　ライフラインが心配ですね。
車の運転はとてもできないでしょう。
明日は成人式ですがどうなるのでしょう。 

  
Re: 嵐です。 - トッチー Home 

2007/01/07(Sun) 15:43

超本格的「冬」ありがとう！
それよりも
ライフラインが；； 

  
Re: 嵐です。 - 半兵衛 

2007/01/07(Sun) 15:47

すごい。
大阪府北部も、昼頃まで吹雪いてました。
ああ～、南国に住みたい～！ 

  差し入れ - かよこ 

2007/01/07(Sun) 11:33

 甘い物でもぞうぞ～～～。 

   
Re: 差し入れ - かよこ 

2007/01/07(Sun) 11:35

 あっ～忘れるところでした。
ビールです・・・
ゼリーですが
(̂ŵ) ぶぶぶ・・・ 

  
Re: 差し入れ - フー Home 

2007/01/07(Sun) 13:23

かよこさん、差し入れありがとうございます _̂̂

おいしそうなケーキとビール@_@;
ゼリー？？騙されるところでしたよ _̂̂;

こちらは、朝は大雪！？で吹雪いて、今は日が差してきました。変な天気です！ 
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Re: 差し入れ - み Home 

2007/01/07(Sun) 13:53

かよこさん美味しいおやつありがとう。
ビールジョッキのゼリー。ボリュウムたっぷりですね。もしかしてビールで作ったゼリー
？梅酒のゼリーもこんな感じの色ですが梅酒でもジョッキ一杯ならほろ酔い加減。 

  
Re: 差し入れ - 小林　　征勝 

2007/01/07(Sun) 15:24

　かよちゃん、サキュー！ 

  
Re: 差し入れ - トッチー Home 

2007/01/07(Sun) 15:40

かよちゃん！
差し入れありがとう！

小林さんには毒かもｗ 

    
  

ねむ～ぃ... - 音羽の二眼レフ Home 

2007/01/07(Sun) 05:45

娘のアッシーくんじゃなく、トッキーくん（朝起こす時計役）で、５時前に起きちゃいま
した。

で、「今年の挑戦」
１　人形浄瑠璃
２　ルービック・キューブ
３　デジくんと「知らなかった」場所の発見 

   
Re: ねむ～ぃ... - トッチー Home 

2007/01/07(Sun) 07:43

 ホントにおはようございます。
二眼レフさんとこにぶら下がって、
私の
①今年の・・・・・
予想・・入院のない年(間違いないはず)
目標・・あっちこっち旅行(国内)
PC関連・・ホームページ大リニュアール、CPUのパワーアップ
②こんな正月・・・・・
TV鑑賞＆蕎麦打ち(正月蕎麦ｗ)の練習に入れ込んでます。(今も)
写真は水だけで打った十割蕎麦(粉によってはつなぎなし、熱湯でなくても打てる)
味オンチで美味しさの差が判らないｗ 
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Re: ねむ～ぃ... - 小林　　征勝 

2007/01/07(Sun) 09:21

　とにかく、朝早いのに凄いですね、お二人共に

　わたしもねむ～い。 

  
Re: ねむ～ぃ... - み Home 

2007/01/07(Sun) 09:29

おはよう！
レフさんの人形浄瑠璃私も多いに興味があります。
東京でも見れますか？
ルービック・キューブ　なつかしい！まだ家のどこかにあるかしら。メカに強いレフさん
なら楽しめそうですね。
デジカメ君と友に発見した場所の画像楽しみにしてます。

トッチーさんHPリニューアル期待してますよ。旅行の画像一杯載せてくださいね。
二八蕎麦でも難しいと聞きましたが、十割ではぽろぽろしませんか？山芋入り蕎麦を最近
よく目にします。蕎麦打ちは道具を揃えるのも大変でしょう。一度お味拝見したいもので
す。 

  
Re: ねむ～ぃ... - み Home 

2007/01/07(Sun) 09:34

小林さんとほぼ同時投稿でしたね。
私もねむーいです。
まだお二方のように「今年の挑戦」がわいてこない。
後だし賀状をひとまず出さねば、、、しらけた頃つくのも私のキャラクターにあってるか
も。 

  
いいですねぇ！ - 音羽の二眼レフ Home 

2007/01/07(Sun) 09:51

トッチーさんの「国内旅行」と「ＨＰの大改造」！
小生は「都内散歩」と「ＨＰの小改造」だなぁ。

今日はこれから実家に行きます。
夕方に戻ります。
ではでは... 

  
Re: ねむ～ぃ... - み Home 

2007/01/07(Sun) 11:36

トッチーさんのお蕎麦とっても美味しそう。
最後に細く切るのが難しくないですか？
今お料理見せていただいてとても参考になりました。銀杏は電子レンジでチンしたのです
が殻がまだ
硬いと何回かしていたら中がこげて食べれなくなってしまいました。レンジは最適時間が
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大切ですね。
苦瓜料理、わらび餅も挑戦してみよう。 

  オフ会♪ - ひなげし 

2007/01/06(Sat) 23:15

 トッチーさん、ご無沙汰でした。

いつぞやは…ありがとうございました。

みなさん、こんばんは～～
初めてのお方もたくさんいらっしゃいますので
【自己紹介】から
介友所属です。
昨秋～～実母の３１年間の在宅介護に終止符をうち
最後まで看取ることが出来ました～～。
只今。。。たくさんの想いの中時を過ごしております。 

   
Re: オフ会♪ - ひなげし 

2007/01/06(Sat) 23:19

 北の夕景～～
いかがですか？ 

  
Re: オフ会♪ - ひなげし 

2007/01/06(Sat) 23:22

 本日の当地～～
嵐の前の静けさかな。

しばし～～お楽しみください 

  
Re: オフ会♪ - トッチー 

2007/01/06(Sat) 23:39

いらっしゃいませ、ひなげしさん！
北の冬を運んで戴き、ありがとうございます。
昨年はお母さんを亡くされ、色々な思いの中にあったと思います。
本年もよろしくお願いします。 

  
本当に嵐の前の静けさですね - 小林　　征勝 

2007/01/06(Sat) 23:43

　ノシャップ岬に日が出てる。

　お日様隠れて、嵐がそちらにいくようですね。

　稚内は大雪かな！？
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　関東は冷たい雨でした。

　ゆっくり休めたかな？ 

  
Re: オフ会♪ - み Home 

2007/01/07(Sun) 00:17

ひなげしさんこんばんは。
遠い北海道の景色ありがとうございます。
そちらは雪ですか？
前に北海道旅行した事がありますよ。
森進一の歌にひかれてえりも岬まで行ってきました。夏でも寒く売店でホットミルクを飲
んだ事を
覚えてます。
オフ会の最北端ですね。今TVで真央ちゃんがNHK杯
まで北海道で練習していたというのを見た所です。
スキー、スケートは得意ですか？私は長野県ですが
全然駄目です。 

  
永い間の介護 - 音羽の二眼レフ Home 

2007/01/07(Sun) 05:50

ご苦労様でした。
今年は、いままでと「ちょっと」違うひなげしサンに...。
あ、北国レポーターは、引き続きヨロシク！ 

  まずは健康 - ＭＵＭＵ 

2007/01/06(Sat) 19:04

 トッチーさん、皆さん
すっかりご無沙汰してしまいました。
去年は不覚の入院、すっかり家族に
迷惑を掛けてしまいました。

色々やりたいなあと野望はあるのですが。
今年はまずは健康に留意したいと思います。
取り合えず順調にステロイド減らしたいです。

運命鑑定をしている友人がパワーストーンの根付を
送ってくれました。
健康と勝利、魔除けになるそうで
なんだか本当に力が湧いてきました。 

   
お帰りなさい！ - フー Home 

2007/01/06(Sat) 19:10

ＭＵＭＵさん退院おめでとう ô̂

パワーストーン効きそうです！
ステロイドが順調に減りますように♪ 
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Re: まずは健康 - 小林　　征勝 

2007/01/06(Sat) 19:15

退院、まずはよかったです。

　ステロイドの減量は大変でしょうが、達成されることお祈りしてます。 

  
Re: まずは健康 - み Home 

2007/01/06(Sat) 19:37

ＭＵＭＵさん退院おめでとう。☆☆
パワーストーン希望が湧きますね。

無理なさらずお過ごしくださいね。 

  
まずは... - 音羽の二眼レフ Home 

2007/01/06(Sat) 19:42

健康、賛成です！
で、どさくさに紛れて、「野望」も一つ...。 

  
Re: まずは健康 - トッチー Home 

2007/01/06(Sat) 20:34

 まずは「健康」の維持、
入院しなくて良い状態の維持が本年の「期待」「目標」「予想」なのかと思います。
全てこれが大前提です。
「野望」は別にとっておいて下さい。 

  
Re: まずは健康 - 横浜うさぎ Home 

2007/01/06(Sat) 21:27

 MUMUさん、退院おめでとうございます。
無理は禁物ですからね～☆
たっぷり眠って、身体を慣らしながら
ボチボチと自分なりの生活のペースを作ってくださいませ。 

  
Re: まずは健康 - 半兵衛 

2007/01/06(Sat) 23:11

＞MUMUさん

おかえりなさい！
パワーストーン、いいですね♪

僕は単純なんで「健康・勝利・魔除け」といわれると、
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なんとなく「そうなんかな！？」と思ってしまいます。

「プラシーボ効果」が現れやすくなり、快方に向かわせるという点からは、
「パワーストーン」など、ちょっとしたお守りって心強いです。 

  今年の目標＝人形の部屋 - み Home 

2007/01/06(Sat) 17:53

マイホーム別館に人形の部屋を作ってみたい。
まず画像を撮りためておかなくては、

古い市松人形から時代物の雛人形　御所人形　土人形
子供の頃あそんだ小鳩くるみちゃん人形　髪をカールできるカール人形　ミルク飲み人形
したい事が一杯あって頭が回転不足なので困ってしまいます。 

   
小鳩くるみ！ - 音羽の二眼レフ Home 

2007/01/06(Sat) 18:20

懐かしい名前ですねぇ！
みサンの人形は、小生の写真機みたいな「宝物」ですね。
ん～、写真機の部屋を、作りたい！ 

  
Re: 今年の目標＝人形の部屋 - トッチー Home 

2007/01/06(Sat) 20:15

小鳩くるみちゃん！
懐かしい！
松島トモ子ちゃんはどうしてるかな！ 

  
Re: 今年の目標＝人形の部屋 - み Home 

2007/01/06(Sat) 21:19

松島トモ子ちゃん　たまにTVで見ますよ。
やせっぽっちで眼がくりくりです。
動物が好きでライオンや蛇にかまれても
動物と仲良くしてるようです。
小鳩くるみちゃんはなんと子供の幼稚園の行事に
招待されて歌を謡ったりお話をしてくれたんですよ。相変わらずかわゆーい雰囲気でした
。
あー我が身と見比べれば芸能人は年を取らない。 

  今年の計画＝読書 - み Home 

2007/01/06(Sat) 19:58

前から本好きですが、あらすじが知りたくて速読　斜め読み。最近子供にクリスマスプレ
ゼントした本「少年少女日本文学館３０冊」が新本状態で発掘されました。子供の好きな
本ではなかったようで、、
読んでみたら写真　挿絵　説明が多く字も大きく難しい漢字にはルビがふってあるのでと
ても読みやすいです。年配向きにはよさそう。それで30冊全部丁寧に一字一字を味わって
読もうと思います。夏目漱石のぼっちゃん。三島由紀夫の潮騒　川端康成の伊豆の踊り子
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は読みました。今壺井栄の２４の瞳を読んでます。前にさっと読んだ時とちがって又心に
染みる所があります。 

   
漱石・川端康成！ - 音羽の二眼レフ Home 

2007/01/06(Sat) 20:30

いいですねぇ！
小生は今、谷崎潤一郎の「春琴抄」を、ドキドキしながら読んでます。 

  今年の目標☆ - フー Home 

2007/01/06(Sat) 19:36

 恥ずかしいのですが今年の目標を聞いてください _̂̂
年２回ある「アロマテラピー」の検定を受けようかなと思っています。

とりあえず１級と２級の本を買いました _̂̂;
出来たら１級を受けてみたいと・・・！

まだ勉強に取り掛かってはいないのだけど。
頭も固くなっているしT_T;(弱気になっています・・・）
ハーブで少し扱うので、持っていたほうがいいかな～って言うところなんですが！

これから場所とか、時期とか調べようと思っています。また聞いてください！

画像は今日作りたての「スリーピングピロウ」です！
中にリラックスして眠りにつけるようなハーブを入れています。枕の横に置いて眠ります
！
トッチーさん皆様、今日は良く眠れますように _̂̂ 

   
Re: 今年の目標☆ - み Home 

2007/01/06(Sat) 19:42

フーさんの目標凄いですね。

スリーピングピロウ　とってもチャーミングです。
王子様が馬車に乗ってお城のパーティーに
お誘いにくる夢を見れそう。
素敵なドレスを着ていきますよ。 

  
いいなぁ！ - 音羽の二眼レフ Home 

2007/01/06(Sat) 19:45

ハート枕！
これに、ちびデジ、寝かせてやりたいなぁ。
ところで一級だと、何が出来るのかなぁ？ 

  
１級を取ると・・・ - フー Home 

2007/01/06(Sat) 20:02
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アロマテラピー検定1級合格は、(社)日本アロマ環境協会の各種プロフェッショナルな資
格（アロマテラピーアドバイザー、アロマテラピーインストラクター、アロマセラピスト
) 取得につなげることができます。・・・とあるのですが、それ以上は会費もいるような
のでいいかなと・・・。
「ハーブアドバイザー」が目標なので、１級の資格でＯＫかなと 

  
Re: 今年の目標☆ - み Home 

2007/01/06(Sat) 20:17

アロマテラピーアドバイザー、アロマテラピーインストラクター、アロマセラピスト取得
という事は教室を開いて先生になれるんですね。
好きな事で仕事もできる　いいですね。
私も防虫効果があると聞いて人形のケースに必ずハーブのポプリ。入れてあります。普通
の防虫剤では人形にもかわいそうな気がして、、それでケースをあけると良い香りが広が
ります。いろんなグッツに入れてみれば楽しいですね。ハーブティーも美味しいし。 

  おはよう - み Home 

2007/01/06(Sat) 14:55

 今ごろ起きてきましたよ。
オフ会の皆様こんにちは。
お正月はいつものように離れて暮らしてる娘が帰ってくるので好物を作ったり着物をきせ
たり
いろいろしたくて忙しく過ごしました。
いつも人形に着物を着せているので人間にも着せてみたいのですが素直にモデルになって
くれるのは末娘だけです。私も遠慮。 

   
Re: おはよう - トッチー Home 

2007/01/06(Sat) 20:02

おそようございます！
和服姿、素敵です。
「み」さんもこんな感じかな！ 

  
Re: おはよう - フー Home 

2007/01/06(Sat) 20:04

みさん！自分で着物が着れるのですね♪
すごいなぁー ô̂ 

  
今年の計画＝着物生活 - み Home 

2007/01/06(Sat) 20:05

着物がとても好きなので自分でも普段の生活に着物を着てみたいなと思います。まずパジ
ャマの上にお羽織　和風うわっぱり。そんなパターンからはいって、作務衣なら気楽に着
れそうですね。洗える生地の単着物を自分で縫い直して作務衣を縫ってみたい。人形の着
物よりは簡単に思えます。 
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Re: おはよう - み Home 

2007/01/06(Sat) 20:09

母が50年前位に着た着物も今でも着れますよ。
母と私は１５ｃｍ身長が違いますがそれでも着れる
所、又流行おくれでなくアンティークで素敵な所が着物の良い所です。着物が邪魔だとい
う方がいらしたらもらってきたい。 

  今年の目標＝つれづれ日記 - み Home 

2007/01/06(Sat) 15:47

マイホームのつれづれ日記＝母の日記が途中になっているのでスキャンして先に進みたい
たいです。
いろんな方が登場してますます面白くなりますよ。
乞うご期待という所でしょうか。
例の松本サリン事件で有名になった河野家の本家の先々代が母達のお仲人さんですよ。と
ても良い人だと書いてあります。 

   
お母さんの日記 - 音羽の二眼レフ Home 

2007/01/06(Sat) 16:46

なんだか、玉手箱みたいですね。
何が出てくるか、お愉しみ！
一年かけて、ぜひ見せてください。 

  
本当に！ - フー Home 

2007/01/06(Sat) 17:15

みさんのＨＰは何が飛び出すか楽しみですね♪ 

  
Re: 今年の目標＝つれづれ日記 - トッチー Home 

2007/01/06(Sat) 20:07

何はともあれ、
抹茶は遠慮し、だんごの方を戴いてきました。 

  一番のりかも知れません - 小林　　征勝 

2007/01/06(Sat) 05:42

 　足かけ１３年間の介護が終わり、半年が立ちますが、わたし自身が高齢者の仲間に入
るような歳になってしまいました。
　目標を持とうと模索してますが、今更何をすればいいのだろう。

　暮れから正月をポツンと１人で暮らし、誰とも喋ることもありませんでした。
　昨日予約の歯医者に行き久しぶりに会話をしてきました。

　いままで天気が良かったようですが、嵐がくるようですね。

　画像は借り物です。 
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Re: 一番のりかも知れません - トッチー 

2007/01/06(Sat) 07:04

一番乗りと思いきや、夜更かしのままんさんに負けて、
祝・二番乗り！！！
トップより二番が好きです、三番も。
下のほうからの二番、三番も。こっちが多いか？

小林さんの苦悩は私を覆っているものでもあります。
会話が少ないと言葉忘れが多くなって来るような気がします。
パソコン、ホームページはその対策になります。

「模索」も大き過ぎますが私の「挑戦」「期待」「目標」「予想」のひとつです。 

  
ふつうは - 音羽の二眼レフ Home 

2007/01/06(Sat) 09:53

小林サンの時間で「一番」なんですけどねぇ。
今日は、全国的に天気が悪そうですね。
「下から２、３番目」ばんざ～い！
めげるな、ジャイアンツ！ 

  
Re: 一番のりかも知れません - み Home 

2007/01/06(Sat) 15:20

小林さんこんにちは。
長い介護お疲れ様でしたね。
介護がおわってみれば自分が高齢者。
これから親のいる団塊の世代が60台入り。

富士山の画像の配信楽しみにしてますので
宜しくお願いしますね。 

  
Re: 一番のりかも知れません - 半兵衛 

2007/01/06(Sat) 17:15

＞小林さん

住んでいる地方自治体主催の「生涯学習」、なんかどうでしょう？

僕の住んでいる茨木市では
「男の料理」「語学」「カメラ」「PC」など色々とあるみたいです。
小林さんは小説を書いた経験もあるから、文芸系もいいかも！？

小林さんや会長を始めおとわ会には
僕の両親（父58歳，母56歳）より年長の方がおられますが、
総じてPCスキルが高いように思えます。

もちろん、年齢は関係ないのかも知れませんが、
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僕の両親のように「年取ったら、新しいコト覚えられへんやろ」と
思っている人がいるのも事実です。

そういう人も、同年代くらいの人がゆっくり教えてあげたら、
案外覚えようと思ってくれるんじゃないかなと思います。 

  
そうですね！ - フー Home 

2007/01/06(Sat) 17:19

半兵衛さんが言われているのは良いですね！
小林さんは小説がかけるんだし、もう一度チャレンジしてもいいと思いますよ♪

今年はゆっくりと自分探しをしてください _̂̂ 

  
Re: 一番のりかも知れません - み Home 

2007/01/06(Sat) 17:36

小林さんはインターネットもできるし、小説もかけるし私もいろいろ教えていただきたい
。
説明書を読んでもわからない事が多いですよ。
やはりマンツーマンでないと。 

  
Re: 一番のりかも知れません - 小林　　征勝 

2007/01/06(Sat) 19:09

　半兵衛サン　いろいろありがとうございます。

　まぁ何か探してみましょう。

　フーサン　書く作業は暫く遠ざかると、想像力の衰えでしょうか。なかなか難しいので
・・・

　みサン、わたしも会員になってますが、パソコンサポートの会社がありますよ。 

  
Re: 一番のりかも知れません - み Home 

2007/01/06(Sat) 19:47

小林さん　パソコンサポートの会社ありますか。
無料なら会員になってみようかな。
購入したパソコンにもサポートはついているはずなんですが、、いろいろ説明が多くてサ
ポートにたどり着くのが難解です。 

  ラン展へ - 音羽の二眼レフ Home 

2007/01/06(Sat) 16:40

 さきほど行ってきました。
雨も心配したほどの降りでなく、初日にしては会場は空いてました。
これもデジくんの貴重な「遊び場所」です。 
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１５００株のランで - 音羽の二眼レフ Home 

2007/01/06(Sat) 16:42

 会場内は、キャバレー、いや、高級クラブみたいな匂いが...。 

  
いいなぁー♪ - フー Home 

2007/01/06(Sat) 17:21

デジくん楽しかったでしょうね♪
私も行きたいなぁー ô̂ 

  
Re: ラン展へ - み Home 

2007/01/06(Sat) 17:30

レフさん。初春のラン展。いいですねえ。ランの高級な香りが漂ってくるようです。画像
の赤いらんは珍しい種類ですね。 

  
Re: ラン展へ - 小林　　征勝 

2007/01/06(Sat) 19:18

　音羽流のお出かけ術、相変わらず健在のようですね。

　マネができません。凄いなぁ 

  
Re: ラン展へ - み Home 

2007/01/06(Sat) 19:34

レフさんの行動範囲は広いですね。いつも素敵な画像で感心してます。東京というとビル
ばかりと思ってましたが、一杯見所があるので東京散策してみたくなりました。 

      
  

   
今年の目標 - 半兵衛 

2007/01/06(Sat) 17:49

【プライベートの目標】友だちを２人作ること。
　●友だちの定義：プライベートで携帯メールの交換をし、
　　　　　　　　　かつプライベートで遊びに行く間柄の人
　●友だち作りの手段：①「大阪市立科学館友の会」に入会
　　　　　　　　　　 ②小学校～大学までの同窓会を主催　

【仕事の目標】広告・文芸系のコンペで賞を取るコト
　●手段・方法　①HUMAN AD 2006（株式会社リクルート主催）に出品
　　　　　　　 ②「詩のボクシング」に出場
　　　　　　　 ③「宣伝会議賞」に出品 
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Re: 今年の目標 - み Home 

2007/01/06(Sat) 18:00

半兵衛さん
さすが具体的　計画的ですね。必ず実現できそう。私も見習わなくては。
主催とまではいかなくても同窓会があったら行ってみようかなあ。
仕事の目標も凄いですね。詩のボクシングって興味あります。
賞をとって是非発表してくださいね。
おとわ会代表　半兵衛さん　がんばー！！ 

  
Re: 今年の目標 - 半兵衛 

2007/01/06(Sat) 18:20

＞みさん

ありがとうございますv(̂ ;̂
とりあえず、ダメもとでやってみるってのが、
ここ２年くらいのモットーでしたが、
そろそろ結果にもこだわりたいなあ～ってとこです。

「詩のボクシング」って、HPを見たことあるだけで、
作品というか、どんなモノが発表されているのかは全く知りません。

ただ、ちょっとアイデアが浮かんだので、試してしてみようかと思います。
「詩のボクシング」を機に「R－１グランプリ」に出場する人もいるそうで
2008年は挑戦してみようかな～と考え中です。 

  
うんうん！ - 音羽の二眼レフ Home 

2007/01/06(Sat) 18:25

半兵衛サンらしい、はっきりした目標ですね。
先ずは目標を固めるのはいいことですね。
それで、半分は達成したようなもの。
全部とは言わないけど、どれでもいいから実現しますように...。 

  
Re: 今年の目標 - フー Home 

2007/01/06(Sat) 19:06

すごいなぁー！
半兵衛さん頑張れ～♪
仕事も行きたい分野に行けたし！

具体的なのが良いですね。 

  
Re: 今年の目標 - 小林　　征勝 

2007/01/06(Sat) 19:12
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　若いっていいなぁ。

　目標が持てるのはいいことです。

　頑張ってやって下さい。 

  今年の目標＝富士山へ - み Home 

2007/01/06(Sat) 15:40

　富士山に行って叔父に会いたい！
富士山に子供の頃亡くなった父のたった一人の弟が住んでいるのですよ。叔父は勉強が嫌
いだったのに教育熱心な母親の薦めで進学したものの「こんな紙切れで人間の価値は　は
かれない。」と試験に思い中退して戦後の富士山開拓団に加わったそうです。開拓団の方
々ははじめはとても親睦でしたがラジオやTVがはいると富士山での不自由な生活に嫌気が
して皆去ってしまい今では叔父の家だけがあるそうです。昨年叔母をなくし80歳過ぎて一
人暮らしをしてます。
一人暮らしという自由な生活で更に成長したい。と語っています。すでに尋ねた姉妹の話
ではとても明るく時のたつのも忘れておしゃべりしてきたという事なので私も無理のない
計画で行ってこようと思ってます。 

   
富士山開拓団！ - 音羽の二眼レフ Home 

2007/01/06(Sat) 16:45

そういうのが、あったんですねぇ。
そんなに昔じゃないのに、知られてないこと、多いなぁ。
みサン、叔父さんに色々話を聴けるといいですね。 

  
Re: 今年の目標＝富士山へ - 半兵衛 

2007/01/06(Sat) 17:21

すごい！　逞しいなあ～。
でも、相当精神的にきつそ～。根性なしの僕にはムリやな～。
でも、会って話は聞いてみたい！ 

  山村雨です。。 - フウコ 

2007/01/06(Sat) 07:22

トッチ―さん。。ちょっと遅まきながら、今年もどうぞよろしくお願いします。。。

音羽オフ会。後でまいります。。ままんちゃん、小林さん。。。おはようございます。ま
まんちゃんお元気でよかったです。。。。 

   
やっぱり - 音羽の二眼レフ Home 

2007/01/06(Sat) 09:55

フウコさん地域も、雨ですか？
当方も、夕方まで雨の模様。
洗濯物、洗ったけど、どうしよう？ 
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時々、ずるしてます - 小林　　征勝 

2007/01/06(Sat) 10:03

　洗濯物、溜めちゃう時に、洗ってから近くのコインランドリーで乾燥させちゃいます。
１時間乾燥機回して４００円かかりますが・・・・ 

  
Re: フウコさん - ままん 

2007/01/06(Sat) 10:58

お久しぶりです
お正月休みだというのに　会長から働けと相変わらず人使いの荒い会長です。

お茶どうぞ～ 

  
Re: 小林さ～～～ん - ままん 

2007/01/06(Sat) 11:05

お初です　ＮＯ１ホステスのままんです
げっちょの所では　ちょくちょく見てましたが　お声も掛けずすんません

ですけど・・・雪が融ける頃にはの似合うホステスになってます

１回なったんだけどな・・・おかしいな・・

宜しくお願い致します
私も一人暮し　日曜日誰とも会話の無い1日を過ごします
そんな時は行って　レジで『ありがとう』と言って帰ってきます 

  
Re: 山村雨です。。 - み Home 

2007/01/06(Sat) 15:16

フウコさんこんにちは。こちらも雨。なんとなくのんびりできる雨ですね。どこにもでか
けないでTVとネットで過ごしましょう。 

  
ままんサン　宜しく - 小林　　征勝 

2007/01/06(Sat) 15:26

　わたしも、ままんサンあちらこちらでお会いしてますが、ご挨拶初めてですね。

　やはりお１人暮らしですか。

　わたしは、何やらもの寂しくて、なんでもいいからテレビの付けっぱなしで、音はあり
ますが、初めての１人暮らしに戸惑ってます。 

  いらっしゃいませ～ - ままん 

2007/01/06(Sat) 01:20

オフ会の会場はこちらですよね？
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を並べて

も良いけど　会長とかはこっちだし

ふぶおばとげっちょもこっちでしょ
後は・・・ゆりりんも結構いただいちゃうからこんくらいでいいかな？

きっと皆持ち込みしてくれるから大丈夫だよね？

①今年の私の「挑戦」「期待」「目標」「予想」
痩せる事　痩せる事　痩せてみせる　多分

②こんな正月、過ごしてます（正月報告、写真も可）
食ちゃ食ちゃ食ちゃ食ちゃ
明日帰ります。

【じ】さま～～～オフ会の会場はこっちでいいのかな？

そうそう新しいメンバーの皆様　ままんでございますいつも【じ】さま　会長さんがお世
話になってます。

姫にも伝えたんできっと来ると思います
では　暖房点けて暖かくしときます～～～～

オフ会始まりました 

   
祝・一番乗り - トッチー 

2007/01/06(Sat) 06:46

朝早く！一番乗りでなく、夜遅く一番乗りおめでとうございます。
①も②も明快明快！
人生こうでなくちゃ！
小生も
①3kg減を目標にしてます。あくまで目標ｗ
②まだまだ正月、頭の中はずーっと正月です。 

  
さすが！ - 音羽の二眼レフ Home 

2007/01/06(Sat) 09:48

おふ会の№１ホステス！
このところ出稼ぎで忙しいけど、久々の「店開け」ごくろうさん！
なんだか「目標」と「実態」がグチャグチャだけど、ま、いっか。 

  
Re: いらっしゃいませ～ - み Home 

2007/01/06(Sat) 15:25

ままんさん　すごーいおご馳走。
ケーキも団子もおむすびも魅力だわ。
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こういう絵をパソコンにだすテクニック
そういうのをマスターするのも私の今年の目標！
どこをクリックするとでてくるのかな。 

  今年の正月は - 音羽の二眼レフ Home 

2007/01/06(Sat) 10:26

 「一般参賀」に初挑戦（？）しました。
皇居、二重橋を越えて、初めて入っちゃいました。
第１回目（７回あります）は人ごみの中でま～るでダメ。写真どころじゃなくって。
で、２回目は最前列を確保しました。最前列、こんな雰囲気です。
この広場、約１万人が収容できるようです。 

   
で、陛下の写真は - 音羽の二眼レフ Home 

2007/01/06(Sat) 10:29

 こんな具合です。
ガラスの反射しない好ポジションは、報道関係で全て抑えられてました。
ん～、さすがだなぁ...。 

  
良かったですね♪ - フー Home 

2007/01/06(Sat) 11:35

レフさん！いいですねぇー☆
一般参賀に挑戦したなんて・・・ＴＶの中の世界です！殿下も綺麗に撮れていますね _̂̂
よく最前列を確保できましたね。 

  
Re: 今年の正月は - トッチー Home 

2007/01/06(Sat) 11:55

確かにTVの中の世界、ひょっとしたら二眼レフさんがTVに写っていたのかもしれませんね
。
皇太子妃は回復にはまだなのでしょう。
病気はよそ目には分らないものです、特に心因的なものは。
私自身、理解されてないなあと思う時があります。 

  
Re: 今年の正月は - フー Home 

2007/01/06(Sat) 12:09

本当に！病気はよそ目にはわかりません。
外見でわからなければ、他の人にはわかって貰うのは難しいです。雅子さまもおつらいと
思います。 

  
雅子サンが - 音羽の二眼レフ Home 

2007/01/06(Sat) 12:24
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 一番気にかかりますね。
元気になって「雅子さんスマイル」を多発して欲しいものです。 

  
Re: 今年の正月は - み Home 

2007/01/06(Sat) 15:13

レフさんの画像のおかげで一般参賀に出かけてる方の様子がわかりましたよ。やはり警備
隊がガードして日の丸の旗をふっているのですね。
だいぶ前ですがまだ皇太子ご夫妻のころ家の近くを車でお通りになって旗を振って迎えた
のを思い出しました。美智子妃は特別美しかったです。いつも笑みをたやさづご公務大変
でしょうね。
雅子様にとって今年元気になる年であればよいのですね。新聞に載ってる雅子様の話題の
見出しにはあきれます。今日のには20年間大和田家の家政婦をしていた方の告白がありま
したよ。マスコミが騒がないほうが良いかとおもうのですが。 

  大阪も雨です・・・ - フー 

2007/01/06(Sat) 11:29

 トッチーさん！初めての訪問です。
フーといいます。よろしくお願いします _̂̂
(前回のオフ会でお会いしましたよね♪）

写真は今年のカレンダーなんです。
シャリー・ハチェット・ボールマン作！
こんな素敵な場所で、お茶を飲みたいなぁーという願望です ô̂

今年のお正月はビデオ三昧☆
「ラストサムライ・ハウルの動く城・有頂天ホテル・Ｍｒ・Ｍｒｓスミス・」
久しぶりにゆっくりと見れて、満足でした。
いつもは一つの映画を５回ぐらいに分けて、見たりしてます・・・ _̂̂;

あと、「007ワールド・イズ・ノット・イナフ」
「ＡＬＷＡＹＳ・三丁目の夕日」「北の零年」「博士の愛した数式」これを今年中に見な
いとね♪

あと読みたい本もいっぱい溜まっています。

トッチーさんはお料理をされるのですね！
手打ち蕎麦なんて、すご～い@_@☆ 

   
いいですね！ - 音羽の二眼レフ Home 

2007/01/06(Sat) 12:26

見たいビデオや本を沢山持ってると、なんだか少し裕福な気持ちに、なっちゃいますね。
三丁目の夕日、面白いですよ。 

  
そうなんです！ - フー Home 

2007/01/06(Sat) 12:30

いつでも見れると思うだけで嬉しいです♪
三丁目の夕日！楽しみだなぁー _̂̂ 
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Re: 大阪も雨です・・・ - トッチー Home 

2007/01/06(Sat) 14:27

フーさん、
初めまして..初めてじゃないような気がするんですが．．．
アリスが出てきそうな画像、ありがとうございます。
ビデオ、TV三昧、
それは私も、サッカー天皇杯決勝、箱根駅伝、高校サッカー、スポーツのTV観戦、今も続
いてます。
初場所も始まるし。
「博士の愛した数式」、CATVのムービープラス(?)チャンネルで見ました。
当分TV漬けです。 

  
Re: 大阪も雨です・・・ - み Home 

2007/01/06(Sat) 15:00

フーさん、ビデオ三昧いいですね。私も娘の帰った後はTVの前で寝込んでしょうがつ！い
つのまのか寝てしまいました。こちらの戸外もちょうど良いお湿りです。 
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