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おとわ会オフ会
5009.12.20-23

2009/12/27 (Sun) 00:03:17

 は・・・２日前
オフ会もかなり前（涙）

遅ればせながらクリスマスプレゼント持ってきました。
本当は会社の先輩に頂いたものですが（汗）

今年賀状印刷終わりました（汗）
今年１年も終わりですね、また来年も宜しくお願い致します。 

   
Re: メリークリスマス - トッチー 

2009/12/27 (Sun) 09:45:50

いくら遅れても、
プレゼント、嬉しいです。
ありがとうございます。
北の寒さと雪でトナカイさんが遅れるのは納得です。
一晩で世界中を廻れるわけはないでしょう。
賀状印刷、お疲れさまでした。
こちら今日です、頑張ります。

  ありがとうございました♪ - 音羽の二眼レフ 

2009/12/24 (Thu) 08:04:46

今日は、トッチーさんは仕事納めですね。
４日間、お疲れ様でした。
仲間の様子がまた少し詳しく分かりました。

年末年始、お孫さんとゆっくり休んでください。

小生はこれから四万十へ出かけます。
明日から四万十で大掃除です。 

   
Re: ありがとうございました♪ - そら Home 

2009/12/24 (Thu) 14:42:32
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 トッチーさん
メリー･クリスマス＆お疲れ様～

やっぱり、ベランダから入るよりも
玄関から入るほうがいいです。

宝くじ; 

  
Re: ありがとうございました♪ - かよこ 

2009/12/24 (Thu) 20:26:36

 トッチーさん～お疲れ様でした。

メリークリスマス

蟹蟹いただきましたよ。

我が家のミニツリーとサンタです。
年代物です。 

  
Re: ありがとうございました♪ - トッチー 

2009/12/24 (Thu) 20:39:03

皆様、オフ会ありがとうございました。
二眼レフさん、
正月は四万十ですか、
澄んだ太平洋の風の中の正月なのでしょう。
そらさん、１億円当たったら、
夢が広がって、広がって、
でっかい書庫付きの家を建てて下さい。
３億円当たったら！
びっくりして倒れないで下さい。
かよこさん！
可愛いサンタさん！
メリークリスマス！
遊びに行きます、よろしく！

  間に合った - ｈｉｎａ Home 

2009/12/24 (Thu) 02:13:39
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 始めましてかなぁ～？
早速宿題を。。。
子供の頃のお正月
凧やコマ回しをやりたく、店屋のおじさんの反対を押し切って購入。
矢張り、長続きはしなかった。

年末年始の愉しみ
料理と年賀ハガキ。あああ！急いで書かなきゃ！

寒い日の食べ物・飲み物
矢張り、お鍋ですかね！
温かいコーヒーもたまりません。

ｍａｇｏ君、５歳ですね！
我が家もｍａｇｏ５歳です。
同居なので疲れますが、倍楽しませてもらってます。
手作りベルを持ち帰り、サンタさんとの握手が嬉しかったのか、目をキラキ
ラさせてお話してくれました。
明日プレゼントが届き、パーティー。（=̂_̂=）
夕方、ママがばれない様に隠してました。（=̂ｍ =̂）うふふ 

   
今年の思い出の写真 - ｈｉｎａ Home 

2009/12/24 (Thu) 02:27:14

 防災ボランティアにも入って（二束の草鞋）、３年目。
大きな災害にはまだ遭遇してません。
でも、火災の怖さは少し。。。
どなたも、「火の用心」さっしゃりませ～～( ̂.̂)( -.-)( _ _) 

  
セーフ・セーフ♪ - 音羽の二眼レフ 

2009/12/24 (Thu) 08:00:58

「凧やコマ回し」、活発な女の子だったんですねぇ、ｈｉｎａサン。
（え、今も？）
料理と賀状、まだまだ大丈夫♪
やれる範囲で...。

２足のわらじ、ご苦労さま。ｈｉｎａサンはえらい！ 

  
Re: 間に合った - トッチー 

2009/12/24 (Thu) 20:27:37
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hina様、初めまして、
二眼レフさんとこではお目にかかってますが、
ここでは初めてで、メリークリスマス！
こま回し、苦手だった、今でも苦手、賭けてベーゴマをやった記憶はありま
せん。
年賀状小生も同様です。
年末、ひと頑張りしましょう。
体調に気をつけて。 

  宿題ができました　 - つーたん 

2009/12/23 (Wed) 16:38:09

 大阪人の一家に一台たこ焼き器があるとは、、驚きでしたね。宿題の①みん
なと一緒です　こたつ　みかんたこあげ　お手玉　おはじき②自慢じゃない
けど年末の大掃除を年内にしたためしがありません。１２月ってクリスマス
だの年賀状だの用が多いし、２８日頃まで仕事をして、休みに入ったら、お
正月の用意です　おせちの食材を買ったり、お餅の準備があります　画像は
大晦日のものです　お正月３日間は朝は餅　夜はご飯その他とお神酒を供え
ます　それぞれ拝んでから大黒柱がいただきます　とても体力がいりますの
で、体力を温存しておく必要もあります　お正月に入りのんびりしたところ
で大掃除に入ります　すでにここで出遅れています。楽しみは着物を着て(ネ
ットで購入した安い着物です)初詣に行くことです　お堂に入って祈祷しても
らいます　太鼓の響きが気持ちいいんですよ、、ただ　去年からテンポーで
太ってしまい、なんとなんと着物が回らなくなってしまい、楽しみもしぼん
でしまっています　やっぱりこのおなかだけはなんとかしないと、、、。③
抹茶葛湯　あったまります小林さんとこに画像があります(̂ !̂)給料が出たと
き、鍋物用のスープをたくさん買い置きして、中身はほぼ一緒　目線を変え
て出しています　かんたん　おいしい　あたたかい　これで冬場を乗り切っ
ています　 

   
Re: 宿題ができました　 - トッチー 

2009/12/23 (Wed) 17:52:56

つーたん、
忙しそう！忙しそう！
冬はやっぱり鍋物ですね。
鍋物で体力UP！
この年末年始を乗り切って下さい。
我が家では鶏好きがいて、もっぱら水炊きですが、
もらった「とり野菜みそ」何袋かありますので
味噌鍋の数も増えそうです。
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Re: 宿題ができました　 - 清美 

2009/12/23 (Wed) 18:52:37

つーたんさん、こんばんは。
私もたこ焼きやお好み焼き大好きです。実家は京都ですが、たこ焼き器のあ
る家は少ないと思います。お隣の県なのに不思議ですね。音羽さんが殆どた
こ焼きを召し上がった事がないという事、信じられません。

着物を着てられたのですね。プレドニンのせいで太られたのでしょう。ムー
ンフェイスにもなるし、プレは女性の敵、でも必要なお薬だから、飲まない
といけないし、良い新薬が早く出てくれる事、切望します。

抹茶葛湯、体に良さそう、美味しそう、お時間あれば作り方教えて下さい。 

  
たこ焼き器♪ - フー Home 

2009/12/23 (Wed) 21:20:37

 たこ焼きねたに参加です(̂ ;̂

もちろん、たこ焼き器はありますよ！！（大阪人）
よく、たこ焼きパーティーもしますよ♪

自分で作って食べるのが美味しいんですよ。
レフさんもぜひ作ってみてくださいね(̂ )̂

トッチーさん皆様、お疲れ様でした。
いよいよ明日はクリスマス。
素敵なイブを過ごしてくださいね☆

雪だるまと、サンタさんのお菓子の差し入れです(̂ )̂/

  
あはは♪ - 音羽の二眼レフ 

2009/12/24 (Thu) 07:56:37

「お正月に入りのんびりしたところで大掃除」、いいんじゃないですか、こ
れも。
年末に追い詰められてやるんじゃなくて、歳の初めから「キレイキレイ」っ
て、理想的です。

着物姿の女性、いつ見てもいいけど、やっぱり正月は特別ですね。
つーたんサン、是非これからもずっと正月には着て下さい、世の男性のため
にも。 
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  今年の思い出写真 - 音羽の二眼レフ 

2009/12/23 (Wed) 16:27:44

 雑誌や新聞や、テレビ報道でしか見た事がない「芝桜」、初めて見ました。
５月に中学のクラス会で秩父へ。 

   
Re: 今年の思い出写真 - トッチー 

2009/12/23 (Wed) 17:38:06

 関西の方には珍しくもないでしょうが、
小生の今年の思い出に残る写真はこれです。 

  
Re: 今年の思い出写真 - かよこ 

2009/12/23 (Wed) 18:12:09

 私の思い出の写真は沢山ありますが・・・
7月２３日の日食の日の写真です。

前もってサングラスを用意しておけば良かったものの
直前になり、主人が思い立ったのが、ガラスにロウソクで墨を付ける事で
す。

そのカラスが、額のガラスを使い、熱でバリンと割れ(̂^ゞ

でも、感激の日食を見る事が出来た事は感激でした。 

  ミニ鯛焼き - かよこ 

2009/12/23 (Wed) 10:40:45

 トッチーさん～皆さん～おはようございます。

福岡も寒く、ぶるぶる～～～です。

(°)#))<<　(°)#))<<　(°)#))<<　(°)#))<<　(°)#))<<

ミニ鯛焼きをお持ちしました～。
チーズ、餡３色、チョコレート、クリーム

（チーズが珍しいと思いました）　 
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これはいい♪ - 音羽の二眼レフ 

2009/12/23 (Wed) 11:27:26

色々な種類を食べられるって、大好きです。
でかたい焼き１種類より、ちびたい焼き５匹が断然いい！ 

  
Re: ミニ鯛焼き - トッチー 

2009/12/23 (Wed) 14:10:46

二眼レフさん同様、
小さい鯛焼き賛成です。
普通の鯛焼きは一個食べると、おなかいっぱいになり、次の味に手が伸ばせ
ません。
でも、小さくても６種類あるんだ。
全部味わうのは大変だ。
まずはチーズをいただきま～す。

  差し入れです - つーたん 

2009/12/22 (Tue) 17:03:35

 寒くなってきましたので、、こんなものを。
田舎にはカフェもファミレスも居酒屋もなんもないので自分で作るっきゃな
い、、鯛焼き器やらたこ焼き器やら増えるばかり、、そのうち　どこにしま
ったか忘れるありさまです　とりあえず熱々をどうぞ。 

   
Re: 差し入れです - かよこ 

2009/12/22 (Tue) 18:43:23

つーたんさん～皆さん～お先に

○　＞＾＊）パクッ
頂きます。
たこ焼きは、熱い時は一番ですよね～。
従兄のお嫁さんたこ焼き好きで、家まで持ち帰れ前に車の中で食べます。
我が家には、たこ焼き器が無い・・・これを機会に買おうかなぁ～。

ニャンコちゃんお元気でしょう？ 

  
Re: 差し入れです - トッチー 
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2009/12/22 (Tue) 20:16:27

たこやき頂きまあす！
このタコ焼き機、うちのとそっくりです。
18個焼けて、胴の周りが赤くて、
一寸違うのはタコの絵で、
目が ( を横にした形で笑っています。
スイッチも温度調整などなく、単にONするだけです。
それでも美味しいたこ焼きができます。 

  
最高ですねぇ♪ - 音羽の二眼レフ 

2009/12/22 (Tue) 20:20:47

自分の家で何でも出来ちゃって...。
たこ焼き、好きでも嫌いでもないけど、ほとんど食べた事ないです。トホホ.
..。
たい焼き器って面白そうですねぇ。
でも、あんこを作るの難しそう...。
やっぱり、店で買うしかないかなぁ。

つーたんサンの家が近ければなぁ。

  
Re: 差し入れです - トッチー 

2009/12/22 (Tue) 20:30:01

たこ焼きほとんど食べたことがない？
信じられないです。
たこ焼き、お好み焼き、鯛焼き(これは買って)、
アーッ、メタボの原因かもしれない！ 

  
Re: 差し入れです - がうら Home 

2009/12/22 (Tue) 23:15:17

 つーたんさん、皆さん、こんばんは＾＾

たこ焼き器、こんなに綺麗に焼けるんですね＠＠
大好きですが・・・自分で焼いたことはありません＾＾；
もちろん、焼く道具もありません。
いつかＴＶで大阪の人はたこ焼きの道具を持っているって・・・言っていま
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したが、本当なのかしら＾＾

今作っている？干しているお芋さんたちを連れてきました（笑）
人参芋、紫芋、農林なんとやら、です。
干して美味しいのは人参芋、色も綺麗です＾＾

  
本当です！ - 椿ひめ 

2009/12/23 (Wed) 00:17:40

 こんばんは～

つーたんさん、たこ焼いただきます！
大阪人の私はたこ焼やお好み焼きの粉もんは大好きです。

がうらさん、大阪の家庭には一家に一台たこ焼機があります。
テレビでは家まで押しかけて確認したりしてましたね。
子供さんが小さいお宅では家でたこ焼すると喜ぶんですよね～

今日のお夜食はパンです。 

  
冬至　寒いですね。 - ピアノ 

2009/12/23 (Wed) 00:43:02

 こんばん
皆さんの美味しいお夜食を分けていただいて一息ついて、さあ、柚子湯で温
まって寝ます。おやすみなさ～い

かよこさんの柚子いなり、初めて見ました。 

  
Re: 本当なんですね～＾＾ - がうら Home 

2009/12/23 (Wed) 09:03:53

椿ひめさん、おはようございます。

ＴＶでやっていたのを見て、きっとあれはやらせだろう・・・って＾＾；
本当なんですね～～！

たこ焼きがグッと身近に感じますね＾＾ｖ 

  
Re: 差し入れです - トッチー 
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2009/12/23 (Wed) 09:49:58

がうらさん、
干しいも、三色、いい色合いです。
紫芋、ポリフェノールが多そうです。
ニンジンいも、初めて聞きました。
椿ひめさん
夜食はタコ焼きでなく、パンでしたか。
パンをいただきま～す。
うちのタコ焼きは初め鋳物製でしたが、ガスコンロのガスの位置と合わせる
のが難しく、うまくできませんでした。
関西の知り合いが電気のタコ焼きでやっていると聞いて、電気タコ焼き機を
購入しました。
でも、子供が巣立って行くと、活躍の場が少なくなりました。
ピアノさん
本場ものの柚子ですね。
柚子湯、うちでは埼玉産で入浴しました。
これから日が長くなると思うと一寸嬉しいです。

  いいお年を - あおさぎ 

2009/12/22 (Tue) 20:39:09

 こんにちわ。
ご無沙汰しております。
一年ももう終わろうとしてます。
来年は年女です。（笑）

①子供の頃のお正月
大晦日にナマハゲに歓迎され翌日はお年玉をもらう。
これが、慣習でした。（笑）
そのお年玉は、母に預けっぱなしにしてたので、何に使ったか覚えてませ
ん。
多分、母のヘソクリになったのでしょう。

②年末年始の愉しみ
やっぱりナマハゲを見て、紅白歌合戦を見て
神社におまいりしておみくじをひいて、みなさんの
健康と幸せを祈ることです。

③寒い日の食べ物・飲み物 
今年は保存食をたくさん作りました。
栗の渋皮煮　ガマズミのジャム　リンゴジャムなど
特に、リンゴは体を温めるといわれているので、毎朝トーストで頂いてま
す。 
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Re: いいお年を - あおさぎ 

2009/12/22 (Tue) 21:01:29

 今年の締めにナマハゲの画像を・・・
知り合いの結婚式でナマハゲたちが
特別出演していました。
ギャルに囲まれて、ナマハゲもキバが抜かれる勢いですね。（笑）くれぐれ
も二度と女湯には侵入しなように。（願） 

  
Re: いいお年を - トッチー 

2009/12/22 (Tue) 21:42:47

あおさぎさん、ご無沙汰してました。
おとわ会オフ会も年賀状同様、久々の方にふれあうことがことが出来て嬉し
いです。
あおさぎさんとこの正月。秋田らしいですね。
ガマズミ？これは分かりません。
来年年女、そんなに若かったんですかｗ

ナマハゲが女湯に、ありましたそんな事件が、関東でもニュースになりまし
た。

  
子供時代 - 音羽の二眼レフ 

2009/12/23 (Wed) 08:32:59

とっても伝統的（？）なお正月を過ごしてたんですね、あおさぎサン。
とっても貴重な思い出ですね。

りんごが身体を暖めるって知って、小生も秋ごろから朝食にりんごを食べる
ようになりました。

なまはげ、アルバイト料いらないから、やってみたいなぁ。
で、女湯は事件になっちゃうから「混浴露天風呂」担当なんかにしてもらっ
て...。 

  稲荷寿司 - かよこ 

2009/12/22 (Tue) 09:25:21

 トッチーさん～皆さん～おはようございます。
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①子供の頃のお正月
は、駒を回して遊びましょう～♪
羽子板で羽つきしたり、トランプしたり・・・

②年末年始の愉しみ
ゆっくり、みかんを食べならテレビを見る事かなぁ～。
女は結構忙しく・・・

③寒い日の食べ物・飲み物 
鍋は毎日食べても、最近ココアを飲んでます。

柚子酢で作った稲荷寿司です。 

   
Re: 無題 - 清美 

2009/12/22 (Tue) 18:07:49

かよこさん、はじめまして。

とっても美味しそうな稲荷寿司ですね。ユズ酢で、作られたのですか。

年末年始の楽しみ、私も忙しく、あんまりないですね。今日もバタバタと掃
除をして（普段いい加減な掃除をしているからかしら）、あっという間に夕
方です。

最近は、以前ほど、お正月らしくなくなりました。
昔の人（父母の世代）の人から見ると、毎日がお正月のようなものかもしれ
ませんね。 

  
Re: 無題 - かよこ 

2009/12/22 (Tue) 18:24:49

清美さん～お話しするのは初めましです？
いえいえ～会長さん宅でお目にかかり
前回のおふ会のtosiさん宅でイクラの話しの所で、
私はイクラが苦手で・・・

以前に闘病概要を読ませて頂いてます。
私は介護者でプレドニンを母に１０年飲ませて来ました。
プレドニンの副作用を看護者から体験しております。

私も掃除下手で、何時もいい加減に掃除してるので年末に慌てます。
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Re: 無題 - 清美 

2009/12/22 (Tue) 19:59:20

かよこさん、すみません、何度かお話していたのかも。私もイクラは苦手で
す。

おかげさまで、9か月半プレドニンは服用していませんし、難病指定から外れ
ました。ただ、グレーゾーンなので疲れると天疱瘡が出てきますが。

今日は、気になっていた所を重点掃除しましたが、まだまだあります。普段
がダメダメ主婦なものですから。 

  
みかん＋テレビ♪ - 音羽の二眼レフ 

2009/12/22 (Tue) 20:13:01

それ、最高ですね。
箱根駅伝とか紅白、そんなスタイルが最高♪
みかんメチャメチャ大好きの女房は、完璧にそれです。

「鍋毎日」、いいなぁ～...。
何か簡単な鍋料理、勉強しようかなぁ。 

  
Re: 無題 - トッチー 

2009/12/22 (Tue) 20:25:17

お稲荷さんありがとうございます。
ゆず酢、また味わいもひとしおです。
鍋はうちでもしょっちゅうです。野菜も十分摂れます。
掃除は;;;です。 

  今年一番の思い出は・・・ - がうら Home 

2009/12/21 (Mon) 22:41:50

 トッチーさん、こんばんは＾＾

今年一番の思い出は・・・と聞かれたら、やっぱり「蕎麦作り！」
大晦日にはダシも自分で作ろうと思っています。
もちろん、お師匠さんはトッチーさん＾＾ｖ
勝手に真似させていただきます。
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へぇ～♪ - 音羽の二眼レフ 

2009/12/22 (Tue) 19:56:46

がうらサン、年越しソバを手作りのソバとつゆで、って良いですねぇ。
小生もソバは大好きだけど、乾麺を茹でて...、味気ないです。
来年は、たまにはソバ屋さんでおいしいソバ、食べようかなぁ。 

  
Re: 今年一番の思い出は・・・ - トッチー 

2009/12/22 (Tue) 20:01:23

がうらさん、
手動の籾摺り機では？
蕎麦を撒いて、収穫して・・・
実に本格的、手作り蕎麦！
脱帽です。
最高の年越し蕎麦ですね。
がうらさんとこの蕎麦粉、通販で売って下さい。
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-----------
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こんにちは - 清美 

2009/12/21 (Mon) 15:57:17

こんにちは、皆さん。

子供の頃のお正月は、紅白歌合戦を家族で見て、母の作ってくれたおせちを
美味しく食べた思い出があります。懐かしいなぁ。
昨日、末娘が成人式の前取り写真のため着物を着ましたが、今は着物姿を見
かけるのは少なくなりました。子供の頃のお正月は着物姿がもっと多かった
ように思います。日本の良き文化なのですから、着物文化が廃れていくのは
寂しいですね。特に若い女の子にはもっと着てほしいですね。

寒い日には温かいおぜんざいでしょうか。小豆好きの私にはたまりません。
考えただけでつばが出そうです。 

   
Re: こんにちは - トッチー 

2009/12/21 (Mon) 21:08:55

いらっしゃいませ！
清美さん！
紅白、おせち、このマンネリが大事です。
着物姿、見ませんねえ。
小生の娘らも和服にはとんと縁がありません。
が、
小生、正月には和服アンサンブルを時たま着用します。

  
たしかに... - 音羽の二眼レフ 

2009/12/21 (Mon) 22:19:15

着物姿は少なくなっちゃいましたね。
お正月くらい、もっと着物を着ればよいのに。

寒い日のぜんざい♪その手もありましたねぇ。
小さなもち入りが、いいなぁ。 

  おじゃまします - つーたん 
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2009/12/21 (Mon) 13:06:12

 はじめまして　テンポウ暦２年のつーたんです
宿題がまだ全然できてませんので、お正月用の寄せ植えを持参しました　花
屋さんのイベントで習ってきました　取り急ぎご挨拶のみにて失礼します 

   
Re: おじゃまします - そら Home 

2009/12/21 (Mon) 14:00:04

 はじめまして、つーたんさん
音羽さんちで、画像を拝見したり、書き込み読ませていただいてます。
調子はいかがですか

すてきな寄せうえで、お正月用ですね
切花もいいけれど、植えた花は　長く楽しめるので
いいですよね

皆さん、坂の上の雲　で盛り上がっていますが
つーたんさんは見ておられますか

わたしは、はまってます。
録画までしています。

＞つばらさぁ～～ん
上に上がってしまいましたが、

同感です。○営放送はこのくらいよい番組を作って欲しいですね・・と辛口
オバサン＾＾;）

むかしのクリスマスリースをファイルから
出してきて飾りま～す♪ 

  
Re: おじゃまします - トッチー 

2009/12/21 (Mon) 21:01:42

つーたんさん！
賀正の寄せ植えありがとうございます。
もう正月かと思ってましたら、
そらさんからクリスマスリース！
年末を実感します。
恥ずかしながら年賀状もまだなんです。
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寄せ植え♪ - 音羽の二眼レフ 

2009/12/21 (Mon) 22:14:52

いかにも「春」って漢字、あれ？感じの草花ですね。
いやぁ、いよいよ年の瀬のムードですねぇ。

そらサンのＸｍａｓ用リース、清楚でいいですねぇ。 

  夜食！ - 椿ひめ 

2009/12/20 (Sun) 22:59:37

 夜食をお持ちしました～～～

鯛焼きですよ～

さて、宿題
＜子供の頃のお正月＞
親戚まわりをしてお年玉を貰うのが慣例でした。
何時の日かあげる方になってしまいましたが･････
そして、いただいたお年玉で好きな玩具を買うのが楽しみでした。
＜年末年始の楽しみ＞
う～～ん
何が楽しみやろ？今は楽しみがなくなってしまいましたね。哀しいことです
が。
＜寒い日の飲み物＞
温かいお茶。
そして身体が芯から冷えてる時は芋焼酎のお湯割り！
これに梅干を入れたのが好きです。
今週末に大腸の内視鏡検査を控えてるので今週は禁酒です（涙）

   
Re: 夜食！ - かよこ 

2009/12/21 (Mon) 00:19:46

トッチーさん～お世話になります。

椿ひめさん、(°))<<
鯛焼き(̂～ )̂いただきます。

私も＜年末年始の楽しみ＞は　う～～～んです。
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大腸の内視鏡検査はしんどいですよね。
私も何度か経験があり、ポリープも取りました。 

  
Re: 夜食！ - トッチー 

2009/12/21 (Mon) 07:34:32

椿ひめさん、鯛焼きありがとうございます。

大腸の内視鏡検査、
色々な検査の中で、私は大の苦手です。
どこが苦手かといえば、
元来便秘体質で、大腸洗浄剤、通常２リットル飲むのですが、倍近く飲まな
いと、便が出ません。

  
おはようございます！ - フー Home 

2009/12/21 (Mon) 08:27:58

トッチーさん、皆様おはようございます♪

椿ひめさんおはよう！
鯛焼き大好きです！いただきます(̂ )̂

大腸の内視鏡検査・・・まだしたことがないのでとても怖いです。頑張って
くださいね！

かよこさん、何度もしたことがあるなんてすごい！
トッチーさんの４リットル飲むのもすごい！

冬の飲み物・・・
今年はココアにはまっています。
濃厚で甘いココアは
とても身体が温まりますね(̂ )̂

  
さすが！ - 音羽の二眼レフ 

2009/12/21 (Mon) 22:08:01

ひめのたい焼き差し入れはグーですねぇ。
お年玉は、確かに思い出がありますねぇ、誰にも。
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お湯割り焼酎に梅干、これも大変ぐ～ですね♪
大好きです。
内視鏡検査、お大事に...。

フーさんのココア、これも体が温まりそうな...。 

  今年の写真【１月の巻】 - 音羽の二眼レフ 

2009/12/20 (Sun) 20:49:02

 例年年明けの被写体は、ラン展。
近くて、交通費も入場料も不要で、その割りに空いてるんの大好きです。
花担当デジ＋出番の少ない２軍デジの組み合わせで出かけます。

今年の１月８日の写真です。 

   
ランはいろいろ - 音羽の二眼レフ 

2009/12/20 (Sun) 20:51:55

 出展されるけど、どれがなんだか、よく分かりません。
だけど、艶やかで、秘めやか（正しい日本語か？）、妖しげで...。
まぁ、被写体としては、申し分ありません。 

  
Re: 今年の写真【１月の巻】 - トッチー 

2009/12/21 (Mon) 21:15:52

エッ、もうラン展かと思いましたが、
今年初めのですね、納得です。
東京ドームでラン展があったかと思うのですが、
サンシャインシティでも開催されているんですね。
最近は品種改良が進み過ぎて、
良く判らなくなって来てます。

  
ラン展 - 音羽の二眼レフ 

2009/12/21 (Mon) 22:01:30

さすがトッチーさん、良くご存知ですね。
東京ドームでも、やりますね。
２つの違いは、ドームは有料サンシャインは無料。
ドームは歩いて３５分、サンシャインは２０分。
ドームは人がうじゃうじゃ、サンシャインは少なめ。
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で、毎年サンシャインなんです。 

  こんにちは！ - フー Home 

2009/12/20 (Sun) 15:18:21

トッチーさんお久しぶりです♪
今回はオフ会の幹事！
よろしくお願いします(̂ )̂v

宿題の一部ですが、子供のころのお正月！
大晦日は、紅白を見て(とても好きでした）
除夜の鐘を聞きたいのだけれど、
どうしても起きていられなくて(̂ ;̂

いよいよお正月☆
お年玉をもらって、父が年はじめの挨拶をして
子供心にも、お正月は空気まで新しい気がしました。懐かしいです～(̂ )̂/

羽子板で羽根突きをしたり、弟はこま回しや凧揚げで、絵に描いたようなお
正月ですね(̂ )̂

羽子板に羽があたる音がなんとも言えず心地よかったです♪
久しぶりに子供のころのお正月を思い出しました。

またゆっくりと訪問させていただきます(̂ )̂/

   
Re: こんにちは！ - トッチー 

2009/12/20 (Sun) 19:09:12

フーさん
久しぶり、ご無沙汰してました。
体調、如何でしょうか。

絵に描いたような正月、いいですね。
やってみたいです。
子供の頃の正月を迎える楽しい気分、説明しにくいその心持、それが子供の
ころのお正月の大きなもの
でした。
ではまた。 

  
こんばんわ～ - そら Home 

2009/12/20 (Sun) 19:47:38
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トッチーさん～お世話になります。
このところ寒いですね

‘坂の上の雲’を見る前に、ちょっと覗いています。

フーさん♪

ぴったりと、日本のお正月ですね～
それにうちとよく似ています

＞父が年はじめの挨拶をして・・
そうそう、これ、我が家（実家）でもそうでした。
（すっかり、忘れていました）

トッチーさんも書いておられますが、
ほんとに、そうですね、なんとも説明できない
晴れがましい、雰囲気を思い出します。

  
うわぁ！ - 音羽の二眼レフ 

2009/12/20 (Sun) 21:05:55

「坂の上の雲」！
それそれ！
テレビ・ドラマで、今好きなのは「坂の上の雲」です。
（あ、それから夕方４時頃からの「水戸黄門」ですが）
なんてたってもっクン（本木雅弘クン）が格好いい！
彼が出ただけで「おくりびと」を封切２日目に見に行ったくらい彼が好き。
で、菅チャン（菅野美穂ですね）も可愛い。
香川（照之）子規も、夏目漱石も、勿論秋山好古も、みんないい～！

一つだけダメ。
１時間半のぶっつづけ放映は、困る。
途中、トイレ・タイムとかで１０分くらい休憩を設けて欲しい。
ほかの気になる番組だってあるし...。
で、仕方ないので録画して、後でゆっくり見ることに。 

  
Re: こんにちは！ - ひなげし 

2009/12/20 (Sun) 22:48:20

トッチーさん～～お世話になりますぅ！
皆様、こんばんは。
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大雪で除雪と運転にへろへろざんすーー；

で～～「坂の上の雲」続きで当地でもロケがありましたよ♪正確に言うと近
くです。

＞http://www.sakanouenokumo.jp/drama/location.html

トッチーさん、ぼちぼちいってね。
お疲れの出ませんように。

私個人の思い・・・年内雪が降りませんように（爆 

  
Re: こんにちは！ - つばら Home 

2009/12/21 (Mon) 13:08:18

トッチーさん　始めまして　お世話になります

会長さん　かよちゃん　そらさん　ひなげしさんも
そして皆さん　おはようございます

　＜坂の上の雲＞　友と楽しんでま～す
会長さん　疲れますよね　昨日も話題になりました
問題は後一つ、九時からの友の見たい番組と重なって～　なかなか騒がせて
くれます

原作が良いと映像は難しい、がっかりすることが
多かったんですが今回は良いです、楽しんでます

子供の頃の正月
二日には亡き父の実家へ( 元旦は女は出歩くものではないと言われて、こん
な差別も素直に受け入れていたんですね) 　そこですごす正月は嫁いだ伯母
達も夫婦で訪れるので居ながらにして、たっぷり以上の驚くようなお年玉稼
いでいました＜笑

この話子供達には内緒です
　　やぶへびはクワバラ　クワバラです

　　 

  
Re: こんにちは！ - トッチー 

2009/12/21 (Mon) 20:28:44

ひなげしさん、ご無沙汰してました。
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坂の上の雲、日本の北端で、ロケがあったんですか、一寸信じられないので
すが。
年内雪が降りませんようにって
ひなげしさんとこは雪に埋もれていたと思ってました。
すんません;;;

つぼらさん、かよこさんとこではしょっちゅうお目にかかっていると思いま
すが、ここでは「初めまして」かと思います。よろしくお願いしします。
子供の頃の正月の楽しみ、
お年玉、これが最大でした。
あの頃、嬉しかったなあ。

  ４日間 - 音羽の二眼レフ 

2009/12/20 (Sun) 08:10:37

 よろしくお願いします。
長丁場なので、適当～に、手を抜き、息を抜きやりましょう。

さて
＜子供の頃のお正月＞
大晦日から元旦になる夜中の１２時って、子供心に凄～く緊張しました。元
旦は、とても特別な日なので、外出なんかしちゃいけないと思ってました。
（小学生の低学年時代ですね）中学生になると、友達と初詣で明治神宮なん
かに出かけた事が懐かしいです。何せ公認で夜中に出かけて朝帰り（？）で
したから。
＜年末年始の愉しみ＞
このところ、めっきりテレビを観る時間が減りました。（ラジオは良く聞き
ます）だけど、年末年始の時期はさすがにテレビっ子になっちゃいます。な
んだかんだ言っても大晦日の紅白とか年忘れにっぽんの歌（懐メロですね）
とか最近はＫ１も面白いし...。それから２日と３日は箱根駅伝を見ながらあ
ちこちのチャンネルをチェック。あ～、愉しみ愉しみ。
＜寒い日の飲み物＞
やっぱりミルク・ティーとか、できたらチャイとかが、いいなぁ。コーヒー
とか緑茶も熱ければおなじようだけど、やっぱりチャイ、ミルク・ティーに
は及ばないなぁ。

きのうの護国寺です。初詣に備えて、本殿前のゆるい階段は板敷きのスロー
プにする準備をしてました。プチ大仏クンは、もう正月の準備ＯＫみたいで
した。

   
Re: ４日間 - トッチー 

2009/12/20 (Sun) 09:44:49

ページ(23)



20091220

いらっしゃいませ！二眼レフさん！
子供の頃の正月、
育ったところが福島県会津地方だったので雪の中でした。小さな滑り台を作
ったり、直接正月と関係ないかもしれませんが、冬の遊びが印象深く残って
います。
正月に年末に搗いた餅が切り餅にされ、子供たちに配られ、それをおやつす
るのが楽しみでした。
小学校低学年の頃(?)、まだ旧正月休みがありました。
年末年始の楽しみ
如何に人気低落したと言え、紅白を見ます。
初めての紅白はラジオでした。
年始は孫が訪れてくれることです。
寒い日の飲み物
アルコールは弱いですが、なにはともあれ燗酒です。温かいココアは美味し
いですが、カロリーから敬遠しています。

  
Re: 正月は - 小林　征勝 

2009/12/20 (Sun) 09:55:37

 　我が下町では　簡単な門松と竹を立てました　その竹を１５日の　後　竹
馬を自作して楽しむ事が流行ってました

　今は　ゴミ問題で　町会で　正月用の印刷した門松の紙を貼るようになっ
てます　
　子供の頃は　お餅があまり好みではなく　思い出としては　高い建物が少
なく　除夜の鐘の音が　何処からか　かすかに響いてきたのを憶えています

　今の足立区に住んだのは　昭和２５年でした　焼け野原が一杯で　防空壕
がどこかにのこっていたのか　夕方になると　空一杯に　コウモリが飛び交
っていました　荒川の土手でも鳥の大群が　恐ろしい位に　固まって有機的
に飛び　というよりうごめいていました

　飲み物は　緑茶が一番すきです　茎茶とメ茶をブレンドしての味は格別で
す　茎茶は甘く　メ茶は渋みと苦み　このブレンドが最高です

　元祖　鍵っ子で　小さいころからテレビっ子でした　昔の歌謡曲は良く憶
えています
　
　時代は確実に流れています　考えられないような世の中になりました

パリのセーヌ川に　鮭が戻ってきたそうです　ナショナル・ジオグラフィッ
クの画像 
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Re: ４日間 - トッチー 

2009/12/21 (Mon) 20:13:24

門松、竹馬、
これも正月の定番でしょう。
本来関東地方のものだったのではないでしょうか。東北では余り見ませんで
した。
小生の田舎では雪のせいか、玄関の上に飾りを具えるだけでした。
竹馬も本の世界でした。
単に貧しかっただけかもｗ
竹を半分に割って鼻緒を付けて、スケート替わりに雪の上を滑る、それをキ
ンペラと言っていた記憶があるんですが。
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