
平成20年1月12～14日 おとわ会 

 

掲示板 

  

★ おはようございます / naoko  引用   

今朝は寒いわぁ。北風も吹いているし 関節・筋肉耐えているよ。 

あーあ！こんな日は外に出ないで こたつで過ごしたいな。 

でも気合入れて頑張ってきます。 

 

トッチーさん 半天着てストーブつけて こたつに入っていてくださいよ。 

こんな日は無理しないのが一番。  

 

No.1190 - 2008/01/16(Wed) 07:48:40 

☆ Re: おはようございます / トッチー ♂ [関東]  引用  

naokoさん、お早うございます。 

実は風邪(?)で昨日夕から寝ていました。 

ストーブとこたつではなく、電気敷毛布で寝ています。 

言える立場ではありませんが、 

無理しないで頑張って下さい。  

 

No.1191 - 2008/01/16(Wed) 11:44:18  

 

☆ Re: おはようございます NEW / そら  引用  

naokoさん♪ ぶらさがりまぁ～す 

 

トッチーさん、風邪はいかがですか 

こちらも毎日、さむいです、 

 

あ！熱燗持ってくるの忘れた。 

お大事にしてくださいね  

 

No.1192 - 2008/01/18(Fri) 16:23:01  

  

 

 

★ お休みなさい！ / トッチー  引用   

おとわ会の皆様、ご訪問ありがとうございました。 

小林さん、夜警ご苦労様でした。 

私は就寝します。 

お休みなさい、クックー！  

 

No.1183 - 2008/01/14(Mon) 22:52:20 

☆ おつかれさま！ / 音羽の二眼レフ ♂ [関東]  引用  

きょうは、初出勤（ボラバイト）です。 

帰宅後、またお邪魔します。  

 



No.1184 - 2008/01/15(Tue) 06:23:21  

 

☆ こちら晴れ～ / そら  引用  

上の書き込みを読んで 

トッチーさんは１１時ごろに就寝 

音羽さんは６時半にはお目覚め：：発見しました 

 

トッチーさん 

☆☆☆ お世話になりました ☆☆☆  

 

No.1187 - 2008/01/15(Tue) 13:29:57  

 

☆ ありがとう / フウコ  引用  

音羽さん トッチ-さんお世話になりました。。 

 

山村今日は快晴スカッとさわやかなお天気です。。 

            有難うございました。  

 

No.1188 - 2008/01/15(Tue) 13:58:48  

 

☆ Re: お休みなさい！ / かよこ  引用  

ふゆ～ん・・・ 

トッチーさんお疲れ様でした。 

あまり、参加出来ずにごめんなさいね～。  

 

No.1189 - 2008/01/15(Tue) 23:58:13  

  

 

 

★ 今年の目標数字 / 音羽の二眼レフ ♂ [関東]  引用   

２０,０００。今年１年で、撮りたい写真の数。昨年と同じ数。つまり再挑戦。 

１００。今年１年で読みたい本の数。 

２０。今年のパクパク回数は、これ以下にしたい。 

１６。年間平均体脂肪率。 

皆さんは、いかがですか？  

 

No.1179 - 2008/01/14(Mon) 20:00:22 

☆ Re: 今年の目標数字 / 横浜うさぎ  引用  

こんばんは。 

主人の両親が突然昨日から1泊2日で我家にきていたので、出遅れてしまいました。m(_ _)m 

今年の目標数字・・・。まだ考え中ですが、レフさまのまねっこをして、撮りたい写真に数500枚。年間体脂肪

率22％！来年の今頃にはかなりスレンダーになっていること間違いなし？  

 

No.1181 - 2008/01/14(Mon) 22:51:10  

 

☆ Re:夜警の仕事 / 小林  征勝  引用  



 木戸番 やってます 

 

 皆さんお休みなさい 

 

 わたしの 今年の目標は 禁煙が挫折しないように 

 

 禁煙でリバウドした 体重を元に戻す事 

 

 昔 書いていた 小説を また書けるように 短いものでいいので 同人に書けとせかされてるので そん

なところです  

 

No.1182 - 2008/01/14(Mon) 22:51:35  

 

☆ Re: 今年の目標数字 / フウコ  引用  

おはようございます。。 

今年の目標。。山村で頑張っている介護の仲間たちの心のよりどころ。。集りをつくりたい。。 

 

生活の為に仕事頑張る、。。残された介護もかっちゃんと頑張る。。どんな事があろうとも、写真も頑張りた

い。 

検査数字は何とかいける。これで脊髄の痛みが爆発しないことを、祈って、パソコンの進歩は望みうすい、 

孫達の成長を楽しみに今年も頑張ります。。  

 

No.1185 - 2008/01/15(Tue) 06:24:50  

 

☆ Re:フウコさんへ / 小林  征勝  引用  

 介護者の集いを 作るの良いですね みんなで ワイワイ喋るだけでも良いことです 

 

 「頑張る」が一杯だけど 適当にね フウコさんの身体が心配です まあ 生活のためには頑張らないとい

けないだろうけど 適当に 気を抜いてね 介護者は殆どの人が 病を持つようになっちゃってるから 脊髄

を痛めているらしいから 余計に気をつけてね  

 

No.1186 - 2008/01/15(Tue) 06:46:19  

  

 

 

★ おはようございます / naoko ♀ [九州]  引用   

曇りの朝です。雲がどんどん飛んでいきます。 

いちごの話なんだけど 真っ赤なおいしいイチゴは春の果物だけどクリスマスから店頭には出ていますよ

ね。 

一番なりは美味しいんだけど私は4月に入ってからのいちごを買います。なぜっていちご一粒にどれだけの

油を使っているか そして農薬が多いからです。イチゴは剥けないし。3番なりくらいのは色も味も薄くなるん

だけどね。  

 

No.1167 - 2008/01/14(Mon) 08:34:32 

☆ そうなんですね！ / 音羽の二眼レフ ♂ [関東]  引用  

ｎａｏｋｏサンは、イチゴ栽培農家の事情を良く知っていますね。 



しまんと地区でのイチゴ農家、自分ではイチゴ、余り食べません。 

使用した農薬の量を知ってるから。 

イチゴは外の野菜より、農薬使用量が多いのかなぁ。 

そのことを聞いてから、小生もイチゴは敬遠気味です。 

あ、ショートケーキにのってるイチゴは、気にせず食べちゃいますけど。  

 

No.1169 - 2008/01/14(Mon) 09:23:47  

 

☆ Re: おはようございます / トッチー ♂ [関東]  引用  

本来、イチゴは4月 5月頃のものだったんですが、 

クリスマスには出始めて、今は旬を過ぎたような感じになってます。 

ハウスものではないイチゴを食べたいものです。 

トマト、キュウリも！  

 

No.1170 - 2008/01/14(Mon) 11:01:50  

 

☆ おはようございます / しょうへい  引用  

うちでは苺はまず買いません。 

毎年作っています(ジジ、ババが）。割と酸味がきついのですが、ほぼ無農薬です。季節もゴールデンウィー

ク 

近辺です。昔の苺の品種らしいので。たくさん作るので 

冷凍にして、夏は苺ジュースにして楽しんでます。 

 

ご無沙汰してます。子供についてまわって(役員さん) 

あれこれ忙しいのですが何とか元気にやってます。  

 

No.1171 - 2008/01/14(Mon) 11:49:13  

 

☆ いつもご無沙汰してます / えび  引用  

トッチーさんお邪魔します！ 

 

いつもたまにしか参加させてもらてないので“はじめまして”の方も多いですよね… 

 

尋常性天疱瘡歴4年目のえびです。 

現在ステ10mg、デスモ3が124と言った感じです。 

 

イチゴってそんなに農薬使ってるんですね！ 

 

最近は食の安全が話題になる事が多いですけど、生産者保護の問題があるにしてもそう言った情報ももっ

とオープンになってくるのかな～ 

 

私も以前食品関係の仕事をしてましたが、グレーな部分は多かったような記憶があります。 

 

ただし、畜産関係はBSE問題以降にかなり見直しされて諸々情報の開示もされているので最も安心と当時

は言われてましたね。  

 



No.1172 - 2008/01/14(Mon) 13:37:11  

 

☆ Re:いつもご無沙汰してます / トッチー ♂ [関東]  引用  

えびさん！ 

久しぶりです。 

きれい過ぎる野菜果物には農薬などが気になりますが、だからと言って、虫の喰ったものには敬遠しがち

です。 

我ながら身勝手と思っています。 

 

ステロイド10mgとのこと、天疱瘡は一進一退とのことなのでしょうか。 

お大事にして下さい。  

 

No.1174 - 2008/01/14(Mon) 14:38:38  

 

☆ Re: おはようございます / あい   引用  

こんにちは、すっごく無沙汰のあいです。 

始めまして、、、と言ったほうが早いかもしれませんね。 

 

病気になってから、食事には気を使っていたのですが、 

イチゴにそんな農薬を使っていたなんて知りませんでした。 

使っても市場に出るときには、もう影響がないと思っていました。 

 

私も孫も大好きなのに、、、 

安心して何を食べていいのかますます不安になってきました。  

 

No.1176 - 2008/01/14(Mon) 15:42:47  

 

☆ Re: 農薬 / 小林  征勝 ♂ [関東]  引用  

 苺だけでは ありませんよ 

 

 毎日呑んでる お茶 農薬一杯使ってます 

 

 お茶農家は 自分たちが呑むお茶は 別に作ってます 

 

 しかし そう神経質になっていたら 米も 野菜も 

農作物全部 自分で作らなければ 安心できなくなりますね 

 

 おおむね 虫食いの無い 作物は（水耕栽培のトマトは除く）農薬にさらされてます 少々洗っても農薬が

完全に落ちません  

 

 気味の悪い方は ご自分で プランターでも買ってきて 作るのも楽しいかもしれません  

 

No.1177 - 2008/01/14(Mon) 16:05:35  

 

☆ 残念ながら... / 音羽の二眼レフ ♂ [関東]  引用  

多くの農家、自分の分は無農薬で作ってますね。しまんとでも、昔は売るためのものに農薬使ってましたが、



全てが自家用の今は無農薬、或いはごく少量を使ってます。で、しまんとではきゅうりもそのまま食べます

が、こちらでスーパから買ってきたキュウリは必ず皮を剥きます。まぁ、余り心配すぎるのも問題ですが、長

い目で見たときに、いつか人体に影響が出てくる恐れはありますね。  

 

No.1178 - 2008/01/14(Mon) 16:27:31  

 

☆ Re: ついでに魚介類も / 小林  征勝  引用  

 陸地の河川から 流れ出た 汚染物質が海に広がってしまいました 船の塗料も有害なのもがあり 海を

汚染してしまいました 広い海ですが ０，００Ｐｍの世界ですが 植物プランクトンが 少し汚染され それ

を食べる動物プランクトンが 汚染を少し余分に それを食べる 鰯や小魚が 汚染を濃くして身体に蓄積

します 小魚を食べる 大きな魚がその汚染を濃縮して体内に蓄積していきます 食物連鎖に寄って 我々

最終的な人間に 汚染物質が 多く蓄積して 回り回って 人類が汚した自然の付けが 我々人類を 病ん

だ状態にするのかもしれません  

 

 便利で楽な生活を 楽しむための 付けが われわれ人類を結局苦しめる結果になるでしょう  

 

No.1180 - 2008/01/14(Mon) 20:42:45  

  

 

 

★ オバンでやーす / 小林  征勝  引用   

 火のよーじん さっしゃりまーせ  チョン チョン 

 

 二～八 そばや～ぁ 

 

 江戸時代でしたら こんな掛け声が遠くに聞こえ 犬の遠吠えが したりして みぞれ混じりの冷たい夜中 

 

 吉原からの 帰り駕籠だろうか えっほ えっほ とどこかで駕籠カキ の掛け声が 近づきそうで 遠のい

て行く  

 

 そば～うい～ぃ 二八そば～ぁ 

 

 火のよ～じん さっしゃりま～せ チョン チョン 

 

 ウワ～ン 

 

 「根雪にならなければ よいがのう  そば～うい～ぃ」  

 

No.1159 - 2008/01/14(Mon) 01:14:27 

☆ Re: そろそろ 木戸を開ける時刻 / 小林  征勝  引用  

 江戸八百八町 あちこちに 木戸があり 夜間 木戸は締めて 木戸番がいました 

 

 江戸は 町民の自治制度が発達してたようです 木戸番は お上からの僅かな給金では生活できず そ

の場所で 何らかの店を出していたようです  

 

 木戸番が 木戸を開ける時刻のようです 



 

 昨晩の霙が雪になり うっすら 積もって白くアチコチを覆ってます 

 

 「おっちゃん 朝ご飯だよ 垢だらけの おかつ がいつもの 雑炊を鍋ごともってきて 無造作に差し出し

ました もう１４歳 そろそろ 色気づく歳だがなあ・・・ 木戸番は そう思いながら 男の子のような おかつ 

に愛想笑いもしない 

 

 冬のこの時刻 まだ夜中のように真っ暗だが 町民の活動が じょじょに 始まって 人の気配が多くして

る 

 

 木戸番は 提灯に火を入れた  

 

No.1160 - 2008/01/14(Mon) 04:49:27  

 

☆ Re: オバンでやーす / トッチー  引用  

無給の木戸番、ご苦労様です。 

木戸について、気になっていたことがあるんですが、 

赤穂浪士は引き上げると時、何箇所も木戸があったはず、簡単に通ることができたんでしょうか。 

無理矢理木戸を通れば、大騒ぎになり、木戸番はお上に連絡したはずでは？と思うんですが。 

 

木戸番は忠臣蔵のファンだったかｗ  

 

No.1162 - 2008/01/14(Mon) 07:48:21  

 

☆ Re: オバンでやーす / 小林  征勝  引用  

 赤穂の浪人達は その辺も顧慮に入れていたらしく 木戸を通らずに済む 宿を吉良邸の近くに撮ってい

たようです  

 

 また 吉良邸は 江戸郊外という位置で 木戸が無かった可能性もあります  

 

 これから 糖尿病食をたべます 蒟蒻米が沢山入ったご飯です   

 

No.1163 - 2008/01/14(Mon) 08:03:16  

 

☆ Re: オバンでやーす / 小林  征勝  引用  

 赤穂の浪士が 引き上げる時は 夜が明けてましたから 木戸は開いていたでしょう 

 

 どんな隊列で引き上げてきたかは 解りませんが 木戸番は 身分の低い人達であったらしく 侍が戦姿

で通過するのを 止めるすべもなかったでしょう 

 

 木戸番の権威は 一部町民にはあったようですが 江戸中期ころから あまり 権威がなくなってきたとい

う話しを聞いたことがあります  

 

No.1164 - 2008/01/14(Mon) 08:13:39  

 

☆ な～るほど... / 音羽の二眼レフ ♂ [関東]  引用  



「木戸番」話、面白いですねぇ。 

余りチャンバラ映画でも現れることが少なくて、どういうものか分かりません。 

小林サンとトッチーさんのやりとり、フムフム、です。  

 

No.1168 - 2008/01/14(Mon) 09:16:37  

 

☆ な～るほど... / トッチー ♂ [関東]  引用  

長年の疑問が解けました。 

映画、TVで赤穂浪士が木戸を通るシーンがあってもいいですね。  

 

No.1173 - 2008/01/14(Mon) 14:25:12  

 

☆ Re: オバンでやーす / 小林  征勝  引用  

木戸番について 書いた小説などもあるようです 

 下に 一部紹介します 

 

 

 さて、この「番太郎」はどういう役を担った者だったか。 

 江戸時代の江戸の町は、夜になると町内ごとに作られている「木戸」が閉められ、自由に歩き回ることは

できなくなる（だから、テレビの時代劇はかなり嘘になってしまう。それ以外にも嘘は多いのだが）。そういう

ことで、役人と産婆が通れるだけ、ということになっていた。その木戸を閉めて朝までそこで番をしているの

が木戸番。 

 番太郎と呼ばれるのは、これである。もちろん役人ではなく、だいたいは町内の鼻つまみか、そういうこと

でもやらせておかないと何をしでかすかわからないような奴、である。そういう男を抑えておくために押しつ

ける感じが強い。しょうがない番太郎でもさせるしかないか、というところ。「番太！」と、蔑まれて呼ばれる。

十手持ちの岡っ引きにあごで使われる。この岡っ引き自身が、正式な役人ではないから、それにたやすく

命令される番太郎は、どうにも惨めな存在ではある。十手持ち、与力、同心などという人としばしば顔を合

わせなければいけないわけだが、木戸番に注目するような人は基本的にいない。その程度の存在なのだ。

木戸番なんかに気持を向ける人は少ない。 

 一般的に番太郎が主人公になった時代小説は少ない。稀、である。北原亞以子さんの深川澪通りの木

戸番シリーズがある程度だ。これは世話物の名作、読んだ方がいい時代小説である。ぜひ、おすすめ。  

 

No.1175 - 2008/01/14(Mon) 15:30:17  

  

 

 

★ おはようございます。 / naoko ♀ [九州]  引用   

あたたかい朝 ぽつぽつ小粒の雨が降り出しました。 

風がふいているから止むかな。 

 

トッチーさんはサッカーお好きなんですよね。 

浦和レッズのサポーターは半端じゃないですね。 

今年の大分トリニータは 頼りになる選手が3人も移籍してしまうので 厳しくなりそうです。 

野球ばかり見せられていたけど、この間の浦和レッズからぼちぼちサッカーも見るようになりました。 

ダンナは巨人が打たれると小躍りして喜びます。 

ときにはテレビに向かって怒り出したりします。 



大野球ファンです。  

 

No.1144 - 2008/01/13(Sun) 07:32:29 

☆ Re: おはようございます。 / トッチー ♂ [関東]  引用  

お早うございます！ 

浦和レッズのホームグランド「駒場サッカースタジアム」の近くに住んでいる関係で、サッカー観戦が趣味と

なってしまいました。 

あのサポーターから比べると数段落ちますので、「隠れファン」と自称してます。 

今年の大分、確かに厳しいかも知れませんが、開幕すればどうなるかわかりません。 

J2落ちの広島が天皇杯決勝まで行くんですから。 

ご主人、アンチジャイアンツですか、 

二眼レフさんとガッチンコですね。 

今年、最後に笑うのはどちらなのでしょうか。  

 

No.1148 - 2008/01/13(Sun) 08:28:50  

 

☆ そちら、暖かいですか？ / 音羽の二眼レフ ♂ [関東]  引用  

ｎａｏｋｏサ～ン、こちら、寒い朝です。 

雨は降っていないので、助かりますが（洗濯物は、乾きそう）。 

浦和レッズ、強いですねぇ。小生も好きになりました。 

レッズ、応援します。 

でも、ＦＣ東京やヴェルディの時は、ダメです。 

 

さて、今からマンションの理事会。そのあと実家に行きます。 

で、また夜、顔を出します。 

実家で県別対抗マラソンと大相撲初日を観ます。 

では...。  

 

No.1149 - 2008/01/13(Sun) 08:45:48  

 

☆ Re: おはようございます。 / フウコ  引用  

山村今朝は雪かもと思っていたのに残念でした、 

naokoサンの旦那さん。アンチジャイアンツ残念私、巨人フアンです。。 

サッカ―好きです、最近は野球より楽しい、トッチ―さんの浦和レッズ今年も、また又強い、高原の入団楽し

みですね。。私は広島サンフレッチュのフアンです、私の地元のサッカ―少年が頑張っています、 

 

今日は高校サッカ―決勝戦、好きな船橋市立最近低迷。。 

今日の楽しみです。。みんな頑張れ。。。  

 

No.1161 - 2008/01/14(Mon) 07:26:00  

 

☆ Re: おはようございます。 / naoko  引用  

二眼レフさん 県別対抗マラソン見ましたか？ 

私も昼休みにちらっと見ましたが勝敗はわからずじまいでした。 

 

フウコさん はじめまして。 



二眼レフさんのところで拝見させていただいてます。 

山村も景色はいいですね。 

やっぱり巨人ファンですか 

私も巨人がいいんですが 耳元でいやいや言われるとそうかなあなんて思ってしまいます。私はきっと長島

さんと王さんが好きなんです。  

 

No.1166 - 2008/01/14(Mon) 08:23:54  

  

 

 

★ あるものを生かす / 音羽の二眼レフ ♂ [関東]  引用   

これまでに読んだことのある本を、読み直す事にしました。意外に内容を忘れているものや、「そうそう！」

とマーカーで印したところに再度感激したり...。 

 

しまいこんだ衣類を引っ張り出しています。思いのほか、沢山あります。それなのに、家の中でも外出でも

殆どワン・パターン。これからは、隠れてた衣類をじゃんじゃん活躍させようっと。  

 

No.1156 - 2008/01/13(Sun) 21:55:23 

☆ Re: あるものを生かす / トッチー ♂ [関東]  引用  

衣類、外出の際、私もワンパターンです。 

正直言ってワンパターンは考えることがなく、気楽です。 

ひょっとしたら、これって老いのぐうたら？  

 

No.1158 - 2008/01/13(Sun) 23:53:18  

 

☆ Re: あるものを生かす / naoko  引用  

このごろめったに本を買わなくなり冊子ばかり増えます。休みの日に図書館でmagoも絵本と一緒に数冊借

りてきました。膠原病を克服する・みのもんた十八番勝負・電子申告電子納税・明治を彩った妻たち です。 

でも夜に読むと目が目が・・・ 

 

私もワンパターンの服  ジーンズに上はあるものをとっかえひっかえしてます。 

ハイヒールとは無縁となった生活が数十年  

スニーカーじゃないと身体を支えきれない？  

 

No.1165 - 2008/01/14(Mon) 08:17:51  

 

 

 

20553 

 

何でも気軽に書いて下さい！ 

 

他人を誹謗中傷するような書き込みや商業目的・公序良俗に反する書き込み、 

その他管理人が当掲示板に不適切であると判断した書き込みは 

予告なく削除させていただくことがあります。 

 



 

 

 

HOME ¦ Ranking ¦ Info (12/21) ¦ Search ¦ Mobile URL ¦ Feed ¦ Help ¦ Admin ¦ Rocket BBS  

 

Name   

Mail   

URL   

Subject   

  

Local 関東北海道東北甲信越東海北陸近畿中国四国九州沖縄外国地球外 Sex 男性女性   

Color？★★★★★★★★  

Cookie / Pass     

 

  

★ 夕飯 / そら  引用   

そらちほうは風が冷たくなってきています 

みなさん、暖かくしておられますか？ 

風邪を引かないようにしましょうね 

 

そら家の夕飯は 

すいぎょうざ 

肉じゃが 

蕪と干し海老の煮物です 

・・と言っても、今から取り掛かるので 

途中で気が変わる可能性もありです  

 

No.1151 - 2008/01/13(Sun) 18:20:25 

☆ Re: 夕飯 / ひなげし  引用  

そらさん、豪華メニューね♪ 

 

ひなげしもメニュー変更名人（といわれてます） 

期待させておいて～～ 

 

毎日のことだもんね。 

さてさて～～そらさんはメニュー通りかしら？  

 

No.1152 - 2008/01/13(Sun) 18:47:14  

 

☆ いいなぁ / 音羽の二眼レフ ♂ [関東]  引用  

「肉じゃが」大好き！ 

だけど自分じゃ、作れない。 

食べに行くには、そら地方は遠い...。  

 

No.1153 - 2008/01/13(Sun) 20:03:12  

 



☆ Re: 夕飯 / フウコ  引用  

トッチ―さん。。今年もよろしくお願いします。。 

 

そらさんもひなげしさんも夕食豪華ですね、 

私は夕食、無しですほとんど食べません、、でもかっちゃんには、今夜のメニュ―。。カボチャ、大根の昆布

の煮物、ブロッコリ―の胡麻和え、頂いたのでマグロの刺身、味噌汁、おみいさん、りんごの摩り下ろし、お

かずは全部ミキサ―にかけます、美味しいと言って食べてくれます。。野菜は私の自家製です。。  

 

No.1154 - 2008/01/13(Sun) 20:39:55  

 

☆ Re: 夕飯 / そら  引用  

ひなげしさんちのハンバーグめっけ♪ 

 

＞さてさて～～そらさんはメニュー通りかしら？ 

おみとおしね 

一部変更ありよー。（肉なしで笑えない＾＾；） 

 

フウコさん 

かっちゃんは豪華メニューね 

すごいわ。でもフウコさんもしっかり食べて体力キープしてください 

 

そうそう、 

音羽さん、こんど肉じゃがマスターお勧めします 

ひなげしさんやら、トッチーさんやら・・ 

お料理の先生はたくさんおられますよー  

 

No.1155 - 2008/01/13(Sun) 21:07:09  

 

☆ Re: 夕飯 / トッチー  引用  

一昨日、我が家でも肉じゃがにしました。 

呉風になるのか、舞鶴風になるのかわかりませんが、 

一応、牛肉を使いました。 

これを食べる度に、海軍は美味しいものを食べていたんだなあと思います。 

 

フウコさん、今年もよろしくお願いします。 

小生、胴周り考えたら、夕食本当はなしにした方が良いのかも！  

 

No.1157 - 2008/01/13(Sun) 23:46:35  

  

 

 

★  夜警 してますよ / 小林  征勝  引用   

 最近 皆さん 気を遣って 夜警 役目が少なくなってきました 

 

 関東でも 北では雪になってるそうです トッチーさん 明日の朝 白くなってたりしてませんか 

 



 さむーっ  

 

No.1141 - 2008/01/13(Sun) 02:18:18 

☆ Re:  夜警 してますよ / トッチー ♂ [関東]  引用  

朝、白くなることを期待して、外を見ましたが、 

一寸、残念、期待はずれでした。 

風が強いようで、ベランダに袋に入れて置いたものがカサカサと音を立てています。  

 

No.1143 - 2008/01/13(Sun) 05:03:59  

 

☆ Re:  夜警 してますよ / naoko ♀ [九州]  引用  

お疲れ様です。 

寒いから血圧上がらないように トイレに行くときも気をつけて下さいよ。  

 

No.1145 - 2008/01/13(Sun) 07:35:13  

 

☆ Re:  夜警 してますよ / 小林  征勝  引用  

> お疲れ様です。 

> 寒いから血圧上がらないように トイレに行くときも気をつけて下さいよ。 

 

ありがとう  

 

 トイレ 便座暖房 温水が出る ようになってるので 

 暖かです 狭い我が家 トイレまで近い距離なので・・ 

 風呂場も 母の介護のために 風呂場暖房があるので 風呂場も暖かです 

 

 ただ 母の介護で 父親の戦死のための援護年金 母の公務員年金が 無くなり わたしが６５歳までの

間 今が 一番が貧乏暮らしです 失礼な話しですが 生活保護を受けている人の方が 月々の生活費が 

いいかもしれません 医療費も無料ですし 耐乏生活で頑張ってます  

 

No.1146 - 2008/01/13(Sun) 07:59:41  

 

☆ ごくろうさまです！ / 音羽の二眼レフ ♂ [関東]  引用  

小林サン、誰か来ても来なくても、夜警の役目は貴重です。感謝です。 

「温水」、いいなぁ。我が家の温水クン、もう半年以上ストライキです。ヤレヤレ。 

風呂場は、第２の冷蔵庫です。ヤレヤレ...。  

 

No.1150 - 2008/01/13(Sun) 08:49:19  

  

 

 

★ もう一つ / 音羽の二眼レフ ♂ [関東]  引用   

誰か教えて下さい。 

セロリが好きでよく買うけど、食べるのは白いしっかりしたところだけ。 

先の青々とした、いや緑のきれいな葉っぱはいつも「ポイ！」。 

あれって、食べられますか？ 



 

あ、もう寝なくっちゃ。じゃぁまた明日～...。  

 

No.1139 - 2008/01/12(Sat) 22:34:29 

☆ Re: もう一つ / かよこ  引用  

セロリの葉っぱを「ポイ！」。なんて勿体無いです。 

 

私は、炒めて食べたり、スープに入れたりします。 

セロリは、生で丸かじりで食べるのが好きですが 

スープにして好きですよ。  

 

No.1140 - 2008/01/12(Sat) 23:14:49  

 

☆ Re: もう一つ / トッチー ♂ [関東]  引用  

葉っぱを生で食べるのにはイマイチで、 

私もスープに入れて食べてます。 

昨日、クリームスープに入れたら、散り混ざった緑がきれいでした。 

普通はコンソメで野菜スープを作り、そこに入れてます。  

 

No.1142 - 2008/01/13(Sun) 04:58:33  

 

☆ む～ / 音羽の二眼レフ ♂ [関東]  引用  

そうなんだぁ。やっぱりあの鮮やかな緑色は、只者じゃないんだぁ。 

そういえば、女房はいつも葉っぱのほうだけも冷蔵庫に入れてたなぁ。 

かよこサン、トッチーさん、今ある葉っぱセロリ、ちゃんと使います。 

なんだか無駄な事ばかり、してたなぁ～。  

 

No.1147 - 2008/01/13(Sun) 08:16:57  

  

 

 

★ 遅くなりました！ / フー  引用   

トッチーさん、皆さん今年もよろしくお願いします！ 

 

去年からパソコンの調子が悪くて、まだ入院中です(T_T) 

今、仮のＰＣを少しだけ使うことが出来たので、挨拶に来ました(^o^)/ 

 

レフさんのように、私も今年はエコ生活を心がけたいと思います。 

 

またＰＣが直ってきたら、ゆっくりとオフ会の様子をのぞかせてもらいますね♪  

 

No.1134 - 2008/01/12(Sat) 19:21:01 

☆ パソの病って / 音羽の二眼レフ ♂ [関東]  引用  

案外入院が長くなるんですよね。 

フーさん、仮パソ、どさくさに紛れてまた使えますように...。  

 



No.1136 - 2008/01/12(Sat) 19:44:56  

 

☆ Re: 遅くなりました！ / トッチー ♂ [関東]  引用  

フーさんこちらこそよろしくお願いします。 

パソコンの入院、大変そうですが、 

フーさんでなく良かった！ 

のんびり構えて下さい。  

 

No.1138 - 2008/01/12(Sat) 21:28:06  

  

 

 

★ おはようございます / 小林  征勝  引用   

 昨年の ７月から 禁煙をしてます 禁煙は続いてますが 介護太りで（ストレス太り）かなり太ってました

が １１キロの減量を成功させたのですが 禁煙で 煙草で物足りなさを我慢してましたが 煙草が無くなっ

たら つい 口に食べ物を運ぶ回数が増えて 完全にリバウドしてしまいました 正月から減量を本格的に

開始してます 

 

 外に出ると 買い物で 食べ物を買ってきてしまうので 暮れから 正月と外出をしませんでした しかしさ

すがに もう食べ物が 無くなってきて 昨日 買い物に行ってきました 食べ物沢山買ってきてしまいまし

た 

 

 食用を抑えるには わたしの 場合は 気分を落ち込ませるのがいいので 家に閉じこもって クラーイ 

生活がいいのですが 落ち込む材料がなくて 疑似恋煩いは もう効き目がなくて 本当に 失恋してみる

か？ 

 などと 恐ろしいこと 考えたりしてます  

 

No.1127 - 2008/01/12(Sat) 06:54:41 

☆ う～ん ... / 音羽の二眼レフ ♂ [関東]  引用  

減量って、なかなか難しいですねぇ。折角の禁煙が、体重増加を連れて来ちゃうなんて。食欲のある事は

悪いことじゃないんだけど...。 

 

「家閉じこもり作戦」もいいけど、「外歩き回り作戦」はどうでしょう？食べた分は毎日歩いて使っちゃうって

いうのは？お金も掛からないし気分転換にもなるし。あ、外歩きで素敵な「失恋対象」も見つかるかもしれな

いし...。  

 

No.1128 - 2008/01/12(Sat) 12:24:03  

 

☆ Re: おはようございます / そら  引用  

＞外歩きで素敵な「失恋対象」も見つかるかもしれない＞し...。 

音羽さん、とっても上手な散歩のすすめにパチパチパチ 

こばやしさぁ～～ん！がんばって～～～くだしゃい  

 

No.1131 - 2008/01/12(Sat) 18:47:44  

 

☆ Re: おはようございます / トッチー ♂ [関東]  引用  



一度は11kgの減量、すごいけど、それがリバウンドを招いているのかもしれませんね。 

私の禁煙は入院で減煙になった後で、楽でしたが、 

好きなコーヒーを飲むことで気を紛らわせています。 

 

また、家にいると間食をしがちになるので、外出し間食を避けるようにしています。  

 

No.1137 - 2008/01/12(Sat) 20:31:53  

  

 

 

★ 大根の葉っぱって / 音羽の二眼レフ ♂ [関東]  引用   

今年は「エコ生活」を心がけます。 

これまで蛍光灯５本だったリビングは、３本に。 

もう、この明るさに慣れました。５本にすると、まぶしく感じます。 

 

野菜なども無駄にしないように心がけたいと思ってます。ところで、大根って、本体（？）は食べるけど葉っ

ぱは捨てちゃいます。あれって、どうにか食べられないのかなぁ？「料理人トッチー」さんでも本業主婦仲間

でもいいから教えて～！  

 

No.1129 - 2008/01/12(Sat) 14:48:33 

☆ Re: 大根の葉っぱって / トッチー  引用  

大根の葉は何時も無駄にせず食べてます。 

だいたい、炒めて食べてます。 

ゴーヤチャンプルーのゴーヤの換わりに大根の葉を使うこともあります。ゴーヤに苦さがあり、大根の葉に

も一寸苦さがあることから、使えるんじゃないかとの発想です。 

葉がなく、短く(5cm?)茎だけが付いていると時は細かく切って味噌汁の実にします。 

 

いつもではないですが、大根皮は厚手に剥いて、それを千切りにしてキンピラゴボウ風にして食べます。 

これはネットで九州の方から教わりました。  

 

No.1130 - 2008/01/12(Sat) 15:12:11  

 

☆ Re: 大根の葉っぱって / naoko ♀ [九州]  引用  

大根の葉は細かく切って醤油とみりんで炒めて、ごはんと混ぜて食べてます。またおかずがなんにもない

時には 

天ぷらにして甘しょっぱく煮て、ちくわの天ぷらと一緒に丼にします。 

捨てないで食べ切るというのがいいですよね。 

エコ生活実践してます。納屋の軒下とえんの下には薪が 

積んであります。 

働けなくなったら魚を釣り野菜を作って暮らしたいなあ。今はめんどうになるとすぐに楽なほうに走ります。 

エコ生活も体力がいるんですよね。  

 

No.1132 - 2008/01/12(Sat) 18:49:55  

 

☆ Re: 大根の葉っぱって / そら  引用  

トッチーさん、すごい♪ 



皮をきんぴらにするなんて、主夫のかがみですねー 

 

わたしもまねします 

自給率の低い日本ですから食べ物は大切に～しようとおもいます 

それに・・大切に使うと豊かな気持ちになります☆☆ 

 

あ！音羽さん 

わたしは湯がいて細かく刻んで削りカツオをまぶして 

ふりかけにします  

 

No.1133 - 2008/01/12(Sat) 18:55:42  

 

☆ うんうん！ / 音羽の二眼レフ ♀ [関東]  引用  

トッチーさん、ｎａｏｋｏサン、そらサン、色々あるんですねぇ、食べ方。 

とても参考になりました。 

早速次回から「ポイ！」はせずに、全部使い切るように頑張ります。 

とりあえずは「湯がいて...ふりかけ」が簡単そうだなぁ。  

 

No.1135 - 2008/01/12(Sat) 19:42:24  

  

 

 

★ オフ会 夜警警備員 / 小林  征勝 ♂ [関東]  引用   

 相も変わらず 夜型ですので 夜警は お任せ下さい 

 

 この新しい 掲示板 も良いですね 

 

 忘れてました ご挨拶！ご挨拶！  

 

 今年もよろしくお願いします  

 

 トッチーさんの 今年が 穏やかでありますように  

 

No.1122 - 2008/01/11(Fri) 09:49:46 

☆ Re: オフ会 夜警警備員 / トッチー ♂ [関東]  引用  

早速、警備会社から御出張戴きありがとうございます。 

今夕から、天候崩れそう、 

夜警お頼みいたします。 

 

新年！ 

こちらこそよろしくお願いします。  

 

No.1123 - 2008/01/11(Fri) 10:02:23  

 

☆ オフ会 昼間警備員 / 音羽の二眼レフ ♂ [関東]  引用  

小生は今回も昼間担当です。 



まぁ、夜１０時までは頑張ります。 

中日の１３日は定例実家訪問なので手薄になります。 

その分、開幕日と千秋楽（？）に頑張ります。 

愉しくやりましょう！  

 

No.1124 - 2008/01/11(Fri) 15:27:23  

 

☆ あれぇ～ / そら  引用  

先客だわ 

そっと下見にきたつもりです＾＾；）  

 

No.1125 - 2008/01/11(Fri) 18:18:47  

  

 

 

写真付き掲示板 

(但し、ここでは写真なし) 

 

  ボラバイト帰りに - 音羽の二眼レフ Home  

 

2008/01/15 (Tue) 20:09:09 

 

 生徒サンと一緒に、初めて「ボロ市」へ。 

凄い人出でした。 

こんな店もありました。  

 

    

Re: ボラバイト帰りに - フウコ  

 

2008/01/15 (Tue) 20:18:40 

 

音羽さん。。カメラすごい一度でいいからこんな所に行ってみたいね。。もちろん中古カメラなんでしょう。 

私にも買えるのあるかもですね。。  

 

   

Re: ボラバイト帰りに - かよこ  

 

2008/01/16 (Wed) 00:00:18 

 

あぁ～～～私も一度で良いからカメラ市に行ってみたいです。 

格安のが欲しいです。  

 

   

Re: ボラバイト帰りに - トッチー  

 

2008/01/16 (Wed) 11:57:08 



 

ボロ市にはこんなものもあるんですか。 

一日見てても飽きないでしょう。 

祭りの露店を見回っていた、子供の頃に戻られそうです。 

 

 

   

ボロ市って - 音羽の二眼レフ Home  

 

2008/01/16 (Wed) 14:36:29 

 

 １２月１５日と１６日、それから１月１５日と１６日、計年４日行われます。 

そのあたりの町内の通りに、露天がうじゃうじゃ。（２～３００軒？） 

そして、食べ物屋さんなど、地元の店も人出を見込んで頑張ってます。 

「昔のおもちゃ屋」「世界の古い人形屋」「古着屋」「まな板屋」「古い工具屋」「古いカメラ屋」「観賞用石屋」

「地方の食べ物屋（沖縄の菓子とか）」「古い陶器屋」「軍服・軍靴屋」などなどなど、道の両側（店の前）に並

んで、まともに歩けません。 

 

で、こんな店も...。歩き疲れました。  

 

  ?みかん - かよこ  

 

2008/01/16 (Wed) 00:06:09 

 

 オフ会に参加するはずのみかんでした。 

 

？ぼんたん・ざぼん？ 

皮をむいて食べてみると？？？？？ 

皮はジャムにしました。 

 

見かけはゆずに似ていて、家のゆずと比べてみました。  

 

    

Re: ?みかん - トッチー  

 

2008/01/16 (Wed) 12:03:37 

 

おばけ柚子？ 

味は？？？でしたか。 

そもそも柚子は皮を使って、何故実は使わないのか疑問に思っています。 

 

 

  イチゴ - フウコ  

 

2008/01/14 (Mon) 19:26:18 

 



 イチゴのお話いっぱいなさってたので。。 

無消毒、無農薬、のイチゴ持ってきました、山村でも最近は山イチゴ、野生たちにお先に食べられてあんま

り見かけなくなったです、散歩の道で見かけたのですが。。 

昔とちがって、、味はいまいちです。  

 

    

Re: イチゴ - トッチー  

 

2008/01/14 (Mon) 19:59:44 

 

これが山イチゴですか。 

蛇イチゴは知ってましたが、山イチゴは知りませんでした。 

味はいまいちでしたか、舌がおごってしまってるのかも知れません。 

 

山ブドウなんかもあるんでしょうね。 

山ブドウ、あけび、懐かしい果物です。  

 

   

Re: イチゴ - そら  

 

2008/01/14 (Mon) 20:40:25 

 

おいしそう～♪ 

フウコさん！いただきまぁ～＾す  

 

   

Re: イチゴ - 小林 征勝  

 

2008/01/15 (Tue) 06:58:32 

 

  野生のものは その酸味が何とも言えず 美味しいのですよね 

 

 今は 保存と 売りやすいために 何でも甘くしてしまって  

 

 リンゴで 紅玉 というのがあります 酸っぱいリンゴです 少々人気回復傾向にあります 料理用につか

うのでしょうか わたしは 料理せずに食べるのが好きです 

 

 もう芽が膨らんで 春をまってます ネットで探しました  

 

  昼食 - そら  

 

2008/01/14 (Mon) 14:23:14 

 

 ちょっと遅くなりましたが・・ 

我家の昼食は【広島風お好み焼き】でした 

お持ち帰りしたので、４等分されています 



 

キャベツ、豚肉、卵にうどんいりです 

 

どうぞ～♪  

 

    

Re: 昼食 - トッチー  

 

2008/01/14 (Mon) 14:51:15 

 

差し入れありがとうございます  

広島焼きと思っていたら、うどんなので広島風となるのでしょうか。 

当然、ソースはお多福ソースですね。 

いただきま～す  

 

   

ふ～ん ... - 音羽の二眼レフ Home  

 

2008/01/14 (Mon) 16:54:21 

 

「広島焼き」？「うどんなので広島風」？「お多福ソース」？ 

さすがトッチーさん、よく知ってるなぁ。 

まいっか、とにかく美味そうですね。 

こんなのは作るのは難しそうだから、当面、見るだけ...。  

 

   

Re: 昼食 - フウコ  

 

2008/01/14 (Mon) 19:36:44 

 

 

お好み焼き。。大好きです。。「広島焼き」お多福ソ―ス、美味しそう。。私も作ってみよう。。  

 

   

Re: 昼食 - そら  

 

2008/01/14 (Mon) 20:38:50 

 

広島風お好み焼きはうどんが入ったり、そばが入ったりしてボリュームたっぷりです♪ 

 

お多福ソース♪これが決めてですね 

 

一人暮らしをしていた頃、残業で遅く帰るわたしが餓死しなかったのはお隣のお好みやサンのおかげで 

お好み焼きの上にお餅、玉子２個 のせてボリュームたっぷり大サービスで食べさせてもらってました  

 

  元旦のしまんと - 音羽の二眼レフ Home  



 

2008/01/14 (Mon) 09:51:28 

 

 大晦日から元旦にかけて、しまんとでは小雪がちらちら...。 

で、沈下橋まで偵察にいくと、小型遊覧船が営業してました。 

お客さんは、ゼロでした。 

近くから出ている中型遊覧船（３０人くらい乗れる舟）は大入り満員。 

大型バス３台が駐車場で順番待ちしてました。 

零細企業には、つらい１日でした。  

 

    

Re: 元旦のしまんと - トッチー  

 

2008/01/14 (Mon) 11:10:31 

 

高知は南の国の印象が強いので、雪がちらつくとは想像外でした。 

風情のある風景です。 

客のいない小型遊覧船にも風情が感じられます。 

 

 

   

Re: 元旦のしまんと - 小林 征勝  

 

2008/01/14 (Mon) 11:33:48 

 

  どうなのでしょうか あまりにも有名になってしまった 四万十 人が多く 押し寄せると 地元も余計に観

光事業を充実させて 風情がなくなり 次に 自然が消えて行く これが観光地のたどる 今までの姿です 

 

 テレビでみたのですが ニュージーランドの ある島の観光の場合 船でしか いけませんが 船を下りる

際に 観光客が 履いてる靴を綺麗に拭き取り 服も良くはたいて それから 島に上陸します 

 外部から その島に無い植物の種 昆虫の卵の 侵入を防ぎ 生態系の保護を徹底してました 

 

 ダーウインの進化論で有名な ガラパゴス諸島が観光に 力を入れすぎて あの独特の世界に異変が起

きてるのを テレビでみると 経済的に潤うのは 誰でも権利がありますが 貧乏でも ニュージーランドの

離島のように 制限をされた人数と 徹底した環境保護で 生態系の保存が大事だと思います 

 

 人はだれでも 自然な姿を見る権利はありますが そこには 過去してきたような自然破壊の序章である

観光のあり方が問われているのが 現在のようです このまま経済優先で いくと 人の住む場所がなくな

り 経済が人の首を絞めてる一部現在の風潮に ストップを！！！！ 

 

 我が国では 小笠原諸島に かつての人間の勝手な所行の後が沢山見られるそうです 

 

 カナダの冬の景色だそうです  

 

  七草粥 - 音羽の二眼レフ Home  

 



2008/01/11 (Fri) 15:22:13 

 

 ７日に、四万十で食べました。 

 

前の日の６日は「七草」集めで大わらわでした。６日の新聞（現地の高知新聞）が写真つきで七草を解説し

ていて、それを見ながら女房が畑に出かけ、７種類全て揃いました。近所の女性達は『いいのよぉ何でも７

種類ありゃ』なんて大騒ぎ、大笑いでした。粥に餅や魚が入った変則（？）粥でした。  

 

    

Re: 七草粥 - トッチー  

 

2008/01/11 (Fri) 20:29:34 

 

畑から七草を集めて「粥」。 

なんと贅沢な「粥」、一年健康に暮らせること、疑いなしです。 

おとわ会、よろしくお願いします。 

 

 

   

七草のうち - 音羽の二眼レフ Home  

 

2008/01/12 (Sat) 12:33:12 

 

 実は１つだけは「お隣の畑」からなんです。 

６つは純粋に我が家の畑から。 

（お隣は親戚で、お互い好きなときに好きなだけ採ってもよいバーター取引が成立してます） 

 

写真は当日の新聞と採ってきた草を見比べて確認してるところ。 

義母も『この辺りじゃ何でも７種類集めればいいの、昔っから』っていうアバウトさでした。  

 

   

Re: 七草粥 - トッチー  

 

2008/01/12 (Sat) 14:57:59 

 

お隣さんから拝借しても七草が揃うというのはすごいですね。 

七草はスーパーで購入したことはありますが、一草たりとも、採集した記憶はありません、残念ながら。 

 

なお、小生の出身地(福島県会津地方)では、小生幼少の当時、753はなく、7歳を七草と称して祝っていまし

た。 

 

昨日、昭和館に行って来ました。 

戦前のニュース映画も見ました。 

戦争繰り返すまじの思い、強く感じ入りました。  

 

   



昭和館 - 音羽の二眼レフ Home  

 

2008/01/12 (Sat) 19:47:59 

 

ついに行きましたか。 

空いていたでしょう？ 

なんてったて、無料ってことと、３０分くらいってのが手軽でいいですよね。 

上のほうの階の展示も、１度は面白いですよ。有料だけど。  

 

   

Re: 七草粥 - ピアノ  

 

2008/01/13 (Sun) 21:46:50 

 

 トッチーさん、二眼レフさん、皆様こんばん 

 

え～、新年おめでとうございまちゅ～（１５日まではいいのよね） 

どうぞ今年も宜しくお願い致します 

そして皆様にとって良いお年でありますようにお祈り申し上げます～ 

 

食は自給自足が新鮮で一番ですね。 

七草は毎年「生協に届けてもらうもの」でしたが、去年の暮体調が悪くてカタログ見るものしんどかったので

注文できず、今年は７草粥なし・・です。 

 

トッチーさんは福島のご出身ですか。 

よく福島のに行きます～。 

今年のお正月も行きました。 

雪の露天風呂が楽しみで・・・ 

画像は「女湯」で～す 

でも私以外だ～れもいまシェン  

 

↓のげっちょさんのダー様のハンバーグ、ボリュームがあって超美味しそう 

いいなぁ～ 

うちの亭主殿はお粥も作れないわ  

 

   

Re: 七草粥 - ひなげし  

 

2008/01/13 (Sun) 22:33:26 

 

ピアノさん～～！ 

湯煙・・・風情がありますね～～。 

んで・・・イデデ君も少しはへたったのね。 

 

げっちょダーは、なかなかの料理人ですわ。 

多分～～１ヶ月留守にしても困らんでしょ。 



 

本日は、少しだけ気温が  

 

   

思わず - 音羽の二眼レフ Home  

 

2008/01/13 (Sun) 22:38:22 

 

画像をクリック。隅から隅までじっと探したけど...。 

見つかりませんねぇ、女性の体型。 

ざんね～ん。 

そうだ、夢の中で、勝手に想像しちゃおう。 

 

では皆さん、お休みなさ～ぃ...。  

 

   

Re: 七草粥 - トッチー  

 

2008/01/14 (Mon) 00:08:09 

 

ピアノさん、本格的露天風呂！ 

寒いの？暖かいの？ 

 

小生も最近温泉が好きになりました。 

痛みを若干緩和してくれます。 

 

 

  お世話になります。 - ひなげし  

 

2008/01/13 (Sun) 18:42:42 

 

 そらさんが、お隣で夕食の準備しています。 

ひなげしは今朝の（ランチかな）ハンバーグ。 

 

成人式に出る息子のために夫が＾＾： 

 

粛々とした、とってもいいお式でした。 

 

皆さんの成人式は・・・ 

どんなでしたか？  

 

    

うぇ～！！ - 音羽の二眼レフ Home  

 

2008/01/13 (Sun) 20:06:17 

 



ひなげしダンナがこれを？ 

ご主人、レストランをしてるとか？？ 

何者ですか、ご主人？？？ 

 

いいなぁ、こんなのを食べられるひなげしサンって。  

 

   

おぉ～～！ - そら  

 

2008/01/13 (Sun) 21:00:00 

 

さすが！ひなちゃんち♪ 

 

お！音羽さん！！ 

おどろきのあまり、それは鹿児島弁ではなかとですか（ん！？ほんとかな） 

 

そらもこんなご主人しばらくおかりしたい～  

 

   

Re: お世話になります。 - トッチー  

 

2008/01/14 (Mon) 00:02:28 

 

美味しそうなハンバーグ！ 

小生の成人式、ハンバーグはありませんでした 

会場で一杯飲んだような記憶もあるんですが、忘れてしまった 

お休みなさい  

 

  初通院 - 音羽の二眼レフ Home  

 

2008/01/10 (Thu) 15:30:20 

 

 おととい帰京し、昨日初通院でした。 

年の初めなので、血液検査をしました。 

で、朝食抜きで出かけ、採血後に「院内朝食」。 

 

そして本日は「パクパク病院」へ初通院でした。 

明日も「パクパク病院」。３連荘です。 

 

おふ会も間近、楽しみです。  

 

    

Re: 初通院 - トッチー  

 

2008/01/10 (Thu) 20:01:18 

 



無事の御帰京、 

お疲れ様でした。 

早速通院の連チャンと多忙ですね。 

オフ会よろしくお願いします。 

 

 

 

  商売繁盛で笹もってこい！ - 椿ひめ  

 

2008/01/09 (Wed) 21:06:15 

 

 遅くなりましたが、あけましておめでとうございます。 

 

大阪は今日からえべっさんです。 

仕事帰りに今宮戎にお参りしてきました。 

写真は福娘さん  

 

    

Re: 商売繁盛で笹もってこい！ - トッチー  

 

2008/01/10 (Thu) 10:58:34 

 

えべっさんの「福」、ありがとうございます。 

えびすさんを祭るのは関西に多いようですね。 

関東では聞いた記憶がありません。 

もっぱら恵比寿ビールです。  

 

     

  

 

 

 


