
 

 

ありがとうございました♪ - 音羽の二眼レフ  

2011/12/26 (Mon) 08:25:49 

３日間、忙しい思いをさせて申し訳ありませんでした。 

お陰さまで、新しい仲間も加わり、賑やかでした。 

少し早いけど、良い年を迎えてください。 

小生は、明日から高知に行きます。  

Re: ありがとうございました♪ - トッチー  

2011/12/26 (Mon) 19:46:09 

二眼レフさんこそ、 

ご苦労様でした。 

今日は芯から冷える寒い日でした。 

こんな日が当分続くのかと思うと・・・・ 

高知は暖かいんでしょうね。 

気をつけてお出かけ下さい。 

ご訪問ありがとうございました。 - トッチー  

2011/12/25 (Sun) 22:07:54 

三日間のおふ会、皆様、ご訪問ありがとうございました。 

出不精のせいもあって、閑古鳥の鳴いていたこの掲示板、賑やかな三日間でした。 

まだ時間はありますが、中締めとさせて戴きます。 

手打ちした蕎麦、通販で購入した讃岐うどんと合わせて、 

ハーフ＆ハーフ(?)としました。 

な～るほど - 音羽の二眼レフ  

2011/12/25 (Sun) 22:51:05 

こういう手がありますねぇ。 

両方に手が出ます。 

 

食べ物は、先ず眼から、ですね。 

 

ご苦労様でした。 

まだ少し時間があるけど...。  
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お疲れ様 - かよこ  

2011/12/25 (Sun) 23:19:14 

運蕎麦（⌒Ｐ⌒） じゅるじゅる 

あっ 蕎麦はすすれませんよねぇ～。 

 

トッチーさん、お疲れ様です。 

Re: ご訪問ありがとうございました。 - tosi  

2011/12/26 (Mon) 13:33:21 

トッチーさん、二眼レフさん、かよこさん。 

三日間、楽しかったです。 

 

ありがとうございました。m(_ _)m  

イケメンカズラ - アオダモ亭  

2011/12/24 (Sat) 13:22:59 

トッチーさん こちらは今日は風もなくいい天気です。 

カキの画像では採れた海の画像を tosi さん会場にお届けしましたのでご覧ください。 

このカキが採れた海岸の林の中にあったサネカズラは別名をビナンカズラといい赤い果実が特徴です。 

漢字で書くと美男蔓で、昔は枝の皮に含まれる粘液をポマード代わりに使っていたといわれています。 

Re: イケメンカズラ - トッチー  

2011/12/24 (Sat) 14:02:51 

美男蔓、初めて聞きます。 

確かに現代ならイケメンカズラ！ 

赤い実はどんな味なのでしょうか。 

美味しくなく、小鳥も食べず、実が残っているのでしょうか。 

Re: イケメンカズラ - tosi  

2011/12/24 (Sat) 22:44:33 

おおおお、ビナンカズラ？！ 

枝の皮の粘液で整髪したのですか？ 

 

イケメンのいわれはそこでありましたか。 

赤い実を見ているだけでは判らないものであります。 
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さすが - 音羽の二眼レフ  

2011/12/25 (Sun) 21:46:24 

縮物博士（？）のアオダモ亭さん。 

イケメンカズラの漢字表記には笑っちゃいました。  

今年ヨカッタこと - madam  

2011/12/25 (Sun) 10:00:30 

トッチーさん、音羽さん、tosi さん、オフ会開催ありがとうございます。 

お久しぶりです。 

 

今年のヨカッタは、息子夫婦が近くに引っ越してきて、６歳と３歳の孫がお泊りに来る回数が増えたことです。 

娘のいない私には、孫娘とお姫様ごっこをしたり、ケーキを作ったりするのが楽しくて、女の子は初めから女の子なんだ、

とへんなところに感心しています。 

先日、下の３歳の男の子を預かったとき、私がちよっとうとうと寝てしまったら「お姫様はキスをすると目が覚める」と思っ

て「ばーば、起きてよ」とさかんにチュッチュされました。 

親が迎えに来ると、帰りたくない、ばーばと一緒に暮らしたい、と二人とも泣き叫ぶので、車に乗せるのが、一苦労です。 

「じーじ、ばーばのお家にお泊りしたい」と言ってくれるのも今のうちしかない、と小さい孫との時間を大切にしています。 

今年は震災があって、私自身が帰宅困難者になったり、福島の友人が罹災したり、嫌なこともたくさんありましたが、元気

に過ごせて、それがなによりの「ヨカッタ」でした。  

Re: 今年ヨカッタこと - トッチー  

2011/12/25 (Sun) 10:25:06 

お孫さん近くに越されて、遊んだりして「ヨカッタ」ですね。 

初めに「ヨカッタ」、少ないように書きましたが、 

孫にはこころ豊かにさせられ、 

孫から「ヨカッタ」をもらいました。 

来ては嬉しい、帰ってうれしいも経験しました。 

とっても貴重な - 音羽の二眼レフ  

2011/12/25 (Sun) 21:44:23 

愉しい時間を一杯でしたね、ｍａｄａｍサン。 

食べ物や旅行や趣味では味わえない至福のときでしょうねぇ。 

来年も、このような時間が沢山ありますように。 

そのためには気持ちと体両方の元気、ですね。  

皆さん、こんにちは。 - 清美  

2011/12/24 (Sat) 15:02:45 

今年良かった事は、子供がドイツにいるので、ヨーロッパ旅行を 3月と 8月に 2度した事でしょうか。3月は震災後の事だ

ったので、飛行機が飛ぶかどうか心配だったのですが、無事行けました。海外旅行は若い時以来ですので、本当に有意

義な出来事でした。今となっては、夢のようなできごとです。 

 

NHKのカーネーション中毒になっています。1日最低 2回は見ていると思います。私的には近年まれにみる面白いドラマ

です。 
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Re: 皆さん、こんにちは。 - トッチー  

2011/12/24 (Sat) 18:06:20 

清美さん、いらっしゃいませ！ 

ドイツ旅行、良かったですね。それも 2回も。 

健康は有難いものです。 

私も 10年前に行って、もう一度行ってみたいところです。 

 

清美さん、カーネーション見てるんですね、 

私も朝、BSでカーネーション見ています。 

岸和田はああいう感じの地域なのかと思ったりもします。 

 

、  

Re: 皆さん、こんにちは。 - tosi  

2011/12/24 (Sat) 22:41:23 

清美さん、お子さんの住まれるドイツへの旅行は素晴らしいですね。 

私も夫が存命中は、よく外国へ出かけました。 

これからも出かけたいと、機会を狙っているところです。 

 

トッチーさんも、ドイツへいらしたことがあるのですね？ 

ウイーンから列車でベルリンへ行った時は、予定した列車が欠便になりました。 

日本ではあり得ないと思いました。 

到着が遅れて、予約した座席の払い戻しをしないままになりました。 

 

カーネーションは、残念ながら見てません。(^_^;) 

いいなぁ... - 音羽の二眼レフ  

2011/12/25 (Sun) 21:37:19 

清美サンは２回もドイツへ！ 

そしてトッチーさん、ｔｏｓｉさんも行った事が...。 

 

ドイツでもフランスでもイタリアでも、どこでもいいからヨーロッパに行きたかったなぁ。  

今年のよかったこと。 - あおさぎ  

2011/12/24 (Sat) 18:28:34 



こんばんわ＾＾ 

トッチーさんご無沙汰しております。 

 

今年のよかったこと。 

いろんな新しい出会いがあったことです。 

美味しいものもたくさん食べました。 

ここ数カ月間は、 タルトタタン をいうりんごのお菓子を毎日か毎週焼いています。 

タルトタタン病になっています。 

みなさまにたべてもらいたものです。  

Re: 今年のよかったこと。 - トッチー  

2011/12/24 (Sat) 21:22:02 

こちらこそ御無沙汰です。 

りんごというとアップルパイしか思いつかないのですが、 

タルトタウン！ 

そんな病があるのなら、りんごはそれなりにあるので試してみたいと思います。 

美味しい記憶、まさに「ヨカッタ」です。  

Re: 今年のよかったこと。 - tosi  

2011/12/24 (Sat) 22:47:57 

うわ～～～～っ、トロリと軟らかいお菓子のようです。 

タルトタタンですか？名前もおしゃれです。 

 

毎朝焼かれる？！凄い。 

いい匂いが広がっていることでしょう。 

 

ぜひぜひ、ご一緒に頂きたいものであります。 

 

トッチーさん、本当にすてきな病ですよね～～～～♪  

りんごタルトタタン - かよこ  

2011/12/24 (Sat) 23:01:10 

（＾￢＾）うまそ～ 

 

りんごタルトタタンで検索してみましたが、 

簡単に出来そうでそうでもなさそうですね。(^^ゞ 
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炊飯器でも出来るに(＠_＠;)でした。 

私も、今度挑戦してみようかぁ～。 良い病気ですねぇ♪ - 音羽の二眼レフ  

2011/12/25 (Sun) 21:28:46 

ちょっとややこしいけどとってもお洒落な名前。 

ま、名前はともかく、うまそう♪ 

和菓子が好きだけど、洋菓子もいいなぁ...。  

今年良かった事 - かよこ  

2011/12/24 (Sat) 23:12:17 

良い事は沢山ありましたが、 

 

四国の四県の旅行が主人と出来き、念願の介護仲間のお方とお会い出来た事 

四万十に行かなかった事が少し、悔いに残りますが、 

今度は四万十の四つの沈下橋を渡る事を夢見てます。 

 

鳴門大橋です。  

返信
 

編集
 

削除
 

Re: 今年良かった事 - トッチー  

2011/12/25 (Sun) 07:12:27 

旅行は「ヨカッタ」ですね。 

私は四国へ渡ったことがありません。 

四万十は二眼レフさんから聞かされているので、行ってみたいですね。 

それと足摺岬です(足腰の状態で無理か)。 

旅は思い出作りだと言ったガイドがおり、 

生きてることも思い出作りだ、と思っています。  

Re: 今年良かった事 - トッチー  

2011/12/25 (Sun) 07:49:49 
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旅行関連で私の場合、 

3.11で旅行の計画は崩れ、今年の旅行(?)は数回行った金沢だけにないます。 

 

小さな金属加工業を営んでいる友人に数年ぶりに会い、金沢城の河北門、この門の蝶番と数千に及ぶ鋲が友人の小さ

な工場(こうば)の作品です。 

こんなこともヨカッタです。 

かよこサ～ン - 音羽の二眼レフ  

2011/12/25 (Sun) 08:29:12 

次の四国旅行には、ぜひぜひ「大塚国際美術館」を入れてください。 

それから沈下橋には「佐田の沈下橋（今成の沈下橋ともいいます）」を。 

女房の家から歩いて１５分ほどのところです。 

 

そうすると共通の話題が増えます。 

 

トッチーさんにも大塚国際美術館はお勧めです。 

ヨーロッパ旅行に行った気分になりますよ。 

 

来年の夏にはまた行く積りです。 

出来たら毎年行きたいくらいです。 

 

「最後の晩餐」です。 

こんな具合に、やたらと休息用（観賞用？）の椅子がおいてあります。 

だから半日観て回っても、さほど疲れません。 

最低半日、出来たら１日が欲しいところです。 

名画１０００点を見るので。 Re: 今年良かった事 - tosi  

2011/12/25 (Sun) 10:31:42 

かよちゃん、ご主人との四国旅行は素晴らしかったですね。 

四万十川、私も行きたいところです。 

お酒もうなぎもおいしそうです。関係ないか？(^_^;) 
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大塚国際美術館は四万十にあるのですね？ 

二眼レフさんご近所の大塚かと、、思いました。 

 

トッチーさん、是非要らして下さい。 

 

最後の晩餐は、私は夫とイタリア旅行の折り見ました。 

ミラノの サンタ・マリア・テッレ・グラツィエ修道院所蔵版です。 

インターネットで観賞予約しました。 

薄暗いお堂はとても広かったの壁に掲げられていました。 

鑑賞者は、時間制限で一定の人数だけ入室を許されました。 

 

もう印象も薄れつつあります。  

Re: 今年良かった事 - かよこ  

2011/12/25 (Sun) 11:26:57 

大塚国際美術館は徳島県の鳴門大橋の近くにあります。 

 

１１月１４日は、休館日で車中から観るのみでした。 

入館料３０００円です。 

Re: 今年良かった事 - トト  

2011/12/25 (Sun) 16:16:25 

大塚美術館、私も行きました。、大好きです。 

イタリア、バチカンのシステイーナ礼拝堂が、大好き！！ 

 

イタリア旅行の際に、感動してゆっくり、システイーナ礼拝堂に、ひたっていたことを、思い出します。 

ヨーロッパに行った気持ちになれますね。 

 

本当に、椅子がたくさんありました。  

休館日だったんだぁ - 音羽の二眼レフ  

2011/12/25 (Sun) 21:13:58 
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かよこサン、それは本当に残念でした。 

又の機会があるといいですね。 

 

トトさん、小生もシスティーナに一番長く滞在しちゃいました。 

で、そのあとは駆け足...。 

 

次回はシスティーナだけに３０分ほど時間を使って写真を取りまくりたいと考えてます。  

今年、楽しかったこと - トト  

2011/12/24 (Sat) 11:13:51 

トッチーさん、あはようございます。 

 

ご無沙汰しています。 

 

私の今年楽しかったことは、卓球が楽ししかったこと。 

夏には、左手骨折し、入院手術 

来年、左手に入っているチタンの添えチタンを、とる手術をします。 

 

でも、卓球に、すぐ、復帰。 

週に 3回してます。 

 

10年 20年 30年とベテランの仲間に、入れていただいて、初めて 1年の私が、いろいろ教えてもらって、います。 

 

15人のメンバーのグループ。 

 

自分で言うのも、恥ずかしいのですが、 

上達が、早いそうです。 

もう、楽しくて、楽しくて。 

 

みんなに、上達がはやいのは、秘密のレッスンを、どこかで受けているのでは、からかわれて、大笑いしてます。 

 

バックのスマッシュは、何年経ってもできない人が多いのですが、私、できるようになってしまったのです。 

みんなも、私も、びっくり！！ 

女性では、ひとりだけ。 

私が二人目になろうとしてます。 

楽しいんです。 
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卓球が終わると疲れ果てて、帰宅したら、ゴロン。 

 

うちの主人が料理が好きで、作ってくれてます。 

主人が、私が運動不足になるより、卓球しておいでと、 

ご飯は僕が作るからと、送り出して、くれます。 

ありがたいことです。 

 

最近、白血球が、減少して、また、ステロイドが復活、必要になるかも。。白血球の減少は、私の自己免疫疾患の特徴な

んです。 

 

このまま、私の病気、静かにしててほしいと、願う毎日です。  

凄～ぃ！ - 音羽の二眼レフ  

2011/12/24 (Sat) 11:35:46 

トトさん、凄い運動神経の持ち主ですね。 

運動神経の鈍い人は、いくら練習してもそこそこしか上手にならないですよね。 

うまくなれば更に練習が愉しくなっちゃって...。 

ご主人の応援も嬉しいですね。 

トトさんが卓球で生き生きしてくれるのは嬉しいはずです。 

 

ステロイドが必要になっても、卓球の応援で白血球減少が酷くならないように祈ってます。  

Re: 今年、楽しかったこと - トッチー  

2011/12/24 (Sat) 12:01:55 

トトさんいらっしゃいませ！ 

バックでスマッシュ！ 

凄いですね。 

上達が楽しみでしょう。 

私も若い時分、会社の昼休み、卓球(?)をやってましたが、ピンポンでした。 

白血球の減少、心配でしょうが、 

卓球でストレスを吹っ飛ばして下さい。 

Re: 今年、楽しかったこと - tosi  

2011/12/24 (Sat) 22:34:38 

トトさん、病魔に負けず、頑張ってらっしゃいますね。 

素晴らしい運動神経を保持されてください。 

 

卓球に送り出されて、お料理もしてくださるご夫君。 

素晴らしいベターハーフをお持ちです。 

 

幸運に感謝して病魔を追い払ってください。 

 



二眼レフさん、トッチーさん。 

すばらしいお仲間が集ってますねぇ。(^_^)v カキ料理 - アオダモ亭  

2011/12/23 (Fri) 19:25:40 

トッツイーさん こんばんは 

宮崎からの書き込みです。 

今日は晴天で、昼食に高鍋町の海辺にあるカキ料理店を訪れました。 

すぐ前の海で捕れるカキが売りの店です。 

焼きガキ、カキフライ、吸い物、酢の物、カキ飯、小鉢、香の物などいただきました。 

せめて潮の香ぐらい届けば良いのですが。 

焼きガキのアップ画像は他の会場でご覧ください。 

Re: カキ料理 - トッチー  

2011/12/23 (Fri) 21:59:58 

いらっしゃいませ！ 

アオダモ亭さん。 

時たま、二眼レフさんのところで写真を拝見しています。 

牡蠣料理、前の海で採れた牡蠣、最高ですね。 

牡蠣酢、牡蠣フライ、焼き牡蠣、牡蠣ご飯、牡蠣のお吸い物(?)と牡蠣づくし。 

ご馳走様です。 

早速、焼き牡蠣の UPを二眼レフさんところに食べに行きます。 

Re: カキ料理 - かよこ携帯  

2011/12/23 (Fri) 23:03:51 

牡蠣のフルコースも食べてみたいですね。 
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外食を好まない主人です。 

今年は有り難く、牡蠣が届き、一品一品作ってます。牡蠣雑炊です  

ぎぇ～♪ - 音羽の二眼レフ  

2011/12/24 (Sat) 08:33:12 

牡蠣雑炊！ 

こういうの、食べた～ぃ。 

作れそうもないけど、食べた～ぃ♪ 

 

あ～、雑炊ってヤツ、来年は作ってみたいなぁ。 

え～っと、料理の本で勉強だぁ。  

Re: カキ料理 - そら URL  

2011/12/24 (Sat) 10:18:15 

みなさん～おはようございます 

アオダモ亭さん！宮崎でも牡蠣なんですねー 

定食がおいしそう 

 

偶然我が家にも牡蠣が！ 

牡蠣ご飯にしてみました  

うわぁ！ - 音羽の二眼レフ  

2011/12/24 (Sat) 11:28:09 

また出たぁ！ 

んもぉ、うまそうなのばかり。 

 

これから侘しくスパゲッティの昼食です。 

ヤレヤレ...。 

 

トイレの掃除、風呂の排水口掃除、賀状の添え書き（本日分だけ）と投函を午前中で終了。 

午後はベランダのガラス戸掃除、網戸の掃除、四万十向け宅急便用意です。 

明日、あさってと殆ど時間がないので、今日が大晦日みたいな気分です。 

火曜日２７日、高知に向います。  

Re: カキ料理 - トッチー  

2011/12/24 (Sat) 11:39:36 
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かよこさんとこも、そらさんとこも、牡蠣。 

まさに牡蠣の季節で、おとわ会のメンバーもこの数日、それぞれ牡蠣料理を食べていたわけで、美味しい話題です。 

二眼レフさん、大掃除、賀状と早い歳の瀬と思ってましたら、高知に向かわれるんですね。 

気をつけてお出かけ下さい。 

今年のヨカッタ - fog URL  

2011/12/23 (Fri) 07:26:20 

おはようございます～。こちらの掲示板では初めましてです^^ 

12月の頭に雪が降ったものの、それからさっぱり降らなかったのですが、 

昨日の夜から今日の朝にかけて 30cm くらい雪が積もりました。 

ホワイトクリスマスになりましたね～。 

 

今年のヨカッタ！ 

今年は 1月～5月まで入院＆自宅療養でステロイドパルスをやったのですが、 

副作用でかなりしんどい思いをしました。 

しかもあまりステロイドパルスの効果もなかったし。。。 

しかし！！7月から投与したネオーラルが効いたみたいで抗体価も 

下がり、ステロイドを順調に減らせてきております！これが今年は一番嬉しかったです！ 

今は 15mg/day を飲んでおりますが、副作用も減ってきてます。 

ムーンフェイスと中心性肥満も収まってきました。 

うれし～～！！ 

Re: 今年のヨカッタ - トッチー  

2011/12/23 (Fri) 09:36:37 

fog さん、いらっしゃいませ！ 

そちらは fogどころか、すっぽり雪なんですね。 

天疱瘡の順調な改善、 

確かに「ヨカッタ」です。 

明るい正月を迎えられそうで良かったです。 

 

当たり前のことと思ってましたが、私自身この一年大病しなかったことを私の「ヨカッタ」に入れておきます。  

いいですねぇ♪ - 音羽の二眼レフ  

2011/12/23 (Fri) 15:01:06 

フットワークの良さは、ｆｏｇサンらしくて。 

初日の顔出しは、なんだか一番風呂みたいで、とっても気持いいですよね。 
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ムーンフェイスと中心性肥満、格好いいバイクのライダーとしては避けたい気持ち、よく分かります。 

 

来年もテンポーくんとうまく付き合えますように。  

Re: 今年のヨカッタ - fog URL  

2011/12/23 (Fri) 21:42:41 

除雪、結構大変でした ヾ(;´▽｀A`` 

本当、今年は特に健康が一番と思わされた一年でした。 

来年は体型を元に戻してかっこよくバイクに乗りたいです！！ 

雪がとけるまでになんとかします。と宣言いたします(笑） 

Re: 今年のヨカッタ - トッチー  

2011/12/23 (Fri) 22:29:31 

そうなんだ！ 

fog さんはライダーなんだ！ 

ライダーの ao さんを思い出した。今年のヨカッタ - 音羽の二眼レフ  

2011/12/23 (Fri) 21:21:54 

パソコンの生徒サンが元気でヨカッタ、です。 

 

生徒サンは米寿（数えで８８歳）になりますが、まだ毎日パソコンの前に座って...。 

さすがに眼が小さな文字にはついていけなくて、クリックする場所をよく間違えます。 

でも、それが思いがけないトラブルになり、そのたびに小生は苦労しますが、これが小生にとって結構勉強になっていま

す。 

 

生徒サンの今回の賀状作成が８回目。 

あと２回は、と期待しています。 

 

生徒サン宅のパソコン部屋からの眺めです。 

下の緑はウマ公苑（馬事公苑）です。 
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Re: 今年のヨカッタ - fog URL  

2011/12/23 (Fri) 21:59:23 

88歳でパソコンですか。すごいですねえ。 

私も生涯ず～っと学習していきたいと思いました。 

 

というか、早く年賀状作らなければ！！（笑）  

Re: 今年のヨカッタ - トッチー  

2011/12/23 (Fri) 22:22:26 

88歳、すごいですね。 

サボりがちですが障害者交流センターで月に一回くらいパソボラをやっていて、最高齢者は 80歳の方でした。 

更にその上、素晴らしいです。 

まだまだ、私は若手、ガンバリマス！ 

年賀状の声を聞くと、私もあたふたします。 

お茶 - かよこ携帯  

2011/12/23 (Fri) 14:11:57 

こんにちは o(^-^)o 

うさぎの絵柄の湯呑みに入れましたよ。 

今回のオフ会、関東に集合ですね  

濃いめのお茶は - 音羽の二眼レフ  

2011/12/23 (Fri) 15:11:00 

大好きです。 

いま冷蔵庫から「草だんご」出しました。 

和菓子には緑茶♪  

Re: お茶 - トッチー  

2011/12/23 (Fri) 17:57:10 

落ち着いたうさぎ柄、 

ゆっくりとお茶が味わえそうです。 

急に寒くなった昨日今日、 

嬉しい差し入れです。 

ヤッホー！ - tosi  

2011/12/23 (Fri) 11:24:10 
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お久しぶりです。早速お邪魔しま～～～～す！(*^_^*) 

ホームページを新装開店できたのが、今年の良かったことかな？ 

マイナーな経過ではありましたが、前を向いて歩いて行こうと心を引き締める年でありｔｏｓｉであります。 

 

画像は、昨日訪れた築地市場です。 

実は、親友と寿司を目当てに行きました。 

美味を前に舞い上がって肝心の寿司の画像を取り損ねました(>_<) 

変わらずそそっかしいｔｏｓｉです。 

どうぞ、よろしくお願いします。m(_ _)m  

Re: ヤッホー！ - トッチー  

2011/12/23 (Fri) 11:44:43 

tosi さん、ほんと、久しぶりです。 

最近、出不精(ネットで)になっててご無沙汰しています。 

築地の場外市場、そのうちにと思っていても、この数年行ってません。 

寿司の写真の撮り忘れ、納得です。 

外食の昼食はデジカメで撮るようにしているのですが、時たま忘れてしまって食べてしまうことがあります。 

ん～... - 音羽の二眼レフ  

2011/12/23 (Fri) 15:08:30 

築地市場、生まれてこの方一度も行ったことないです。 

アメ横なら通ったことあるけど...。 

 

考えてみると、都内にも行ったことない場所、案外あります。 

来年は少しずつそんな場所を発見してみたいです。 

あ、これはｔｏｓｉサンのところで言わなきゃいけないんだ。 

 

今日のバイト先での打ち上げ昼食。 

とんかつ、うまかったです。 

 

http://bbs11.fc2.com/bbs/img/_210900/210900/full/210900_1324607051.jpg
http://bbs11.fc2.com/bbs/img/_210900/210900/full/210900_1324620510.jpg


歓迎 おとわ会おふ会 - トッチー  

2011/12/20 (Tue) 20:38:26 

まだ早いですが、早速、店を開けました。 

書き込みをどうぞ！ 

平成 23年は歴史に残る大変な年で、ヨカッタは少ないと思いますが、年の瀬の忙しい小さなヨカッタで寛ぎたいと思いま

す。そうですねぇ - 音羽の二眼レフ  

2011/12/21 (Wed) 21:36:17 

今年は地震・津波・原発事故で大変な年でした。 

残念ながら、歴史に残る年ですね。 

 

そこで、ムリにでも仲間の皆さんの「ヨカッタ」を集めたいものですね。 

 

小生は「体調安定」「１年間のマンション役員無事勤め終え」「応援したヤクルト、奇跡の（？）２位」「ＰＣ生徒サンの

Windows７、どうにか立ち上がり」「お袋、元気な９４歳」「義母、元気で９０歳」などなどがヨカッタ、かなぁ？ 

あ、カレーがどうにか作れるようになったのもヨカッタなぁ。 

 

先日のウマ公苑のモミジです。 

３日間、どうぞヨロシク♪  
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