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■…2003年 1月19日 (日).......更新したよ。

今日は１日ほむぺの更新
疲れるもんだ。
・・・・でも、まだ終わっていない・・・・
がんばるぞぉ！

No(1)

■…2003年 1月20日 (月).......更新は

更新はなんとか終わったけど・・・
まだまだいっぱいやることがあるぅうぅ。

コドモゴロク
「さかさま」が言えない。どうしても「かさかさま」か「さかささま」
になってしまうんだな・・・５文字じゃないとおさまりがよくないのかしら・・？？

No(2)

■…2003年 1月21日 (火).......やっぱり

もういい年になったので、このホムペも年相応に大人っぽく・・・
無理でした。
基本的に無理ということがわかりました。
好きなものはそうそう変わらないということかしら？

＊コドモゴロク＊
お店屋さんごっこが好き。
お客さん役をやらされる私。
子供は未だに「お待たせしました」が言えない。
でも、元気に「おたませしましたぁ」といわれると・・・・かわいいと思ってしまいます。

No(3)

■…2003年 1月22日 (水).......今日は～

うちの子は～
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うちの子は～
朝起きられなくて園をサボった。
園には「調子悪いみたいで・・・」って言ったの。
先生ごめんなさい。

なんだか最近よりいっそう甘えん坊なの。
どうしてかなぁ・・・・

明日は元気に行ってくれるといいけど・・
明後日は絶対行くと思う。スイミングだから・・・
スイミングバッグだけはいつも自分でさっさと用意するもの。

No(4)

■…2003年 1月23日 (木).......雪降った

今日は給湯器の工事でした。
雪の中の作業ご苦労様でした。寒そうでした～

そうそう、コドモの作品はどうしよう？
どうしてる？
やっぱり写真にとって保存、現品は片付ける・・・がいいのかしら？？
でも、大きくなって突然出てくるとちょっと嬉しいんだよね。
うーーーん・・

No(5)

■…2003年 1月24日 (金).......ハノンを弾いた

ハノンを弾いた話を書こうと思ったけど、
なんだかねむううくなったので書けましぇん。

おやすみなさい。zzz
No(6)

■…2003年 1月25日 (土).......○○に１００の質問

ホムペを自分でup出来るようになったので、
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○○に１００の質問というものでもやってみようと思ったの～
・・・・・
だめだ。私答えがほとんど「別にぃ」とか「特に無い」とか「さぁ」
で片付いてしまう・・・・・
また別の日にやってみると違うかもしれないんだけどね・・・・
体調と気分のいい日に再チャレンジしようと思いますぅ。

No(7)

■…2003年 1月26日 (日).......日曜日・・・

日曜日は結構ゆっくり寝ていられる・・・って訳でも無いんですよね。
でも、今日はゆっくりしてました。
おかげで、仮面ライダー５５５の初回を見るのを忘れました。
（まぁ、別に私は見なくてもいいんだけど、今日が初回と知っていたら
子供にビデオとってあげればよかったかなぁなんてね。）
ウチの子は前回の龍騎はストーリーが難しくてテレビはほとんど見なかったのよねぇ。今回の
は見るかな？

特に何をするでもない日曜日です。
日曜日しか休みが無いので貴重な日曜日なんですけどね。
いつも、何もしないの。のんびりすごす。

＊コドモゴロク＊
「さかさま」言える様になっちゃった。ひとつの成長ね。

No(8)

■…2003年 1月27日 (月).......「優しくしたいの」

私が怒るとウチの子「優しくしたいの」「仲良ししたいの」って
言うんです。きゅーん。
昨夜の出来事ですが、食玩の「仮面ライダー」のフィギア
壊したんです。自分で組み立てるって言うから買ってあげたのに、
（無理なことは百も承知）やっぱりできなくて私が作ることに・・・
接着剤でくっつけるわけでもないから持って遊べば壊れるよね。
だから「飾っておくのよぉ」って言っておいたのに・・・
ふと見てみたら分解されていて・・・・
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ふと見てみたら分解されていて・・・・
３・２・１・ドッカーン
「飾っておけって言ったでしょー！！パーツが足りないじゃないいいいいっ！」
・・・・・まだまだ続く・・・・・

一通り怒った後、コドモが私のそばに来て
ほっぺにチュ。「チューしたよ。ママと優しくしたいの」って・・・

もうだめです。それをやられると「ぎゅぎゅぎゅぅぅぅぅ」って
したくなっちゃいますね。
「ママニコニコしてて。大好きよ」まで言われると・・・ねぇ。

ママもいつもニコニコしていたいです。

No(9)

■…2003年 1月28日 (火).......スカパー

そうそう、スカパーが入ったのね。
私はあんまり見ないかもしれないけど、
ダンナはいっつも見てる。しかもお笑い。
まぁ、それはおいといて、
どうしてあんなに子供の心をつかむのか・・カー○ーンネットワーク
外国のアニメがほとんどなんだけどね。
友達の子供がすんごい好きで、ずーっと見てたのは知ってたんだけど、
うちの子も「カー○ーンネットワークがいい！」って言うし・・・
まぁ、せっかく入ったんだから見ないとなぁとは思うけど、
ほどほどにして欲しいですね。

うちの子はウルトラマンと仮面ライダーをやってる○ミリー劇場もお気に入り。

そうそう、私が必要としている（と思われる）
○ター○ジオ・・・・ウチは１００chも聞かないから３０chチョイスで４００円
くらいにしてくれないかなぁ・・・・頼むよ。

No(10)

■…2003年 1月29日 (水).......物で釣る

通販で小麦ねんどのセットを頼んだのよ。
その日から毎日「粘土は？」攻撃が・・・・
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その日から毎日「粘土は？」攻撃が・・・・
あんまりうるさいので、「カレンダーの大きい数字が２になったらね」
と言ったものの「いつ２になる？」攻撃が今度は始まって・・・
「朝ちゃんと起きられない子の所にはねんどは来ないよ！」
これは結構効いてます。
「粘土が来ないよ」で結構動く動く。
すんごく楽しみにしているらしい。
もうすぐ届くと思うんだ。

さあて、今度は粘土が来たらどうしよう・・・・

No(11)

■…2003年 1月30日 (木).......寒いです～

昨日も今日も寒いです～
私とっても冷え性なので、寒いと動けないんです。
今、風邪はやってますね。
今のところ家族は風邪ひいてないですけど・・気をつけないとね。

No(12)

■…2003年 1月31日 (金).......来た来た～

ついに来ました。粘土。
私が嬉しいんじゃなくてうちの子が嬉しいんですけどね。
でも、子供はみんな粘土好き？
粘土を持って来てくれたお友達の子供も「一緒に遊びたい。」って言ってたし、
私の姪も「開けていい？」「遊びたい」とかなんとか言ってたし・・・
まぁ、粘土好きと言うより、新しいものが珍しかったんだろうなぁ・・・

当のうちの子ちゃんですが、実はその日雑誌の懸賞で「ウルトラマンコスモス」の人形が届い
て、それを先に見せたんです。・・・もうニコニコ。
嬉しそうに遊んでました。（絶対に貸してくれない。）
そして、じゃじゃーんって粘土を見せたら、飛び上がってましたね。

「おりこうさんにしてたから、粘土来たの？」って。
そこで私は、「おりこうさんじゃないとなくなっちゃうからね。」と脅しておきました。（い
いのか？）
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いのか？）

早速遊びましたね。夜の１１時過ぎてるっちゅーに・・・

こんなに喜んでくれてよかったですよ。
No(13)

■…2003年 2月 1日 (土).......いつもありがとう。ぺこりぃm(_ _)m

今日は土曜日なんですがぁ・・・
私は仕事なんですねぇ。
で、今日はダンナも仕事だったんですよ。

今日はうちの子、理紗ちゃんのおうちへGO!
昨日粘土が来たから遊ぶことになっったんです。
でも、私は仕事なのでうちの子だけね。

理紗ちゃんのおうち（S家）ですが、私はもう普通にこの家に上がりこんでいます。
（毎日じゃないっすよ）
もう、もう、非常にお世話になっています。
ご飯をご馳走になるのはもちろん。
今日のように子供を見てもらっちゃって・・・・いつもありがとう！
これからもよろしくぅ。

No(14)

■…2003年 2月 2日 (日).......粘土熱

今日はちょっと大きいおもちゃ屋さんに行ったの。
まぁ、暇つぶしだったんだけど・・・
手ぶらで出てこられるわけは～ない！と覚悟して行きました。
でも、「ひとつね」の約束をして。。。

最初ウルトラマンの人形（全部揃えるつもりらしい）の「シャドー」を
手にとってレジへ行く予定が・・・・
途中で、粘土のコーナーがぁぁぁぁ！！！！
ダメだった。粘土でソフトクリームが出来る箱を見たとたんに・・・・
　子　「こ～れ～も～！！！！」
　母　「だめ！」
だってだって、１０００円しない人形と２３００円する粘土セットだったら
人形にして欲しいじゃない！！２つなんて論外です。
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人形にして欲しいじゃない！！２つなんて論外です。

しばし子供と話し合い。
「こっちをやめる」・・・買うと選んだのはやっぱり粘土セット。
ウルトラマン粘土に敗れる。

おうちに帰ってからすんごく楽しそうに遊んでたわ～。

No(15)

■…2003年 2月 3日 (月).......節分だけど・・・

今日は節分ですがぁ・・・
豆まきは出来ませんでした。（豆も買ってなかったし・・・）
子供が園からかわいい鬼のお面を持ってきました。（青鬼だった。）
せめて「鰯焼いていい？」ってダンナに聞いたら、魚嫌いのダンナ「え～っ？」
ってすんごい嫌そうだったので却下。
結局普通の晩ご飯。

で～、うちの子です。夜、実家でうどんを食べたらしいんです。
その後、私たちと一緒にご飯も食べたんです。
またまた１１時頃「お腹空いた」
「あ？さっきご飯食べたじゃん！」
「なんか食べるぅぅっ！」
食べないとお風呂に入ってくれそうもないので、
「！パンの耳揚げてあげる！」
・・・・だいたい毎朝パンを食べるんですが、耳は食べないので、一斤分あったので、この際
だから揚げてしまおうと思って。
でも、何でこんな時間に揚げ物しなあかんねん！とは思ってましたよ。

パンの耳を揚げてお砂糖ふってでっきあっがり～
でも、子供は「おいしい！」とか言いながらひとつしか食べなかった
・・・・しゅーん。

でも、パパはたくさん食べた。・・・君はダイエットじゃなかったのかい？
No(16)

kayoon > ちょいテスト   ..2003/02/04(Tue) 22:18 (17)

てすと > 改行ってのは   ..2003/02/04(Tue) 22:25 (19)
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てすと > 改行ってのは   ..2003/02/04(Tue) 22:25 (19)

てすと > 一行しかかけないって事か？どのくらい書けるんだ？試してみましゅる～まだまだい
けそう？そろそろコワイこの辺か？   ..2003/02/04(Tue) 22:26 (20)

■…2003年 2月 4日 (火).......発表会（今日は予行）

もうすぐ子供の発表会があるの。
今日はその予行。朝は絶対に９時半には園に行かなくては・・・
まず、そのことが大問題。
毎朝毎朝「起きなさいぃぃぃぃっ！」「着替えなさ～い」「そんなに眠いんじゃもう行かなく
ていいいいイイいいイイい！」というような感じなので、とっても心配。
・・・・・毎朝の私の課題は「怒らない」・・・ムリムリ

まぁなんとか間に合いましたよ。
普段着慣れていないお洋服（白のシャツ、白タイツ、半ズボン）なので、なんか変な感じぃ。
特にタイツ。

園からプログラムをもらってきました。
なんだかいっぱいやるのねぇ。１クラス５つくらいやるみたい。
その中でうちの子が出るのは３つ。
ときどき歌ってるあの歌をやるのね、きっと。
ちゃんとやってるのかしら。。。。心配です。先生が「頑張ってるわよ～」といってくれたけ
どね。

当日は朝もっともっと早いから・・・なんだか父兄のかたがたは朝早くから席を取るらし
い・・・起きられるか心配ぃぃ。
でも、とっても楽しみなんですよ。がんばるぞぉ！

No(21)

■…2003年 2月 5日 (水).......レッスン

今、私はピアノを教える立場にあるわけですが・・・
小さい頃からずっと教えてもらう立場でもあるわけです。
今もレッスンには行ってるし・・・

で、ある時ある文章を読んでハッとしたことがあるんです。（まぁ、そんなことたくさんある
んだけどね。）

・・・反抗心を抱いてはそこで成長は止まってしまうでしょう・・・
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・・・反抗心を抱いてはそこで成長は止まってしまうでしょう・・・

ものを教えてもらう側が反抗心を持ってしまうと教える側の言葉が素直に
入ってこないから、吸収できるものも吸収できなくなっちゃうんですね。・・・って話。

もう何年も前、レッスンに行って、先生がもちろんいろいろ言うよね。それの一つ一つに「ま
たそれ？」とか「はいはい（ちょっとうんざりぎみに）」という気持ちで聞いていたことがあ
ってね。なんかこうちょっと「私はできるのに・・・」って驕った気持ちがあったのかもね。
（全然できてなんてないんだけどねぇ）
そんな時この言葉に会って、改心させられたね。私。
先生は私のためを思って言ってくれてることなのに、私は何？って。
上達を望むなら自分を思ってくれてる人の言葉をちゃんと聞かなきゃね。

何でこんなことを書いたかというと、ちょっと考えちゃったから。
小さな子にこの言葉を理解してって言うのは難しいし、あえて「こういう言葉があってね」っ
ていうのもなんだか偉そうだし・・・
でもね～私は今だけじゃなく、将来みんながピアノに関して困ることがあるといけないと思っ
ているの。特に弾き方を直すのってすんごく大変なんで・・・（経験者）
だから間違いや弾き方を注意するとムッとするのは・・・・

No(22)

■…2003年 2月 6日 (木).......大寝坊大会

寝坊よ寝坊。
もう、目覚ましが鳴って何で止めるかなぁ・・・私。
目覚まし時計が２つ、携帯も使って、３つよ３つ。
３つもあるのにおきないんだなぁ。
寝起きの悪いのは昔からで、起こしてくれた人（確か兄）に時計か何か投げつけたこともある
らしいからなぁ・・・（今はありましぇんよ）
そうそう、で、今日は８時４０分に起きちゃった。てへ。（「てへ」じゃねーよってみんな思
ってるよね。世間の人は仕事始まるよ。）
もう！もう！
早く子供を起こして園に連れて行かなくちゃ～ぁぁぁ
「起きてぇぇぇぇぇっ！」
・・・・・・・・・・起きないよ。ビクともしない・・・あーあー絶対私の子だよ。
もう！もう！
時間ギリギリのところでもう一度「おきてぇぇぇぇぇっ」
なんとか起きて（？）むにゃむにゃしながら「ゴホッゴホッ・・」
ん？なんか咳してる・・・鼻も出てる・・・？
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ええい！土曜日の発表会もあるし、今日はパパ休みらしいし休んでしまえーー
・・・・・・・いいんだろうか？？？？・・・・・・・・・休んじゃった。てへ。
結局１１時過ぎまで爆睡してたのよ。うちの子。

きっと寒いのがダメなのね。
夏なんて無駄に早起きよ。５時とかに起きちゃってあまりの暇さに（おい、家事をしなさ
い！）だんな起こしたりするんだけど（迷惑だって）
早くあったかくならないかなぁ・・・

No(23)

■…2003年 2月 7日 (金).......すっごい！

もうびっくりしました。すごくって。
何って？
初めてファンヒーターの後ろのねじを外して掃除をしたんですよ。
いつも、見えるところはするけどねじまでは外したことがなかったので・・
友達のおうちでやったら壊れたと思ったのが直ったって聞いたものだから、
ウチのファンヒーターもすぐ止まっちゃうので、やってみよう！と思ったわけ。
結婚した年に買ったから、６年くらいたつのかな？
すぐ消えちゃうんですよ。
で、外したの。。。。。。。。。「うわぁ～」
すごいよぉ。６年分の埃。もう住処になってるよって感じでくっついてました。
なんだか恥ずかしいわ。よそのお家では毎年掃除してるかもしれないのに・・・
掃除機で吸い取る吸い取る。
実は今日は時間が無いのにやり始めちゃって・・・こんなにすごいのかと思ってもう一台もや
っちゃいました。

明日はコドモの発表会。早起きしないと・・・

＊＊コドモゴロク＊＊
「スペクター」（サルゲッチュに出てくる）も言えないらしい・・
「ペスクター」になっちゃう。

「ねぇねぇスペクターって言って」って言うと「言えないんだぁ」ってちょっとブルーになっ
ちゃう。あんまりブルーになっちゃうといけないので、あまり触れないことにする・・・・
そのうち言えるよ。　

No(24)

親分 > 実はファンヒーター直ってはいないのだ！（換気ランプが付いて止まってしまう）だ
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が、とりあえずはピアノを弾く間くらいは動いてくれているので大助かりなのさ
～！   ..2003/02/09(Sun) 20:55 (27)

kayoon > え？直ってないの？   ..2003/02/10(Mon) 12:33 (28)

■…2003年 2月 8日 (土).......発表会

子供の保育園の発表会でした。
今まで家では「やってみせて？」って言ってもふざけちゃって「だいじょうぶなんだろう
か・・・」と不安だったのですが・・・
うん。頑張ってた。一生懸命やってました。
帰りに先生に「頑張ったわよ～。２・３日前から急にピシッとやるようになってね。本番もピ
シッとできて」とお褒めの（？）言葉を頂戴しました。
そういえば得意げなポーズがあったっけ・・・そこは張り切って踊ってたのがよくわかる。

衣装がいっぱい変わるんだけど、あの衣装はどうしてるんだろう。
男の子の袴や女の子は着物まであったわ～。
先生が作ったの？？？？借りてきたのかなぁ？？？うーん。知りたい。

No(25)

■…2003年 2月 9日 (日).......泣いてた

今日は近所の清掃があったので、朝８時少し前に私は家を出ました。
８時からなので、まぁ１、２分は遅れたかもしれないけど８時に着くように家を出まし
た・・・・・行ったらもうほとんど終わってた。なーんかバツが悪いよね。一応時間に行った
（つもりな）のに・・・

で、まぁ８時２０分くらいに家の前に着いたら・・・・
「わーん、ママーどこ行ったのぉ？びえーーーーーーーーん。」（←全ての音に濁点をつけて
読んでくださいな。）
外まで聞こえたので、慌てて家に入ったら、子供が大泣きしてた。
「どこ行ってたのぉ？」

「今日はお掃除だったのよ。寝てたからぁ」
「どこにもいなかったの」・・・・どうやら、家中探したらしい。
いつも朝、子供が起きて来た時私がいないと「ママァ？どこなのぉ？どこにいるのぉ？」とい
ろいろ探し回るのは知っているのんだけどね。
隣の布団にパパがいたのになぁ・・・
下に行けばママがいるという確信があったのかな？それがいないからすごーく心細くなっちゃ
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ったんだろうなぁ・・・・起こして連れて行けばよかったのかなぁ？
No(26)

■…2003年 2月10日 (月).......・・・

昨日、スカパーの仮登録が終わってしまって、私はラジオを聴けなくなってしまいました。
・・・・・と、数時間後、ダンナが登録の変更をし聞けるようにしてくれました。
で、今日はいろいろと（土日何もしてなかったので）さすがにやることがたくさん。
なので、早速ラジオにしてせっせと？？やったつもり。

そうそう、私は昔から、耳が悪いと思っていたら、どうやら、聞こえすぎてるらしいんだな？
聴力検査したら「普通の人はここまで聞こえない」というようなことを言われたことがある。
で、出産したら、音（特にテレビ）がうるさく感じて、結構小さい音にしているの。
そしてそして、何ヶ月か前に鼓膜をやぶちゃったんですよ。耳から流血。破れてる状態でもか
なり聞こえてたんです。（聞こえないとお仕事にならないじゃない？すんごく心配してたの）
先生に「すごいわ、破れてても聞こえてるわ～」って言われた。
直ったらですねぇ、変な音まで聞こえるんです。（幻聴とかじゃなくて）今まで聞こえなかっ
た（気にならなかった？）音楽のすんごく小さいチリチリした音とかね。
だから、余計テレビがうるさくて・・・
ダンナがテレビ見てると音をススススって小さくしちゃう。嫌がられる。
ダンナが見てる（いつも見てる）○本FDGあれはどうにかならないかしら・・・？お笑いのラ
イブがほとんどなんだけど、CMの時との音の差がたまらなくイヤ！すごいうるさい。いちい
ち音量変えるのもめんどくさいじゃん。どうにかしてぇぇぇ。ホントに。

No(29)

■…2003年 2月11日 (火).......＊＊コドモゴロク＊＊

ちょっと夜遅い時間に車で出かけたのよ。近所まで。
すごい「きり？」「もや？」（漢字で書くと「霧」と「靄」・・霧は書けるけど靄は難しいな
ぁ）で、視界１メートル。街灯が点いてるところはまぁなんとか走れるけど・・・・・すっご

ーーーーく怖かった。
そんな中での会話
か「わぁ、見えないよ。怖いよ。」
子「なに？ホントだぁ！見えないねー」
か「怖いよー」
子「そんな時はボジヤイヨーに来てもらえばいいんだよ」
・・・・おい！その「ボジヤイヨー」ってのは何？
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・・・・おい！その「ボジヤイヨー」ってのは何？

前から時々言っていたんだけど、ふざけてゲラゲラ笑いながら言ってるから流していたけど、
今日はお風呂で詳しく聞いてみた。
ボジヤイヨーとは・・・目がバッテン。右腕が赤。左腕は青。胸部は緑。お腹は茶色。足はオ
レンジ。・・・・ずいぶんカラフル。どうやらロボットらしい・・・
知っている方はご一報を・・・いないってぇ。

No(30)

■…2003年 2月12日 (水).......眠れない日々

さて、タイムリミットが迫ってきました。
確定申告です。
いつもは３月になって提出していたんですが、
今年は子供の保育園への書類提出の期限が２月末なので、それまでに申告しないと・・・
これからいろいろやることがたくさんたくさん・・・・
寝る時間を削るしかない！
ということで、今週末まで寝られない日が続きそう・・・・・・

No(31)

■…2003年 2月13日 (木).......踊ったよ

コドモが発表会で踊った「イエイ！がんばれ竜馬」の音源を入手。・・・といっても、先生に
頼んで貸してもらったの。だって・・・どこにも無いんだもん。保育園・幼稚園用の発表用の
ＣＤに入ってるらしいんだけど、ネットで検索しても、どこにも売って無いんだぁ。もってる
方はご一報を。
ちょっと楽譜におこそうと思ってね。

家に帰って（８時頃）早速かけてみる。
車の中ですでに「おうちで躍ろう！」って言ってたので、踊る踊る。

一緒に踊っちゃいました。
「手はこう！」とか、「はい、まわってぇ」「後ろに下がるよ」「ぶつからないようにね」と
きっと先生に保育園で言われてたことをそのまま私に言ってくれました。
ちょっと間違えるといっちょまえに「違うでしょ！こうでしょ」って言うのぉぉ。
なんだか楽しかったです～。

No(32)
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■…2003年 2月14日 (金).......嫌いなCMがあるんだぁ

今日は～何を書こうかなぁ・・・と考えるって事は大して何も無い日だったんだな。

どうしても、気になってしょうがないCMがある。
洗剤のCMなんだけど、女の子が学校の帰りしょんぼり歩いてて、近所のおばあちゃんが「ど
うしたの？」って声をかけると、女の子がカレーのシミをつけちゃったバッグを見せるの。す
るとおばあちゃん「あらーコレは落ちないよぉ」って言うのよ。
で、この洗剤なら落とせます。という場面で・・・・
数日後？・・今度はウキウキの女の子。前出のおばあちゃんきれいになったバッグを見て「あ
ら、新しいの買ってもらったの」って言うの。

このおばあちゃんがなんかイヤなのよね。意地悪じゃないんだけど、しょんぼりしてる子に
「落ちないよ」って言うことないじゃない！！
きれいになったら「新しいの・・」って・・・「ママきれいにしてくれたんだね」とか「きれ
いに落ちてよかったね」とか他に台詞はあるでしょう。何でもかんでも新しく買ってもらえば
いいってモンじゃないでしょ！
・・・・っていつも突っ込んで（心の中で）しまうんだな。

もちろん、「新しいの」みたいにきれいに落ちるんですよ。って言いたいのは重々分かってお
ります。念のため。この洗剤がよく落ちることも知っています。

最後に女の子が「ママ、アリガト」って言うのはいいとこなんだけどね。
No(33)

■…2003年 2月16日 (日).......昨日は初のおさぼり。

流行ってるねー「テツトモ」
私の生徒も「ね、ね、テツアンドトモの待ちうけもらったの～」とか言ってるし。
それにうちの子。
今日出かけた車の中で♪なんでだろ～って歌ってたもの。
それもずーっと。もちろん振り付きで。
あれって以外に難しい。あのなめらかな動きは出来ない。
きっとみんな一度はやってみるはず。
やってるか？

そうそう、うちの子が初めて犬を抱っこしたの。
へ？って思うかもしれないけど、すんごいことなのよ。
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その写真はダンナのページの日記にあるからご覧ください。m(_ _)m

No(34)

親分 > 何日さぼりだぁ～？確定申告終わるまでか!?   ..2003/02/18(Tue) 12:35 (35)

■…2003年 2月17日 (月).......風邪が

風邪が流行ってるね。
先週も書いたかもしれないけど、先週の月曜日は一人置き位にお休みで、
今週も結局半分がお休みでした。
インフルエンザのピークは過ぎたとはいえ、ピークを過ぎただけでまだ油断は出来ないし、イ
ンフルエンザじゃない風邪はこれから気をつけないとね。明日あたり寒そうだし・・・気をつ
けましょ。

毎日毎日保育園から帰ってくると「『怪傑ズバット』はいつやる？」と聞く息子・・・それ
と、「レインボーアート」のCMの度に「コレ欲しい」っていうだけのために「ママァ、ちょ
っときてぇ」って呼ぶのはやめて欲しいの・・・

No(36)

親分 > レインボーアートね～、うちも諦めてはいないらしい｡ま、絵の具使わせるよりはいい
のかも！でもちょっと高いかな？   ..2003/02/19(Wed) 22:14 (38)

kayoon > 高いよね。２つ買っても送料が同じなら６月に買ってもいいぞ！今日なんかCMの動
き完コピできてるし・・・   ..2003/02/19(Wed) 23:18 (39)

■…2003年 2月18日 (火).......ファミリーファミリーファミリーファミリー

今日は朝９時までに子供を保育園に連れて行かなければいけなくてとってもとっても心配でし
た。だって普段はその頃まだ「早く食べなさーーーい！」とか怒鳴ってるもの。
でも、今日は「○ミリー劇場」で朝の７時３０分から「ゴレンジャー」をやってたのだ。いつ
もは起こすとご機嫌が今ひとつなんだけど「ゴレンジャーやってるよ！」って言った途端、ガ
バッて起きてテレビ見た。凄いぞゴレンジャー。
今日は怒らずにすむかなぁ・・と思ったんだけど、今度はテレビに見入ってて目の前のパンを
食べない！結局「食べないと消すよ！」と怒っちゃった。
９時にはなんとか間に合いましたよん。

明日は「仮面ライダーアマゾン」が７時半「怪傑ズバット」が８時３０分からあるからきっと
起きてくれると思うの。期待しちゃう。

No(37)
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■…2003年 2月19日 (水).......なあんか

なんとなく、ブルー入っちゃってね。理由はここにはかけないわ。
そんなときは子供に甘えちゃえ！
うちの子はこんなこというのもなんですが、
泣いてると（フリね）「泣かないで」ってぎゅーってしてくれて、頭をなでてくれます。うふ
ふ。すんごく嬉しいです。今日もリクエストして頭をなでてもらいました。

がんばるぞぉ！

念願の「怪傑ズバット」を見ることが出来てご機嫌でした。
朝も怒られずに（怒らずに）、出掛ける事ができたのよ。
でも、私が忘れ物しちゃって・・・運動帽子と遊び着を入れ忘れちゃったら、帰ってきてから
「ダメでしょ！忘れちゃ！ちゃんとしなさい！」って怒られちゃいました。
腰に手を当てて指差して怒るの・・・・誰かにそっくり？・・・・ん？

No(40)

親分 > ぶっはっは～!!　思い浮かべただけで、ウプッ…　そっくりよね～些細な事
が｡   ..2003/02/21(Fri) 22:17 (42)

■…2003年 2月20日 (木).......お腹空いたよ・・・

私のことは置いといて、
今日子供が牛乳を２口飲みました！！パチパチ～！！
小さい頃はわざと飲ませなかったんだけど、２歳半位の時には飲んでたのよ。だから、牛乳も
取るようにしたのに・・・・
でも、それからずーっと飲んでない。ヨーグルトも乳酸菌飲料も一切飲まない日々が続い
て・・・保育園に入れば周りが飲むから飲めるようになるだろうなぁ・・・という淡い期待も
裏切られ、全然飲めないでいました（シチューは大丈夫。プリンもなんとか）が、あと２年も
すると小学校なので飲めないのは困る！と思って、懇々と言い聞かせ「少しずつでいいから飲
めるように頑張ろう。」いうことになったのだ。
それが１・２週間前かなぁ・・・・
ついに今日自ら「飲む」って言ったのでコップに入れてあげました。
一口飲む・・・なぜか咳き込む。「お咳出ちゃうから飲まない」などと言い出して・・・
とりあえずもう一口飲んでみて～と飲ませる。・・・また咳き込む。・・・うーん飲み慣れて
ないからか？
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でも、飲んだことはすごい進歩。少しずつでも飲めるようになって欲しいものです。

No(41)

■…2003年 2月21日 (金).......ピングー

そうなの。私ったらピングーが好き。
子供が小さい頃は洋服とかピングーが多かった。
もうサイズが無いので着せられない・・・・ちょっと悲しい・・・

今、ミスドでピングーのお弁当箱やってるでしょ。もう、ほしいぃぃぃぃ！
丸いのと楕円の二つほしいなぁ。
でもそんなにドーナツ食べられないしな・・・（食べるかも・・・）

＊＊＊＊＊＊

今、「もらい泣き」と「colors」歌えるようにしたいんだな。
「もらい泣き」はラジオで大体覚えた。あと、月間ピアノって本に楽譜が出てたから
弾いてみてナントナクわかった。
どういうわけか今まであんまり宇多田ヒカルの歌に「歌おう」という興味が無かったんだけ
ど、今回のは覚えたいなぁ・・・車の中で熱唱するかな・・・

No(43)

親分 > 対向車には気をつけてね～！誰が見てるか解らんよ～、フフフ…   ..2003/02/24(Mon)
23:59 (45)

■…2003年 2月22日 (土).......お買い物

買っちゃった。
今年欲しいもののうちの一つCD/MDコンポを買っちゃいました。
・・・・というのもね、子供がCDを聞きたがるんだけど、コンポこわれちゃってたから、聞
けるものがパソコンしかなくて・・・別にそれでもいいんだけど、パソコン使ってるときに後
ろから横から「CDき～き～た～い～・・（×１０）」って言われるともぉぉぉ！！って思うじ
ゃない。かけてあげると本人は満足だけど私は不満足だ！
そんなんじゃいけないわ。私の精神上よくない。
というわけで、見に（見に、よ）行くことになりました。
一応目安は１万未満のCDが聞ければとりあえずいいやって商品。
。。。。。。
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誰？見に行くだけだった人は？
しっかり「すいませんCDかけてください」だの「パソコンでやいたものは聞けますか？」だ
の子供と一緒にいろいろ聞いちゃって、終いには子供に「あっちとこっちどっちがいい？」と
いくつかの商品を勝ち残り方式で選ばせ、結局（安くなって・・・在庫処分ぽかったけど）と
りあえずの商品じゃないもの（予算は３倍くらいオーバー）を「これください」って買っちゃ
った。

今日はコンポですんだけど、いつかパソコンでいきなり「これください」をやりかねないので
気をつけています。

そう。ファクシミリ用紙を買い忘れたのよね～。またいかなきゃなぁ・・・
めったにファックス来ないんだけど来るときは仕事の話だったりするんで・・・はやく換えろ
よ！

No(44)

■…2003年 2月23日 (日).......ｐｃ壊れちゃってさ

PC壊れちゃってホントは今日は２５日なんだけど・・・
だんなが丸２日格闘してくれたのよね。私は何にも出来ないから。
私も一人でいじれるようになんないとだなぁ・・・・

なのでまとめ書き。
子供が久しぶりに自転車（補助付）に乗ったの。
私は１年中何かと理由があって（理由をつけて？）積極的には外に出ないので、あんまり一緒
にお外で遊んであげないんだな。
でも、旦那がいたから旦那と一緒に自転車に乗ってたの。
その間に片付けるべき家事をしちゃおう！と思っていたんだけど・・・
すぐに戻ってくる。「ボールがなきゃ遊べないでしょ！」・・・私のせいじゃないのに・・・
大威張りしないで。しかも自転車は公園において歩いてきてるし・・・ま、すぐそばなんだけ
どね。（公園て言うんじゃなくて工場の駐車場）
また出かける。戻ってくる。自転車に上手に乗れるようになったところを見せてくれる。
近所をぐるぐる回ってるみたいだから旦那に「お願い」って頼んでやりかけのことをしに家に
入る。
なんだか怒って戻ってくる。「ママはお外で見てるの！」・・・どうやら私は定位置で見てい
ないといけないらしい・・・・洗物が終わらん・・・でもしょうがないよね。きっと乗れる姿
を見てほしいんだね。と思って外にいることに・・・
旦那が自転車をしまおうとしてたら「ダメダメ～」って怒ってる。旦那にはパソコンを直すと
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いう重要な任務があるので、二人で近所をぐるっと回ることに・・・その後公園（ホントの公
園。誰もいない）でしばらく遊んで帰ったよ。ずいぶん早くこげるようになってました。まだ
歩いてついていけるからまた来ようね～。

No(46)

■…2003年 2月24日 (月).......最近

仕事の後でなんだか精神状態がうーんなんていうか仕事モードからママモード？プライベート
モード？に切り替わるのが難しいときがある。
うーん・・・
普段ものすごくなんていうか気を抜いているんです。私。家にいる私はあんまり見せられな
い・・・
仕事でもすんごく気を張っているわけではないんだけど音を聴く（「聞く」じゃなくて「聴
く」）って結構神経使うんだな。きっと。
そんななので、仕事が終わったときに子供がすんごく騒いでいたりするとイライラ・プリプリ
しちゃいます。・・・いけないなあとわかっているし、後で反省したりしちゃうんだけ
ど・・・
今日なんて、半分おしり出して（わざと）「プリップリッ」って歩いてるんだものぉ！！！
最初は「お片づけしようか。パパ来てるよ」ってな感じでまぁ普通に言ってるんだけど全然聞
かない。もう一度言う。「もっと遊ぶ」。「だめ、お片づけして」・・・・・・
そのうち「パパがもう駅で待っているんだから早くしなさーーーーーい！片付けなさーーーー
ーい！」って言ってるそんな時「プリップリッ」よ！！

はぁ～～～～～・・・・

No(47)

親分 > そんなもんだよぉ…どうするよ、うちなんか一応ギャルだぜ、半分じゃなく全部、っつ
～か全開だもん!   ..2003/02/26(Wed) 01:04 (49)

■…2003年 2月25日 (火).......出来事

先週うちの子はテレビ見たさに毎日毎日早起きで「スカパーありがとう！」って感じだったん
だけど、今週はブッブー！！っ全然起きやしない。
今日は「まだ眠い」って言ってなかなかホントになかなか起きなかった。
どんなに遅くても、９時には家を出たい私。９時までに行かなきゃ行けないのにね。ホント
は・・・
９時半ごろやっとおきて、子供が起きたと同時に園に電話。いつもは「なんだか体調が悪いみ
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たいで・・・」とかちょっとばかり嘘をついてるんだけど、今日は「ぐずってるんで遅れま
す」って正直に言いました。
とりあえずご飯を食べてトイレから出て、洗面所の鏡の前で「あ～早くユメちゃん（大好きな
女の子）に会いた～い！」なんていってる。「そんなに会いたきゃもっと早く起きるんだ
よ！」と突っ込んで、準備をサクサク。

園につく。そこで、ユメママに遭遇！二人で「おっそーい」
うちの子ももう３分くらい早く着けばユメちゃんと一緒に園に入れたのに（どっちにしろ遅刻
だって）

子供を送ってその足で私が向かった先は・・・ミスドよぉ。
昨日ドーナツを買ってきてもらったので、点数が１０点集まったの。
うふうふ。うれしいなぁ。楕円のお弁当箱もらってきました。
もう少し点数があるから今度は丸がいいなぁ。

No(48)

■…2003年 2月26日 (水).......・・・・

今日保育園に行った時、期間限定で２月末まで保育園に来ている男の子（ママは高校時代の友
達なの）がいたので、先生に「ようたろうくんはいつまでですか？」って聞いたら、「月曜日
が保育園最後だったんですよ」と言われて・・・ちょっとショック。
なんだかうちの子ととっても仲良くしててくれたみたいでね。
あんまり家ではお友達の話しないんだけど、ようたろうくんのことは結構話してくれてたの
で、保育園最後の時にはママ宛てにお手紙でも書こうと思っていたのにぃ！！
こどもに「ようたろうくんは？」って聞いてみたら、「この間が最後だったんだって」って。
一応わかってたみたいでね。「ちゃんとさよならできた？」って言ったら「うん」って言った
からこどもなりにバイバイができたのかな？
まぁ、ママの実家はこの辺なわけだし、ようたろうくん自身はしばらくはパパのお仕事の都合
で海外に行くわけだけどね。連絡を取ろうと思えば取ってあげられるし。
でも、せっかく仲良しになったのでうちの子が寂しいかなぁ・・・と思ったりしてたけど、大
丈夫みたいでよかったです。

No(50)

■…2003年 2月27日 (木).......今日のボクは○？×？

朝、保育園に着くと、または行きの車の中で毎日のように
「今日は○？×？」って聞くの。
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私が毎朝怒ってるからかなぁ？？？
それだったらいけないなぁ。・・・・でも、怒らずにすむものなら怒りたくないよ～！！しわ
増えちゃうし。。。。
それであんまり怒るのがいやになっちゃうと（２週間に１回くらい？）「休んでいいよ」って
なっちゃうんだなぁ。そうすればとりあえず「早くしなさい」って言わずにすむから・・・・
っていけないんだけどね。

そうそう、それで「○？×？」って聞かれるから、そのときは○だったところと△だったところ
と言ってあげるの。あんまり×のところは言わない。たまに言うけど。
「○だったよ」って言うとすごくうれしそうにするのよ。
×の時は「どうすればいい？」って一応きくの。すると「ちゃんと＊＊します。」ってこたえ
るのよ。ちゃんとできるかできないかは別としてね。

でも、４歳の子供に時間を気にして動きなさいっていうのは到底無理なお話だよね～。しかも
朝は特にね。私も朝は苦手だしな。だから、それをできるように促してあげるのは親のするこ
とかな？うーん・・・怒らないようにしよう。

そういえば子供が２歳くらいまでは３０分前行動をしてたなぁ。出かけるときとか３０分前ま
でに自分のことは全て終わらせて、後は子供の準備をするの。
そうよね。またそれをすれば違うよね。よし！

最近のウチの子の好きなもの
もぎもぎグミシリーズ。
「もぎもぎフルーツ」「もぎもぎフィッシング」「もぎもぎ星うらない」
３種類を１回に全部食べるのがいいらしい。

No(51)

■…2003年 2月28日 (金).......身長・体重測定

私のじゃないっす。私のはだめです。
子供のです。保育園では月１回身長・体重測定してくれます。
それを見るのが実は楽しみ。
先月は発表会もあったので、先生も激いそがしかったとみえて書いてなかった。・・・ちょっ
と言ってみようと思ったけどやめた。
今月はちゃんと書いてあったよ。（先月のは書いてなかったけど・・・測らなかったんだな、
きっと）
104.1cm・15.2kg
大きくなったものです。４月には99cmでした。身長は結構大きくなってるんだけど、体重は
あんまり変わんないなぁ（増えたには増えたけど）・・・今のところうちの子はスリムな体な
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ので両親に似て太らないようにしてほしいものです。気をつけねば・・・

No(52)

■…2003年 3月 1日 (土).......ゲーム三昧

今日は私はお仕事でしたが、子供はお休みで、おまけにパパがいたので、子供はパパにお任
せ！

おうちに帰ると・・・・なんでこんなにディスクがでてるのぉ？CDでしょ、ゲームのソフト
でしょ・・・ディスクだけじゃない、ウルトラマンとか仮面ライダーとか人形もいっぱい。
「片付けないと捨てちゃうよ～」（・・・・なんでパパは片付けさせないかなぁ？）
いそいで片付けようとしてたけど、「わかんなーい」ってへにょへにょしてた。

うちの子は「アバレンジャー」と「仮面ライダー５５５」はまだ見ていないんですが、なんだ
かちょっとずつ「アバレンジャー」の食玩モノが増えてるのはなぜ？

さて、ウチの子の愛聴CDに「戦隊ヒーロー主題歌集」があって、ガオレンジャーまでの歌が
テレビサイズで入ってるんだけど。その中の「マスクマン」。（知ってますかねぇ？みなさ
ん）歌の中の「オーラパワー」を「あうわわうわ」って歌うんです。
一緒に「あうわわうわ」って歌ってたら「お風呂のあわあわみたいだねぇ」（ウチでは錠剤タ
イプの入浴剤を『あわあわ』って言ってるの）って。我が家では大笑いの一言でした。

No(53)

■…2003年 3月 2日 (日).......今日もらえない・・

ミスドのピングーのお弁当箱が今日までだったので、行くことにする。
行ったらやっぱり混んでた。
レジに並んでいるとメールが・・・
「先生、今ミスドにいるでしょ。」Ｓちゃんだ。へ？どこどこ？どこにいるの？なんで？と思
って返信すると、
「となりのマックにいるの」・・・なるほど。マックの横を通らないとミスドには来られな
い・・・見られてたか・・・見られてまずいことはないけどちょっと恥ずかしいじゃーん。

まぁそんな感じで、ドーナツを買ったら３枚カードをもらったの。３点でよかったのにその３
枚で８点だった！これはあと５点ゲットしないと・・・
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再びドーナツを買いに並ぶ。・・・・・おおっ！５点ピッタリ。
で・も～なんだか品切れで今日もらえないんだって～
引換券をもらって５月にもらえるらしい。うーん５月にならないともらえないらしい。うー
ん・・・・
まぁ、丸型のお弁当箱とお花見セットをもらえることにしてきた・・・・５月じゃお花見は終
わってるわ！

その後、子供の髪の毛をカットしに。ピアノに来てるＫちゃんのおうち。
Ｋちゃんは小学一年生の男の子。うちの子はＫちゃんが大好き。
Ｋちゃんのところにはウチの子が喜ぶおもちゃがたくさんあるの。
ウルトラマンとか仮面ライダー・戦隊モノもほかにもいっぱい。
今日もカットのあと遊ばせてもらって「そろそろ帰ろ～？」って言っても「まだまだいっぱー
い遊ぶ」って帰ろうとしないの。
お買い物行かなきゃなので切り上げさせてきたけどね。

その後お買い物に行き、ウチの子は満足な一日だったと思います。いっぱい遊んでお菓子（お
もちゃ付き）も買って、ソフトクリームも食べてね。帰りの車でグーグー寝てしまいました。

・・・・寝るときやめられないのが「指しゃぶり」。右手の親指を口に入れて左手で右の耳を
触るのが定番。最近は右手の親指を口に入れて、人差し指を立ててる。（お前は堂本剛か？っ
てダンナに突っ込まれてる。・・剛君は歌う時人差し指立てるんだよね。ダンナはとっても気
になるらしい・）

No(54)

■…2003年 3月 3日 (月).......やっぱり

今日はひな祭りですが、うちの子は男の子なので関係なーいって感じ？

そう、やっぱり「１００の質問」出来ないの。
この前再チャレンジしたのよ。１７問めくらいですでに答えが「よくわかんない」になって、
５０問目くらいにはイライラしてきたもの「そんなの勝手でしょ」みたいな感じにね。７０問
目くらいには答えが「・・・・」が多くなってきて９０問行ったかなぁ？ゴミ箱行きになりま
した。
作者の方々ごめんなさい。私向いてないみたい。他の人の読むのは結構好きで読んでるんです
けどね。

今、とっても腰が痛い。１０キロのお米を持ったから？・・・それしか原因がわからない。も
しや・・・これが「ぎっくり腰」？まっすぐ立てない。座ってても痛いよぉ。
１０年前にも似た痛みを経験してるなぁ。電車に座ると棒（横の）につかまらないと立ち上が
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ることも出来なかった。その時ちゃんと病院に行っていろいろ調べて「何でもない」だったの
よ。精神的なもの？

人にホムペのURLを教えたら、開けないって言われた。
htmlの後ろに/を入れると開けないらしいことが判明。・・・どうしよう・・今日も一人に/入
れて教えちゃった。・・・・開けない～って今頃思ってるかなぁ・・・ごめんね。

No(55)

■…2003年 3月 4日 (火).......お弁当

今日はお弁当の日でした。
保育園なので、１年に何回かしかお弁当はないんです。
ウチの子ハンバーグとかお弁当の定番見たいのは食べないんでちょっと困っちゃう。
昨日の夜「明日お弁当何がいい？」って聞いたら、「お弁当？本当に？わーい、わーい！」と
喜んでおりました。「こうやって（ござを敷く仕草）青いのおいて食べるんだよね～」・・・
たぶん園外保育で近くの公園に行ったときにそうやったんだろうなぁ・・・うふふ～★

で、何がいいかといいますと、「ごはん！」うん、わかってるよ。「ウルトラマンのお弁当
箱」ハイそれもわかってます。「それだけ～」おかずなしかい！
「イチゴ」買ってきたよ。・・・・おかずを導きだすのがたいへんだぁ。

・・・結局。ウルトラマンの顔型のおにぎりと、卵のカニカマ巻、ウインナー、鳥の唐揚、ブ
ロッコリーと星型にんじんの茹でたの。と、イチゴ。
なんかパパのお弁当よりも品数が多いぞ・・・・気のせい気のせい。

ウチの子、夕べ遅かったから、なかなか目が覚めない。ゴレンジャーがやってても起きない。
それから約１時間寝てる。そこで、「早く起きないとみんなお弁当食べ終わっちゃうよ
～」・・・パチっ！「ヤダヤダ起きる～」朝ご飯はねぇ「今日はお弁当の日だから食べない
の」だってー変なのー。

帰ってきて・・・お弁当はきれいに食べてきてくれました。よかった～。

そうそう、日記上でウチの子を「ウチの子」と表記するのが面倒になったので、子供にお名前
何がいい？って３択で「ウッキー」と「ボウ」と「ちゃん」のどれがいい？って聞いたら「ウ
ッキー」（すごくうれしそう）がいいって言うから今度からここではウチの子は「ウッキー」
になります。よろしくね。・・・ピポサル好きだからいいやね。ちょっとサルみたいけ
ど・・・一応名前の中の文字でしょ？
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No(56)

■…2003年 3月 5日 (水).......眠いね

今日は眠いよ。
ウッキーとお風呂に入って湯船の中で二人で寝てたよ・・・
わー！！

今は気持ち悪くて・・・
夜ご飯の牡蠣フライ残せばよかったよ。
眠いのに気持ち悪い・・・・・
胃腸薬とか飲みたい気分。
あー！！

そういえば、花粉の季節よね。
昨日の朝から目がかゆくってかゆくって・・・
朝は鼻もだめね。息できないって感じの苦しくて目が覚める。
この季節は嫌いじゃーーー。ちなみに私は秋も花粉症。
もー！！

だめだー気持ち悪いー
うー！！

No(57)

■…2003年 3月 6日 (木).......今日はかかない

でも、音楽の日記はかこうかな・・・
書けたらね。

No(58)

■…2003年 3月 7日 (金).......この一週間・・・反省含

今週は
朝、ちゃんと起きられなかったなぁ・・・
反省しなきゃだなぁ
ダンナのお弁当もちゃんと作れなかったし・・・ごめんよぉ
でも、ダンナが平日ポンと休むと調子が狂うのよね～・・・・別にいいけど。
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花粉のせいかなぁ、起きられないのは・・・
そろそろあったかくなってくるからきっと起きられるはず。
来週はちゃんと早く起きよう。（って言ってもたぶん普通の人より遅いと思う。）
反省終わり。

今日はウッキー、スイミングだったんだ～
って毎週のことだし、保育園から連れて行ってくれるので私は別に何もしないんだけど。今日
は昨日と２日連続スイミングだったのよ。
ウチは花粉のせいで洗濯物を外に干せないので、（冬は部屋の乾燥を防ぐため部屋に干す）洗
濯物が１日じゃ乾かないときもある。なので、お洗濯は一日おきだったりするの。
今回はお洗濯が・・・・スイミングパンツの代えはないし・・・まぁ、これはすぐ乾くと思う
けど・・。バスタオルはーーーー乾かなそう・・・と思って。（違うバスタオルがないわけじ
ゃないよ。子供って「コレ」っていうのがあるじゃない？）
でも、「まぁいいか」ってラインだったので持って行かせちゃった。

今月は年度末なので、いろいろ曜日が変更になってたりしてちょっと気が抜けない。お洗濯も
気をつけないと。だわ。

No(59)

■…2003年 3月 8日 (土).......ウッキーピアノレッスン

今日はウッキーはピアノレッスンでした。
よく「自分で教えないの？」って聞かれるんですが、私にはとてもとても自分の子は無理で
す。だって、すんごいイライラするじゃない？できないと・・・
練習は見てあげるけどね。

ホントにもう毎回毎回レッスンにならなくて先生には申し訳なくて・・・ホントに。ウッキー
みたいな生徒が私のところにいたらずっと大きな声出してなきゃだわ。（先生は高校の友人
で、一度も怒ったり文句言ったりしてるのを見たことがない人なのよ。怒ったらどうなんだろ
う？？？ウッキーが怒られる日は来るかしら？）
でも、当の本人レッスンに行くのは大好きで、（レッスンが朝早いので）起きられなくて私に
「そんなんじゃ辞めちゃう？」って言われると泣きそうになって「嫌だ！辞めない！行く」っ
て言うんです。朝じゃなくても普段の日でも、「ピアノ楽しい？」って聞くと「うん。たのっ
しーい！」って答えるから楽しいんだろうな・・・
ホント、全然じっとしてないし（変身しちゃうんだよ～）、やるものは自分で決めるし（次は
コレ～とかコレは弾かないとか）・・・先生ごめんね。
でも、リズムは得意。うん。時々手と口が合ってないけど（８分音符手が多い）おうちでも
「もっともっとやる」って意欲的に練習するの。
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肝心の弾くほうは１回弾く度にすんごいオーバーに「うぅ～ん上手～。おりこうちゃーん」っ
てなでなでしてあげないと弾かない。困るのはレッスンでもそれを（私に）要求するんだ～。
トホホ。まぁ約半年通ってほんとに少しずつだけど弾いてくれるようにはなってるかな？

まぁいいよ。ピアニストになってとは言わないから。
でも、そのうち連弾とかしたいなぁ・・・・いつだろう（ちょっと遠い目）

No(60)

■…2003年 3月 9日 (日).......あっくん（甥）お誕生日おめでとう！

今日はウッキーと二人いつも以上にだらだらだらだらと過ごす。

あ！朝、清掃だった。が、またしても時間に行ったら終わってた・・・いったい何時から清掃
してるんだ？１０分前くらいに行かなきゃだめって事かなぁ・・・でも、それでも終わってい
そうな気が。。。。

ウッキーは今「シャンゼリオン」が見たくて見たくてしょうがない。
ウチの子お気に入りの「ファミリー劇場」になぜか「東映チャンネル」のCMが流れる。地上
波だったら絶対にありえない・・他局のCMなんて。そこで「シャンゼリオン」をみつけた
の。（個人的には「デビルマン」が見たい）
それからしばらくシャンゼリオンのCMが流れると「コレ見たーい」って言いに来てたんだけ
ど・・・「コレは別契約だから見られない。」と話した。ずっと「なんで？なんで？」って言
ってたけど・・・・今日になったら「東映チャンネルは見られないんだよ。」ってばぁばに説
明してた。
ビデオも借りに行ったらないんだ～。あとで、もう一軒行ってみようと思うけど。でも、なん
だかいろんな変身ヒーローが入ってるビデオに「シャンゼリオン」も入ってて、借りてきた。
なんだかそれで満足している。よかった～♪
でも、どこにもレンタルしてなくてどうしても見たいようだったら買うしかないかなぁ・・・
DVDBOXが発売になるらしいんだけど高いんだ。３万以上する・・・ビデオならヒーローク
ラブから２巻出てて、一つ３０００円くらい。それなら、まぁ考える余地がアル。できれば買
わずに済ませたい・・・

No(61)

■…2003年 3月10日 (月).......眠いですぅ

実は昨日？今日？は３時間くらいしか寝てないっす。
ウッキーが８時前から夕ご飯も食べずに寝てしまい、コレは２時間程度で起きるだろうと思っ
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ていたら、ぜーんぜん起きない。で、２時間ではなく２時ごろ起きだして、ヤッパリお腹が空
いてたんでしょう・・「ラーメン食べる～」
この時間から食べるのぉ！！
・・・・・結局食べた。で、３時ごろ私が限界なので一緒に寝たzzzz
朝は今日は早かったわよ～６時ごろ私が起きて、ウッキーは６時半ごろ起きたの。うわっ！珍
しい。
パパを早くに駅に送って戻ってきても７時前。私はちょっと横になって・・・
その同じ部屋でテレビを見ながら「シュワッ」とか「トォー」とかなんとかずーっとなりきっ
て戦っていました。なんでそんなに元気なのぉぉぉ？？？ママの方はへろへろなのに・・・
もう若くないので、ちゃんと寝ないとツライっすよ・・・トホ

No(62)

■…2003年 3月11日 (火).......最近の小学生事情？

最近はみんな携帯を持ってるよね。
中学生はかなり持ってる。
小学生も持ってる。・・・・全員じゃないけどね。高学年になるほど持ってる率が高くなる。

某アイドルが好きな小学生がいてね。結構いろんな子とメールをしてるらしいの。聞くと学校
のお友達じゃないらしいのよ。そのアイドルを好きな子を見つけてメールしてるんだって。
「どうやって知り合ったの？」って思うでしょ？
聞いたわよ～もちろん。
アドレスにアイドルの名前を入れて適当に打って送るんだって～、そうすると返事が返ってく
るんだってサ。向こうから送られてきてお友達になったのもあるらしい。

今はそうやってお友達を作るのぉ？
まだアイドルの名前を入れるくらいだからある程度限定されるけど、
そんな怖いこと私はできましぇーん。
携帯のメールが今ほどなかった時は携帯によく知らない人から電話がかかってきて「友達にな
って欲しいんだけど」とか「メル友になって欲しいんだけど（電話かけてきてメル友？）」と
かはあったけど、そんなんばっかりだったから知らない人からのメールは最初から疑ってかか
るんだなぁ。携帯はとくにね。

子供だからできることなのかもね～。（違うのか？）
まぁ、用心して使って欲しいものです。

昨日１０時ごろ制服の高校生を見たんだけど、いくら「見せパン」とはいえ、スカートのほう
が短いっすよって子がいたの・・・・いいのか？いいんだろうな・・・本人は・・・
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No(63)

■…2003年 3月12日 (水).......水曜日といえば・・・

ウッキーの水曜日といえば「怪傑ズバット」！
でも、５時半ごろ「ママ、朝だから起きようよ。怪傑ズバット始まるよ」・・・・おーい！ま
だ外暗いよ。それにズバットは８時半からだよ。まったく～水曜日以外は早起きじゃないんだ
けど・・・・
すばらしいね。テレビのチカラ。
毎日ほどほどに早起きしてくれるとうれしいんだけど、５時半はかんべんして～！！

だんな様のお仕事の都合でボストンに行ってた高校の時の友達が帰ってくる。
うん。彼女は頑張りやさんで、つらくてもあんまり外にそういうことを出さない人なので海外
に行くときも多少心配はしてた。やっぱり、ストレスで体調を崩したりして・・・・・本当に
帰国することになってよかったなぁと思う。
海外でだんなさんを支えるのは思う以上に大変なのかも・・・私にはできないなぁ。できない
よ。
ま、帰ってきたら飲みましょ。

No(64)

■…2003年 3月13日 (木).......商売道具をガツンと・・・

さっきです。ついさっき。８時半くらいかなぁ・・・・（今は９時）
何をどう間違ったんだか階段においてある箱をバッグに入れようとして手を伸ばした瞬
間・・・ガリガリガー・・・・「いったーい！」どうやら親指を壁にぶつけてたらしい。。。
(T T)
指を見ると爪に白いラインが・・・どこをどうやったのか覚えてない・・・
もう痛くって半泣きでしたよ。
商売道具なのにぃ・・・

「うぅ・・・」って半泣き状態で指を押さえてたら、ウッキー登場！
ウ「どうしたの？泣かないで・・・」頭をなでなでしてくれてる。
ウ「なでなでしてるよ。どうしたら痛くない？」って聞くから
か「指痛いから指なでて」
ウ「痛いの痛いのお外に飛んでけー！」←ウッキーは絶対人に飛ばさない。私はすぐパパに飛
ばしちゃう。エヘへ。
か「まだ痛い」←完全に甘えている
ウ。もう一度「痛いの痛いのお外に飛んでけー！」
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か「ありがと。なおった」
・・・・でも、この後、まだなでなでは続き（やらせている）、ぎゅうってしてくれて（ウッ
キーのサービスだな）・・・

まぁ！なーんていい子なんでしょう。
とウッキーに甘える母親でした。ちょんちょん♪

No(65)

■…2003年 3月14日 (金).......スイミング終了式～

今日はウッキーのスイミングの終了式でした。一年間頑張りましたの式ですね。（ウッキーは
途中からなので１年間じゃないね。）、
スイミングの見学は今日で２回目。
最初の時は入って１ヶ月くらいした時だったかな？そんな時に限って（？）ふざけててプール
に落ちちゃって先生に怒られてた・・・・
久しぶりの見学でした。

終了式っていうのをやるので、泳ぐのはちょっとだけ。
まぁ、ちゃんと座って順番を待ってられたみたい。
見学はプールを上から見る感じなんだけど、今日はプールサイドまで降りていって終了式を見
ることができました。

みんなが担当の先生のところに集まって記念のメダル（？ハム太郎の書いてある紙、首から提
げるようになってる・・・でも、スイミングの人がメダルって言ってた・・・）をもらってい
る間、タオルを入れるビニールの上に乗って両手を横に広げバランスをとるような格好をして
ノリノリの人が・・・・ウッキー、それはサーフィンのつもり？？

No(66)

■…2003年 3月15日 (土).......焼き魚戦争

いやぁ、昨日は眠くてね。見たら日記が途中だったりした。ま、いいか。
最近眠いなぁ。。

我が家ではこの前焼き魚戦争がありました。
ダンナは魚が大嫌い。ウッキーと私は大好き。
大嫌いな人がいるからあんまりうちでは焼き魚はしないんだ～。
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でも、たまには食べたいじゃない？
ダンナが夕飯を食べない日、鮭の切り身（ソテー用）があったから「今日はコレ！」と思っ
て、作って食べました。
もちろん換気扇回して、（寒いのに）窓も少し開けて。

遅くにダンナ帰宅・・・顔が歪んでる。。。「魚焼いただろう？なんか消臭剤とか撒いてくれ
ない？」・・・その後もずっと眉間にシワを寄せて、ろくに口をききませんでした。

以前にも同じようなことがありました。
いない日に魚を焼いて、ちゃんと魚焼きの網も食べたお皿も洗っておいたのに・・・帰宅早々
玄関で「魚焼いただろう！何から焼いたんだ？」・・・何から焼いたんだって・・・・そんな
事言わなくても・・・

確かに焼き魚は匂うけどね・・・・
結婚する時は私が魚食べるのいいっていったのにぃぃぃ。
好き嫌いがある方が悪いんじゃなーーーーーーい！！！

もう、食の好みが違うと大変です。
・・・・冷凍庫にイワシがあるんだけど・・・ウッキーの大好きな・・・
そのうち焼いてやる！

ちなみに次の朝も眉間にシワよってた。
No(67)

■…2003年 3月16日 (日).......チリンチリン♪

今日はダンナの仕事にくっついて行きました。
ウッキーの自転車を乗せて。
ダンナが仕事をしている間近くの公園（？）でウッキーと二人遊んでました。
そこで、ウッキーが自転車を乗りました。

ブレーキの使い方がまだよくできないので、教えました。
その時「コレは？コレもブレーキ？」とベルを指差したので、
「これはあぶないよーって時にならすの。ブレーキじゃないよ」と教えました。
そうしたらー自転車をこいで目の前に木が横に積んであったのね。そこに向かって行って「チ
リンチリーン、危ないよー」突っ込んじゃうよ。
・・・・「ウッキー、ブレーキ！」
「あぶないよーって鳴らしたのにぃ」って怒ってる。
ウッキーダメなんだよ。止まる時はブレーキだよ。それにベルはあぶないよーって鳴らすんだ
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けど木に鳴らしてもどいてくれないよ。
でも、おかしくってゲラゲラ笑っちゃった。

自転車だいぶ上手になったよ。
自転車乗ってるところを写真に撮ったらすっごい怒られた。
変身のポーズをとってる時じゃないと写真撮っちゃダメなんだって～・・
（ポーズをとってる時に写真を撮らなくても怒られた・・・）

No(68)

■…2003年 3月17日 (月).......ウッキーはご機嫌斜め

朝、ウッキーは起きなかった。
今日は何が何でもいつもよりちょい早めに（いつもが遅すぎなんだけど）園に行かないと困る
の。
それなのにーーー起きない！で、無理やり起こしたらご機嫌がわっるーい。
「ママー着替えさせて～。ママー食べさせて～・・・」そんな感じでぐずぐず・・・
そこにパパがデジカメでぐずってる祐希を撮ったもんだから、もう、もう、もう、ご機嫌悪い
何てものじゃない・・・大泣き！

まぁ、朝はコレで済んだ。。。。。。

夕方ウッキー保育園より帰ってくる。
う「もぎもぎ買ってきた？」・・・・・
か「ハッ！」・・・・「忘れた」
今日は午前中からお出かけをして、それが時間ぎりぎりに戻ってきたので、一度家に戻ること
ができなかったの。家に帰れば「もぎもぎ」あったのよ。
か「ごめんね。こうこうこういう訳で忘れたの。」
う「何で忘れたのぉ？今からママと取りに行くーーー！！！」
か「もうすぐ生徒さん来ちゃうから、今日は我慢してね。ごめんね」
う「やだー今食べるー！」床に寝そべって足をバタバタ。
か「ごめんね。」と言ってお仕事の部屋に・・・・

ウッキーお仕事の部屋にやってきてクッションを床に投げ始める。
一通り投げ終わると無言で私のそばにやってきて「パシン！」叩く。そのまま隣の部屋へ戻
る。しばらくするとまた来て「パシン！」

いつもはこんなんじゃないのに・・・・
原因はわかってる。
・・・・・寝不足だよ。眠いんだよ。ウッキー
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その後、何度かバトルをし、コレじゃぁお仕事にならないので、「○○ちゃんとこ行く？」っ
ていったとたんにご機嫌はすっかり直って・・・「何時に来る？ゴレンジャー終わったら？」
とか何度も聞きにくる・・・しかもニコニコ。

はぁー・・・・なんなのよぉっ！！！！

ま、いつもいつもご機嫌なわけはないので、しょうがないことなんだけどね。
友人Ｍちゃんには今日も感謝。

No(69)

■…2003年 3月18日 (火).......喧嘩した。

今日もウッキーは寝坊です。
本当に全然起きませんでした。今日保育園はお誕生会の日です。もちろんもう始まっていま
す。一応「どうする？」って聞いたら、「行く！」って。
行きました。

お誕生会の日にはお菓子を持ち帰ります。
今日は七尾製菓の「カステラどうぶつえん」でした。
これが喧嘩の原因なの。

いつも、カステラなんて食べないんだぁ。でも、コレはすごい食べたの。

で、いっぱい食べてたからどんな味だろ？と思って、夜ちょっと食べました。
５個くらいしか残ってなかったから・・・
やっぱりウッキーが食べだした。でも、一つの途中でやめたの。

それの残りを一つ残らず私が食べちゃった。

しばらくしてウッキーが「カステラ食べる」って言い出した。
「え？・・・食べちゃったよ。」

「なんで？何で食べちゃったの？ママはダメなの！食べちゃ！」
足をドンドン踏み鳴らして怒ってる・・・「もーーーーー！！！！！！」ってバンバンぶって
くる・・・・
「ごめんね。ウッキー食べるのやめたからもういらないかと思って・・・」
「もう！なんで？食べる～！せっかく先生からもらったのにぃぃぃぃぃぃ！！」
・・・そうか。ウッキーは四角い箱はプレゼントだと思うんだった。箱に入ってるものは全て
プレゼント・・・
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「ごめんね。今度見つけたら買っておくから・・・」
「やだ！先生から貰って来て！」・・・・ムリだよそれは・・・・
空になった箱をブンブン振り回して、床に叩きつけて箱はビリビリ。
・・・・こんな風に怒るんだぁ・・・
でも、本当にごめんね。

なんだかしばらく怒ってた。

昨日も機嫌が悪かった・・・きっと寝不足なんだ。ごめん。

数時間後世間の４歳児はきっと寝ているだろうという時間に私たちは仲直りをしました。ウッ
キー怒ると怖いことが判明。ママも子供のお菓子は食べないように！

No(70)

■…2003年 3月19日 (水).......ワンピース

ユメユメとユメママとウッキーと４人で映画に行きました。保育園をサボって。
私の仕事があるので、「終わった。帰るぞ」みたいになんだか慌ただしくてなんだか申し訳な
かったね。

ウッキーは連日の寝不足にもかかわらず今日は早起きでしたよ。ほら、水曜日は・・・・
おまけにユメユメと映画にいけるっていうんで「早くいこー早くぅ」とうるさいほどでした。
その気持ちを毎日の保育園に向けてくれないかなぁ。（別に保育園がいやな訳ではないよ。）

「ワンピース」面白かったよ～。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

映画が終わってからも「遊ぶー」ってウッキーわがままぶりを発揮。
結局私の仕事の間ユメユメのおうちでお世話になりました。
本当にありがとう。

今週は月曜日もりさっぴの家に、今日はユメユメの家。
ウッキー遊びまくり。癖にならないようにしないとね。
でも、本当感謝です。

夜、昨夜のお菓子の箱（ビリビリの）を見て「何で今日電話してくれないのぉ？」
・・・・昨日「明日ココに電話して聞いてみようね」って言ってたのを覚えてた・・・・覚え
てたか・・・

No(71)
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■…2003年 3月20日 (木).......花粉症ひどくなってきた・・・薬もらってこなくちゃかな？

ウッキーの保育園から１年分のお絵かきを持ってきた。
そのうちデジカメで撮って「ウッキーの小部屋」でも作ってそこに飾ろうかな？・・・・・で
も、「爆発バーン」の絵ばっかりなんだけど・・・・

今日保育園で先生に「この前のお菓子はどこで売ってますか？」と聞いて、
買ってきたわ～【カステラどうぶつえん】。
そこはお菓子の卸屋さんみたいでいろんなお菓子が箱でドドーンと積み上げてあった。「１つ
でも売ってくれますか？」と聞いたところ「いいですよ」と言ってくれたので、でも、１つじ
ゃなぁ・・と思ったから２つ買った。
会計前にふと見ると【もぎもぎフルーツ】があるじゃない。
ウッキーの大好物。毎日コレを買っておかないとすんごい怒る。なぜだ？
だから箱で（と言っても１０個入り）買いました。

帰ってきてから見せたら大喜び。
でも、うれしさのあまり（？）もぎもぎを５個いっぺんに食べて、私に怒られる。

ウチのウッキーは「今日保育園で何した？」って聞いても「わかんない」って言うことが多い
んだけど、（だからちょっと心配な時もあるんだぁ）、時々いきなり、「あのねあのね、○○
くんが××してねぇ・・・」とかダーーーーっと話し出す。一人で話して一人でゲラゲラ笑っ
て。
その様子を見る限り「あぁ、楽しくやってんのねぇ」と思うので、ちょっと安心するんだけ
ど。

No(72)

nori > ウッキ－の小部屋ぜひ作って！見たい見たい！   ..2003/03/21(Fri) 21:23 (73)

■…2003年 3月21日 (金).......ちょーつらいんすけど・・・

今日は息ができなくて目が覚めた。鼻が・・・これは本格的にダメだわ～
秋にも鼻炎の薬を貰ってあるので、それを飲むことにする・・・・・ちょー眠い。

こんなにつらいのに、ウッキーは外で遊ぶって言う。しょうがない。
お隣の女の子二人が誘いに来た。本人行く気満々なので、ついていかなくちゃ。まだ、外でひ
とりで遊ばせるのはちょっと危険。
ついて行きましたよ。外で見てただけだけどね。
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話はかわって、昨日、我が家には懸賞の商品が二つも届いた。
応募した月は違うけど、同じ雑誌。ウッキーが毎月読んでいる。
何を応募したかさえ忘れていたのでびっくり。
まず、一つは宅急便で届いたの。あけたら、ポケモンミニのカートリッジ。
しかも、１０月号の分。
「こんなの応募したんだっけ？」と思いながら開けたらカートリッジだけ。
本体持ってないからだめじゃん。せっかく当たったのに使えなーい。
もう一つは夜ポストに入ってた。
「今度はなに？」と思ったら、ゲームの体験版。
これは応募した記憶がある。
もう、ウッキー遊びたくてウズウズ。。。
遊ばせたら、体験版なので、機能が少ないことが理解できずに「何でできないの？」を連発。
本当に何回も何回も同じ答えをしなければならずブチッ！
「うるさーい！そんなんじゃやめてしまいなさい！」テレビをブチッ！
だめだ・・・ゲームはさせない方がいい。
ゲームをしている本人の頭の中がゲームでいっぱいになっちゃう。
・・・・とかいって、今日もやってたけど。で、また、おなじ事言い出して私に怒られてたけ
どね。
ゲーム脳はあながち嘘じゃないかもよ。ウッキーも気をつけよう。

No(74)

nori > あたるもんなのねえ。私は一度も応募したことないよ。   ..2003/03/23(Sun) 07:22 (76)

kayoon > ウッキーは結構当たってるんだぁ。ウッキーの名前じゃないと当たらないんだ
よ。   ..2003/03/23(Sun) 19:36 (79)

■…2003年 3月22日 (土).......眠いのなんの・・・

今日は来年５年生のあっ君のお誕生日（もう過ぎてる）のプレゼントを買いに行きました。
なんだかのカードが欲しいようで・・・・
個人的にはウッキーが大きくなるころには（今のあっ君くらい）カードが流行ってないといい
なぁと思っているんだけど。。。
１軒だけじゃ買い切れなかったようで、２軒目へ。今度はたくさんあったみたい。それを買っ
て、マックで食べて帰ってきました。

花粉症はつらくて、（毎日書いてる気が・・）おまけにぼ～っとなって眠いです。あーあーあ
ーあーあーあーあ
早く過ぎてほしいよぉ。ホントセツジツ。

No(75)
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nori > わたしもカードゲームは理解できない。カード交換したり、強さを競い合ったり・・・
どこが楽しいんだろう。まだ、テレビゲームの方が理解できる。でも千晴にはさせてないけど
ね。花粉症、つらそうだね。今のところ私は大丈夫だけど、いつなるかわからないので覚悟だ
けはしてます。   ..2003/03/23(Sun) 07:25 (77)

kayoon > でしょぉ！←カードゲーム   ..2003/03/23(Sun) 19:34 (78)

■…2003年 3月23日 (日).......ウッキーの小部屋

オープンしました。

一日ウッキーを放っておいて作ったわ～
でも、ビデオやさんに行ったり、お買い物も行ったよ。
なんだか「？」って感じなパーツなんだけど、ウッキーが選んだから許してね。

今日は昨日、おとといより鼻の調子はいいみたい。

そうそう、昨日、ファンヒーターが壊れちゃって・・・うちファンヒーター壊れるんだなぁ。
もう、３台目？
１台目は実家で使ってたものを持ってきたんだけど、その時点であやしかったからまぁいい
よ。
２台目は結婚してから買ったもの。２年くらいで時々点かなくなって、今もだましだまし使っ
てる。
３台目が今回。朝点けようとしたらいきなり「シューーー」って煙吐いてエラーメッセージ
が・・・何回やっても同じ。灯油くさくなっちゃうし・・・
フィルターを掃除しても同じ。
ハァ・・・
使いすぎかなぁ・・・？？

今日は比較的暖かいのでヒーターを使わなくてもいいけど、ウチにはすんごい寒がりが・・・
（私も寒がりだけど、部屋の中で毛布に包まって動かない人がいるんだ・・・）
それに、まだこれからも寒い日もあるだろうからなぁ・・・
まだ、一台元気なのがあるのでそれを使う。でも、これを使うと寝室のがなくなる。やーーー
ー壊れないで～！！！

No(80)

nori > ちょこっと作るつもりでも、けっこう時間、かかるもんだよねえ。   ..2003/03/24(Mon)
21:01 (81)

■…2003年 3月24日 (月).......航太君に会った
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今日は２月に生まれた航太君に会いに行った。
航太ママは最初のピアノの発表会を一緒にやった５人のうちの一人で、
なぜかその時連弾をし、それ以来仲良くしていただいています。
まぁ、近年は彼女には驚かされっぱなしなんですが・・・

生後１ヶ月の赤ちゃんはやっぱりちっちゃいね～。かわいい！！！
といっても、ほとんど背中しか見てないけど。
おばあちゃまにピトッと張り付いて（おばあちゃまがずっと抱っこしてたから）おまけに寝て
たので（寝たふりらしいが・・・）お顔はあんまり見られなかったなぁ。
でも、でも、赤ちゃんはかわいいなぁ。
あかちゃん欲しいなぁ・・・・

No(82)

■…2003年 3月25日 (火).......卒園式

卒園式のお手伝いに行ってきました。
ウッキーの卒園にはまだ２年あるけど・・・・きっと泣くね。
だって、今日チラッと入った（お手伝いのために式の途中で入ったの）式を見て、目がウルウ
ル・・・これじゃ自分の子の時は号泣するかも・・
謝恩会も出てきたの。
感動したわ。子供はみんなかわいいし。歌とか踊りとか・・・・
「子供たちがこんなに泣くんだ～・・・」ということもわかったし。
みんな楽しい園生活だったんだね。

・・・・・来年役員の四役をやることが決定。・・・どうすんだ？私・・・・

＊＊＊ダンナにネタにされるとシャクなので自分で暴露。
野球の「契約こうかい」を今日の今日まで「契約公開」だと思っていた。
正しくは「契約更改」だったのね。
ふつ～に「あ！契約更改ってこういう字書くんだ～」って言っちゃったよ。
・・・・・・だってさー、野球選手って年俸上がったとか下がったとかイチイチ会見するじゃ
ん・・・・ブチブチ・・・・・

No(83)

nori > へっ。そーだったの。私も「公開」だと思ってた。   ..2003/03/26(Wed) 12:29 (84)

kayoon > じゃ、結構そう思ってる人はいるはず？   ..2003/03/27(Thu) 10:18 (85)
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■…2003年 3月26日 (水).......保育園一年終了。

今日で、一応保育園は今年は終了。
普通保育園はお休みはない気がするんだけど・・・
ウッキーの保育園は１週間（？）あるんだな。
でも、特別保育はしてくれる。でも、バスはでない。
春休みで仕事が早くから入ってるから、仕事の合間に迎えに行かなくちゃだわ。

今日は保育園は１時で終了。
その後ユメユメとお茶をしに・・・・近くのスーパーにも行って「太鼓の達人」（っていうん
だっけ？）もやってきた。

帰り際、ウッキーは「もっと遊ぶ～」とちょっとごねたんだけど、ユメユメは「ユメちゃんお
昼寝だから、バイバーイ！」とあっさり。
うーん・・・ユメユメさっぱりしてるね。

ウッキーもお昼寝しなよ・・・・・・寝なかったね。はぁー
No(86)

■…2003年 3月27日 (木).......誕生日

ガビーン！！
気づけば３日分書いてない！！（現在３月２９日11:15pm）
ということで、ココからはまとめ書き。

２７日はダンナの誕生日。わー！！おめでとう。以上。
ごめんこの日は何もしてあげれなかったっす。
プレゼントは決めておいて下され。

No(87)

■…2003年 3月28日 (金).......時間間違えちゃった・・・

ウッキーはスイミングの日（自由参加）
でも、行くことになってるの。
１０時半１０時半とかなり前からカレンダーに書いたり携帯のスケジュールにとうろくした
り・・・準備はオッケー！！
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ちょっと前に着かないとね。・・・ということでちょっと早めに着いた。
・・・・・だれーもいない・・・・
あれ？あれ？と思っていると、同じ園のお母さんが「もう終わったの？」
「ん？これから・・」
「もう始まってるよ、１０時からだよ」
・・・・・私時間間違えた？
いっそいで受付に行って「時間間違えちゃったみたいなんですど・・・・・」
入れてくれることになった。よかった。
まぁ、あんまりできなかったけど、とりあえずできてよかった。

帰りに自販機のアイスを買ったら一つしか買ってないのに二つ出てきた。
ラッキー！っていうよりちょーっと怪しんだんだけど、結局食べちゃった。
とりあえず何にもなってないからきっとラッキーだったんだね。

No(88)

■…2003年 3月29日 (土).......そうそう！

昨日は「インターネットできないから」ってダンナからメールが来てね。
夜中に直してくれたみたいなんだけど、私はできなかったのよ。
だからまとめ書きなのよ。

ウッキーは朝５時半に目が覚めて、なぜか一人で雨戸を開け、
「ママ、朝だよ。起きてよぉ」
おいおい、勘弁してよ。こっちは眠いんだよ。
「おしっこ。ママも来て」
一人で行ってよぉ。
「やだ、ママも！」
行くよぉ。行けばいいんでしょ！
「ママ、もう起きるでしょ？」
もう一回寝よ。
・・・・・と言うことで、寝ましたよ。
そしたら寝坊しましたよ。

で、昼寝もせずにダンナの実家に遊びに行って、夜１０時過ぎまで「まだ遊ぶ！」と帰ろうと
もせずにいました。
帰りのクルマでグーグー寝て（当たり前だけど）朝までコースでしょうね。
あー・・今日もお風呂は入れないじゃん。
明日の朝は入れないとなぁ・・・・



2013/04/28 13:06♪　DIARY　♪

41/215 ページfile:///Users/yatz/Dropbox/Public/yatzwebのDATA/tackynote.htm

でも、いとこのまりあとありすといっぱい遊んで満足満足だよね。
No(89)

■…2003年 3月30日 (日).......動物園

東武動物公園に行ってきました。
いつもスロースターターな家族なので、お昼頃出発。
「ハリケンジャーショー」があるので、それには間に合うように行きました。
ウッキーはすんごく楽しみにしているわりに前のほうは怖がって（音が大きくて嫌みたい＋近
くは怖い）後ろぉぉぉぉぉのほうで見るんだよね。だから、ギリギリでも大丈夫なのだ。
「ハリケンジャーショー」ウッキーは一生懸命見てたんだけど、ごめん。私半分寝て
た・・・・だって、花粉症の薬ねっむいんだ。

動物園は小さい頃はなにせ動物を怖がったので、行ってもあんまり楽しそうじゃなかったんだ
よね（ショーが目的で何回も行ったけど）。「ガオレンジャー」が始まって、ライオンを見て
「ガオレッド！」って言ったりして、少し動物を見られるようになったのよね。ガオレンジャ
ーには感謝したものだわ。触るのはできなかったけどね。
でも、今日はね。意欲的に「動物見たい！」って言って、動物の名前を全部読んだり、「でっ
かーい」とか「お顔がすごーい」って言ったり、成長したわぁと感動しました。
一休みした後も、「もいっかい見た～い！」って今見てきたのをもう一度見たがって見に行っ
たり、とっても楽しめたようです。

うさぎも自分から「触る」って言って触ったり・・・・ちょっとだけね。逃げたりもしたけど
ね。動物園も楽しいわ。って思えるようになりましたね。

たぶん、今日の様子はダンナの日記あたりに写真がアップされるかと・・・・

夜は実家の両親と兄家族と焼肉。お腹いっぱい。
でも、ウッキーはあんまり食べなかったな。また夜中に「なんか食べる」って言わなきゃいい
けど・・・・

そうだ、ユメママ、今度一緒に行こうね。
No(90)

■…2003年 3月31日 (月).......ダメダメな私。

なんだか最近ダメダメだ～
・・・・・と言ってもくよくよしているわけではないんだけどね。
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夜眠いんですよ。当たり前なんだけど。
花粉症の薬が眠いせいもあるかもしれない。
１１時になるとともにくぅぅぅぅっと眠くなる。
その時まだ、洗い物や洗濯物の山があるので、本当は寝たくないんだけど、
ダメダメ。
体がついていかない。
１５分くらい寝ようと思っても結局しばらく寝ちゃって、２時３時に動き出す。
・・・・・これじゃいかんよ。ピシッとしないと。
う～ん・・・・ムリ？
花粉の季節が終われば少しはまともになるかしら？
気持ちの問題？

昼間は薬のせいと、こんな生活のせいでいまいち眠い。

今、春休み中でちょっと忙しいのもあるのかもね。

ま、ほどほどに頑張りましょう。

・・・・・ということで。
No(91)

nori > 私も！   ..2003/04/01(Tue) 07:20 (92)

nori > ついエンター押してしまった。春休みになって気がゆるむのか、家に帰ってくると何に
もしたくなくなって・・・。時間があるはずなのに家のなかごちゃごちゃで
す。   ..2003/04/01(Tue) 07:21 (93)

■…2003年 4月 1日 (火).......泣いちゃったよ。

今日は朝からウッキーと喧嘩。
もーーーーーーーーーう。
朝からテレビ見て、CD聴いて、ご飯も「食べなさーい」って言うまで食べないし、靴下はく
のもノロノロしてるし・・・おまけに「パズルしたい」って言うし・・・・
「今から保育園行くんでしょーーーーーーー！！！！！！
見てごらんこの部屋！だれがおかたしするの？」
散らかり放題。なぜに朝からこんなにおもちゃが出るかなぁ？？？
ふと見るとレンタルしてきたCDの袋（っていうの？）がない！
ま「どこやったの？」
う「わかんない」
ま「探して！」
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きょろきょろちょっとしただけで「ない」
ま「返すものなんだよ」
う「だって、ない」

これはママが探すからってことに・・・・

ま「お出かけするからパーカー着よう」
う「わーかったよ！」
プッチーン！！
ま「着たくないなら着なくていい！」
う「着ーるーよー、着る」
プチプチプッチーン！
ま「そんな口利くなら好きにしなさい！」

なんだか悲しくなっちゃってさぁ・・・台所にこもっちゃった。
ウッキーが追ってくるから今度は毛布かぶっちゃった。
本当に悲しくなっちゃって涙出てきたよ。

ウッキーが「泣かないで、泣いちゃダメ」って言ってたけどさ。。。。
うぅっ・・・・・

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
昨日の話なんだけど、某サティで、ピングーのグラスが５個セットで１０００円で売ってた
の。
「これ欲しーい！」って見てたら、横からウッキーが
「我慢しなさい。我慢できるでしょ？」って・・・・・

いつも自分が言われてるからって・・・・・
No(94)

nori > ほんと、千晴もおんなじ。「はいはい、わかりました。やればいいんでしょ。」とか言
われちゃうし・・・。   ..2003/04/02(Wed) 07:33 (95)

■…2003年 4月 2日 (水).......明日から

明日からは普通に保育園。
何にも用意してないなぁ・・・・何を持っていけばいいんだろうか・・・
明日一日行ったら次に行くのは月曜日だから忘れ物してもオッケーよ！
ってなもんで。
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今日は寝よっ！・・・・もう３時だよ。木更津キャッツアイの再放送やってんのよ。って、さ
っき目が覚めてこれ書き始めたんだけどね。さすがに眠い・・・

No(96)

kayoon > アイコン間違えちゃった・・・   ..2003/04/03(Thu) 03:04 (97)

■…2003年 4月 3日 (木).......ウッキーはな組さん

今日から新学年。
ウッキーははな組（年中）さんになりました。
二クラスに分かれることもなくてよかったです。
担任の先生は山田先生と山中先生。
山中先生は去年も受け持ってもらったのでよかったです。
私も「予定を早く教えて」とか「迎えに出られないから家に入れて」とか
いろいろわがままを言ったので、知っていてくれる先生のほうが良かったので。ちょっと安
心。

今年からコップとお皿を持参なので、用意しないとです。
袋も縫わなきゃ・・・・

No(98)

■…2003年 4月 4日 (金).......今日は休みなんだよ～

今日休みだということを、３月の保育園最後の日に知ったので、今日の予定はもう入った後で
した。
もっと早く教えてちょ。

変更するわけにもいかず、ちょっとウッキーはかわいそうだけど（いつもごめんよ）私に付き
合ってもらうことに・・・

そんな時は甘くなっちゃうんだよね。ついつい・・・
「マシンロボレスキュー」ってのがあるんだよね。私は知らないんだけど。
どうやらウッキーはそのロボットが欲しいらしい。ホントのおもちゃを買うと一つ３０００円
位するんだよね。そんなの３つも４つも買えないじゃない。もったいない。
そしたら、食玩であったのよ。それを一つ買って「売ってたよぉ」って見せたら大喜び。（内
心作戦成功と思ってる私）でも、結局全種類（４つ）買うことに・・・・まぁ、いいよね。
（すでに一つ壊れた・・・・）

「トランスフォーマー」ってのもあってね。こっちの食玩は、組み立て不要で私が楽チンなん
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だ。（これも全部買わされた。）組み立てるのが面倒なんで、こういうのは助かる。早く自分
で組み立てられるようになって下さい。
雑誌の付録もね。
・・・・ずっと前のことだけど、ガオレンジャーの時かな？付録のロボットを１時間だか２時
間だか・・くらいかけて作ったら５分くらいで壊されたね。その時はさすがにショック
で・・・・しょうがないんだけどね。私も器用なほうじゃないし・・適当な所もあった
し・・・でも、それ以来作ってない。よっぽど時間があったら作ってもいいと思うけど。
だから早く自分で作れるように・・・・

No(99)

■…2003年 4月 5日 (土).......不機嫌ちゃん

今日は朝から家に不機嫌ちゃんがいた。
ピアノの日なので、どんなに遅くても８時半に起きないと間に合わない。
９時には家を出たいもの。
今週はちいいいいいいっともピアノの練習なんてしていないから、昨夜「今から練習しよ
う！」と言っても「明日やる」って・・・・「じゃあ、明日早起きして練習してから行こう
ね。」「うん。」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ぜーんぜん！！
どこが早起き？８時に起こして起きなくて、８時半に起こして、「ミルモ始まるよー」って起
こしても起きなくて・・・・・あんまり怒鳴りたくないから～と思って先生に「休みます」っ
て電話しちゃった。

１時間経過------
階段を下りる音が・・・
う「ミルモはぁ？」
ま「終わっちゃったよ。」
う「何で？何で終わっちゃったの？○○先生は？行くぅ！」
ま「休むって言っちゃったよ。起きてこないから」
う「やだーーーー！！！行くーーーーー！」足をバタバタ・・・というよりドスドス。グーで
床をゴンゴン叩いて・・・・・最近怒るとすぐこれよ。
私のこともバシバシ（思いっきりじゃないんだけどね）

最近不機嫌なんだよね。
去年の夏休み明けもしばらく不機嫌だった。情緒不安定？
休みになるとどうしても、不規則な生活になるし（いつも結構不規則な気がするけどね）私が
微妙に忙しくなるので、私のちょっとした変化に子供は気がついて反応しちゃうのか
も・・・・・ね・・・・
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うー・・・
No(100)

■…2003年 4月 6日 (日).......音楽鑑賞

なんだか最近家の中でも車の中でもなんで私はこんな曲聴いてるんだ？って曲を聴いて
る・・・・と言うより聴かされている。
別にその音楽自体が悪い音楽とか言うことではなくてね。
だって・・・・デビルマン・ガッチャマン・キャシャーン・キューティーハニー・ゲッターロ
ボ・ミクロイドＳ・マジンガーＺ・バビル２世・ライディーン・ハリケンポリマー・・・とか
ね。
昨日はちょっと新しくなって仮面ライダー５５５（ISSAはいい声だ！）とアバレンジャー借
りてきたけど・・（あ！ずーっと謎だった「ダイガンダー」の歌も全貌が明らかになった。ウ
ッキーが当時ずっと歌っていたんだけど私は番組を見たことがなくて・・・）
ウッキーがお気に入りだからしょうがない。
さすがにクルマで一人の時はちょっと恥ずかしいので止めるけどぉ・・・・でも、かけておい
たら絶対一人で歌っちゃうね。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
今日「TSUTAYA」に行ってセブンティーンアイスを買ったら、お釣りは出てきたのに、アイ
スが出てこない。
お店の人に言いに行ったら「詰まっちゃうんですよね～」とか言って、新たにお金を入れて出
してくれた。なので二つ出てきた。
（・・・・もしかして以前スイミングのところで二つ出てきたのは前の人が諦めて帰っちゃっ
たのか？だから私の時に二つ出てきたのか？？？）
で、この店員さん「もしよろしかったらお二つどうぞ」って。実にいい対応をしてくれまし
た。ちゃんと？二ついただいてきました。一つ得しちゃったね。
以前某ドラッグストアでガチャガチャ（ガシャポン？て言うの？今は）で詰まっちゃった時が
あって、その時の店員さんは「出てきちゃったものはしょうがないのでどうぞ」といって二つ
くれた。ちょっとやな感じがしたのぉ。
それに比べて今日の店員さんはよかった。

No(101)

nori > うちは、セーラームーンの「ごめんね、すなーおじゃなくて・・・」の
曲   ..2003/04/08(Tue) 21:00 (103)

kayoon > デビルマンは古すぎでしょう・・・？　ゲッターロボなんて私知らない
し・・・   ..2003/04/09(Wed) 02:30 (104)

やつやつお > 正確には破裏拳ポリマーですよ・・　こちら   ..2003/04/09(Wed) 12:26 (106)

kayoon > だって破裏拳の「裏」が書いたとき思い浮かばなかったんだもおおおおお

http://www.wakwak.com/contents1/entertainment/animation/polymer.html
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ん   ..2003/04/09(Wed) 12:29 (107)

■…2003年 4月 7日 (月).......新しいお友達

今日からちゃんと保育園が始まった。
今日から新しいお友達も増えた。ウッキーはお友達が来たことは楽しそうに話してくれた。で
も、お名前はまだわかんないんだって。そのうち覚えるよ。

担任の先生も一人は去年も担任の先生だったからお名前を言えるんだけど、もう一人の先生の
ことは「ひよこさんの先生」って言う。去年ひよこさんの先生だったのか・・・でも、もうひ
よこさんの先生じゃなくなったんだからお名前で呼んであげようね。・・・まだ覚えてないん
だな。

今年からちっちゃいことだけどいろいろ変わった。
コップとお皿を持っていくとか、タオルは毎日持ち帰るとか（これは今まで毎日持ち帰ってな
いほうが不思議なんだけどね）。
出来れば「タオルを毎日持ち帰ります」とか最初に連絡して欲しかった。間違えて持って帰っ
てきたのかと思うじゃない？

No(102)

■…2003年 4月 8日 (火).......毎日不規則よ★

毎日毎日不規則で夜遅いので、いいのかこれでって感じなんだけど、ウッキーは早く寝ないと
いけないので、頑張って早く寝せることにしてるよ。って言っても、私の意に反してテレビの
ために連日遅くまで起きている。本当に遅くまで。こっちが眠い。

今日は、雷がなってた。
ウッキーはすんごく怖がって（音がダメなのねぇ）お風呂上り素っ裸で「ぎゅうううう」って
目をつぶって寝た振りしてた。
おいおい！風邪ひくよ。
「雷様は悪い子のおへそ取りにくるんだよ」と私が子供の頃に言われたことをウッキーにも言
ってみた。
自分が今素っ裸なことに気づいたウッキーは「ハッ！！」として
「やだぁぁ」
パンツはいて私が「ほらおへそ隠れたよ」って言ったもののちょーっと出てるのを見つけてま
たハッ！！「ヤダヤダ」
パジャマを着ておへそが出てないことを確認。ちょっと安心したらしい。
その後も「怖い～」って言いながら布団かぶってた。
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ウッキーはおもしろーい。

今日は雷のおかげ（？）で早く寝てくれたわ～。（ウチにとっては早くって事。）
No(105)

■…2003年 4月 9日 (水).......アイコンイチイチ設定するのが面倒でとっちゃったよ。

春休みも終わって私もどうにか普通のペースに戻れた感じ。
休み中は補講や時間変更でいつもよりちょっと忙しくなるので、家の中がすごいことに・・・
日曜日に見かねてダンナが片づけをしだした。スイマセン。でも、いつもやっていいよ。
洗濯物だけでいっぱいいっぱいだったのよ。
いつも２日に一度お洗濯のペースなんだけど、４日に一度とかだったから・・・おまけに乾い
たものがたためないで山に・・・・その上でウッキーが遊び、私に怒られ、洗濯物は雪崩にな
って、さらに怒られる。

怒ると言えば・・・・誰か怒らないでいられる方法を教えて欲しい。
朝は最近時間をなるべく気にしないようにしたの。おかげでいつも遅刻。
でも、遅刻はいけないじゃない。時間を守る。守らなければいけないということも教えていか
ないとねぇ。
私の仕事は時間で区切られている仕事だから時間は大切なことは自分では解っているんだけど
ね。お仕事は何が何でも遅刻はいけないから。
・・・朝はかなり怒らなくなったんだぁ、これでも。
最近はコンポ。自分でリモコンを動かして音楽を聴くのはいいんだけど、
「タイトルが動かない～（スクロールのこと）」←ディスプレイボタンとスクロールボタンは
違うのねぇ。
「でーきーなーいー」←「＞＞」と「＞＞｜」がわからないらしい・・
「ちょっときてぇ」といつでも、何をしてても呼ばれる。で、大体原因はこの二つ。何度も教
えてあるし、呼ばれるのは大抵忙しくしている時なので、ムムッとしちゃう。私、声がすんご
くとおるのできっとすごくうるさいし・・・
早く操作を覚えてくれぃ。

先ほど、酔っ払いが帰ってきました。どうやら電車を乗り過ごし、お隣の駅までちょっと行っ
て来たらしい。・・・隣の駅でよかったよ。以前「それどこ？」ってところまで行ったことが
あるから・・・タクシーもそれを逃すともうないっていうようなところだったらしく、その最
後の一台と思われるタクシーに乗って帰ってきましたよ。タクシー代も大変でした。
ウチのダンナは時々やるんだよね～。
ちょっと前も「何で俺ここにいるんだ？」って電話がかかってきて・・・そんなの知るか！っ
てねぇ。その時は西武新宿線で折り返してしまったらしい。状況が掴めなかったみたい。時間
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と距離の。
時すでに遅し。ウチの方に来る終電は早いのでもうアウトでした。ブッブー。来られるところ
まで電車で来てそこからタクって来ました。ッチーン￥。
毎度毎度そんなに飲むなって話よ。　　　　　　　　　　　　　　　まぁ、お付き合いもある
からねぇ・・・

No(108)

kayoon > 飲んでもいいからちゃんと帰って来てって話だね   ..2003/04/10(Thu) 01:18 (109)

■…2003年 4月10日 (木).......腕がぁ・・・

２・３日前から腕が痛い。普通にしてればそんなに痛くないんだけど、車の運転で、右折する
時とか、外側にひねる時に痛い。
一番今、辛いのはウッキーを抱っこする時。抱っこしちゃえば痛くないんだけど、抱き上げる
時が痛い。ウッキーにそんな事言っても解らないんだけど、「ママ、今ココ痛い痛いなの」と
言ったらいすの上に乗ってから「抱っこ」ってせがんでた。ウッキーなりに気を使っているの
か・・・？？

腕は商売道具なのにぃ・・・・
実はパソコンのせいかも・・・・とちょっと思っている。
でも、今日は割りと調子いい。このまま治ってくれることを祈るわ。

＊＊＊＊＊＊＊＊
今日、この前突然の引越しを告げレッスンをやめることになった生徒さんのところに楽譜を渡
しに行った。まだ今週くらいは荷物の関係でこっちに来てるって言うのでね。レッスンの後、
ウッキーに「これからお出かけしちゃうけど、一緒に行く？」って聞いたら「ココで遊んで
る」って言うからじぃじ（私の父）が帰ってきていたので「ウッキーは家にいるって言うから
お願いねぇ」とお願いして出かけたの。
２０分位して帰ってきたら、じぃじが「すごいことになってるぞ」って。
どうやらウッキー置いて行かれたと思って拗ねてたらしい。
ちゃんと説明したのに・・・自分でここにいるって言ったのに・・・
ばぁば（母）曰く「椅子を倒して拗ねてた」じぃじ曰く「ドンドン足ならして、俺のことも蹴
ったりしてたぞ」・・・・・・スイマセン。
ウッキーのいる部屋に行ったら机の下で拗ねてた。「ママが帰ってこなかった」って。なんで
だ？きっとすっかり忘れちゃったんだろうな。で、じぃじが「ママは買い物」って言ったらし
いので、「僕も行くぅ～」ってなっちゃったんだろう。ね。

ウッキー、じぃじとばぁばはびっくりしてたよ。あんな風に足をドンドンしたりバシバシする
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ウッキーを見たことないから。私は最近見てるけどね。感情をコントロールできないんだろう
な、まだ・・・・

No(110)

■…2003年 4月11日 (金).......今日から・・・

お仕事で、新しい試みをしてみた。
さあて、どうなることやら・・・・・

＊＊＊＊＊＊＊

ウッキーは今日今年度初のスイミングですっごいうれしそうでした。
お休み中にママとお風呂でスイミングの足を特訓したの。出来たかしらね。
一所懸命やったんだけど・・・・

No(111)

■…2003年 4月12日 (土).......わああああああああああっ！！

寝坊しました。
もう。ダメだよ。気合を入れなおさなきゃ。うりゃ！
９時に家を出ないと間に合わないのに９時に起きた。
ウッキーも寝てる。無理やり起こして、急いで着替えて、着替えさせて、準備をしてジュース
だけ持ってGO！

ウッキーのピアノの先生は本当に怒らない。
遅刻しても（毎度毎度ごめんなさい。）ウッキーが自分本位でレッスンを（レッスンになって
いないが・・）進めても怒らない。
ううーん。見習わなくては・・・・・
今日も遅れて行って、先生が「これ弾こうか」と言っても頭をブンブン「こっちやる～！」っ
てタンバリン（ウッキー曰く太鼓）持ち出して大好きなリズムをやって、さあ弾こうって時に
ピアノを端から弾きだして・・・・それに対しても「すごい上手に順番に出来るね。」って。
その横で私は「・・・・（ちゃんと座って～と心の中で）」
やっと弾いたと思ったら１曲弾いては椅子から降りて変身ポーズかママのところへ・・・・そ
んななのに、「上手に弾けたね。」と○をつけてくれちゃうことも・・・まぁ、確かに弾けば
弾けるんだけど、それは甘すぎじゃ・・・

先生、うちの子怒りたくなりませんか？
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私だったら自信ないなぁ。でも、自分の子じゃなければ大丈夫かもね。かも・・・よ。
まぁ、とにかくピアノもだけど、性格がとってもいい先生なのよ。（ほら、友達だから昔から
知ってるじゃない。）本当に見習うべき人なのよ～。

No(112)

■…2003年 4月13日 (日).......羽生へ・・・

今日はダンナにくっついて羽生まで。
以前にもいったことがあるよ。今回と場所は違うけど。
暑かったね。
パパとウッキーは半袖で過ごしてました。

ウッキーは肌が弱いので、日焼けも実は心配。去年は夏場は毎日保育園の前で日焼け止めクリ
ームを塗ってから行ってました。赤くプツプツしちゃうんだ。
汗かくとカイカイになっちゃうしね。

公園の滑り台でウッキーはおおいに遊んで、待ち合わせの時間になっても「もーっともーっと
遊ぶ！」って聞かなかったんだけど無理やりつれてきちゃった。
ウッキーは知らない子とも平気で遊んじゃう。私できないなあ・・・
一人のお母さんが子供を５人引き連れて来ていてその中に混じって遊んでた。一人で遊ぶより
楽しいよね。

No(113)

nori > たくましいね。ウッキー。千晴もけっこうモノオジしないタイプというか、だれでも平
気っぽい・・・。   ..2003/04/15(Tue) 21:50 (114)

■…2003年 4月14日 (月).......桜

桜も昨日までが見ごろだったね。
でも、私の好きな桜はこれから咲くんだ～。
近所の公園にたくさんのソメイヨシノに混じって２本八重桜があるんだ。
ソメイヨシノより濃いピンクで私はこっちのほうが好き。

No(115)

■…2003年 4月15日 (火).......ドラゴンボール

最近ウッキーのお気に入りは「ドラゴンボール」
でも、私の甥（小学５年生）も漫画読んでるよ。
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ドラゴンボールってずいぶん前の作品な気がするけど、まだまだ流行ってるんだね。
そういえば、ゲームが出たんだね。

ウッキーは歌が聞きたくて。
最初のドラゴンボールの主題歌はレンタルしてなくて買っちゃったよ。
ドラゴンボールZのは借りてきたんだけど、歌詞がわかんないらしくて・・・
書いてあげないと。「歌えない～」って騒いでるから。。。
テレビも月曜日に再放送していることが判明。見せてあげなくちゃ。

No(116)

■…2003年 4月16日 (水).......ダンナ

ダンナが髪を切った。
私は少々長めのほうが似合うと思うんだけど・・・スポーツ刈り。
この頭にするとちょっとオヤジになっちゃうんだよなぁ・・・・
１ヶ月位するとまぁまぁいいんだけど・・・
本人さっぱりしていてお気に入りらしいから別にいいけど・・

No(117)

■…2003年 4月17日 (木).......保育参観

今日は保育参観。
ウッキーはお当番さんだったようで、前に７人（各テーブルから一人ずつ）出ていました。
それで歌う歌う。一体何曲歌ったの？ってくらい歌ったね。全員で歌ったんだけどね。
私結構ノリノリで一緒に口ずさんじゃったりしてうっかり振りまでしそうになってハッと気づ
いてやめたりしました。恥ずかし～い。
ウッキーはさすが２年目なので思ったよりいろいろちゃんとやっていてうれしかったですぅ。
お歌の後「鯉のぼり」制作。
目を貼りつけるだけなのに、「先生って大変ね。」って感じ。

でも、保育園の先生の園児への接し方ってとっても私にとって参考になる。
私も自分の子と同じくらいの子を教えているけどなかなか難しいからね。先生を見てちょっと
お勉強。

ウッキーは制作の途中時々周りを見渡して、私と目が合うと口パクで「だいじょうぶ。だいじ
ょうぶ」って何度もうなずく。・・・そんなに心配そうに見てたかな？
鯉のぼりはきっと来月持ってきてくれると思うので、楽しみにしておこうと思います。
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あ～！お家の「兜」出してないや・・・出さないと・・・・
No(118)

■…2003年 4月18日 (金).......ネットでお買い物

今日ネットで頼んだおもちゃが届いた。（ウッキーのだよ。）
そしたら商品が違った。
途中まではあってるけど色が違う！
んもう！
おもちゃ屋さんのくせに商品名間違えるなんてどういうこと？
電話したら、「ご注文の商品は在庫ございません」って。
在庫があるって言うから注文したのにぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃ！
なんだかおじいちゃんみたいな人が出たからきっとわからないんだな。
「係りの者がいませんので」って。

今までラッキーにもネットのお買い物でトラブったことがなかったのでがっかりぃ。
ウッキーになんて言えばいいんだよぉ。

No(119)

■…2003年 4月19日 (土).......実は昨日

ダンナは伊香保に行っていた。
しかも、木曜の夜に「明日の準備しなくちゃなぁー」って言うんで、
「明日何かあるの？」て聞いたら、「明日は研修で伊香保だよ。言ってあっただろ？」
・・・・・・聞いてなーい！！・・受信メール確認・・・・やっぱり聞いてなーい！

うちのダンナはよく言ったつもりがあるんだよね。昔からそうだった・・・・
でもさ、ダンナは言ったつもりでも、実際その予定が通るけど（今回は仕事だから通さないと
だけど）私なんかは言わないでいきなり何かってできないもんなんだよ・・・・・ブチブ
チ・・・・ブチブチ・・・・

まぁ、いいよ。予定は早めにね。頼むよ。

明日はウッキーのピアノの先生の発表会なんだけど（ウッキーは出ない）聴きに行けないよ
ぉ。ごめんね、先生。お友達がマリンバでゲスト出演だったのでそれも聴きたかった。

No(120)



2013/04/28 13:06♪　DIARY　♪

54/215 ページfile:///Users/yatz/Dropbox/Public/yatzwebのDATA/tackynote.htm

■…2003年 4月20日 (日).......まりあちゃんとありす

今日は一家でパソコンが壊れたというダンナの姉のところに行きました。
ウッキーは「まりあちゃんとありすのトコに行く～」と大はしゃぎ。
うちから姉のところまで車で約２時間早ければ１時間半。
道中「まだぁ？まだぁ？」って・・・・・・・うるさい。

着いたらもううれしくて。
いっぱい遊んだね。
帰る時「もーっといっぱいいっぱい遊びたーい！」腕をぐるぐる回してね。
と言い出して、帰らない気だったんだけど、何とかなだめて帰ってきました。

・・・・って感じ？
No(121)

■…2003年 4月21日 (月).......耳が・・・

自慢じゃありませんがウッキーは肌が弱いです。軽いアトピーです。（とお医者さんに言われ
ました。）
ママである私も丈夫な肌ではないので、ちょっと遺伝したかな。
で、ウッキー今、かわいそうに耳の下のところが切れちゃってるんです。
くすりは塗っているんだけど、あんまりなぁ・・・
季節の変わり目、特にこの季節はママは花粉症。ウッキーは肌がカイカイになってしまいま
す。
ママも、今年は辛いですが、ウッキーもカイカイがひどくてかわいそうです。

私も小さい頃よく耳の下が切れたらしいんですよね。
私の母にウッキーの耳の話をしたら、「ママとそっくり同じになっちゃったの！？」って言わ
れました。
ほんとそんなトコ似なくていいのにね。

髪の毛が今耳が隠れるくらいの長さになっているので、髪の毛がくっついちゃって余計かわい
そうなので、切らないとかな・・・・今の髪型ママとしてはお気に入りなんだけどな・・・

この季節布団もなかなか干せないので（ダメっていわれてサ）早く５月半ばくらいになって欲
しいよぉ。

No(122)
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■…2003年 4月22日 (火).......替え歌？

今日ウッキーは１０時までガーガー寝てまして、１１時頃保育園に行きました。
給食を食べに行ったようなものです。

ウッキーは暇さえあれば歌を歌っているようなご陽気な子供です。
お気に入りは最近聞いているアニメソング。（特にバビル２世、ロックマンエグゼが多いか
な？）
音程もところどころテキトーになっていますが、とっても楽しそうに歌ってるので、「ま、い
いか」と思って聞いています。
で、歌詞なんだけど、かなり間違ってます。・・・というか、作ってます。替え歌です。
まぁ、歌詞は聞いただけでは覚えられないよね。ウッキーには難しい単語もいっぱいあるし。
何言ってるか私にもわからないところもあるしね。
だから、なんとなくあってるけど、「何の歌？」って聞かないとわからないこともあります。
ずーっとずーっと歌ってるから、そのちょっとおかしな歌が私の頭に回っちゃうこと
も・・・・
聞いてると面白いんですよ。本人真剣に歌ってるから。

でも、歌はうまくなって欲しいんだな。いっぱい歌って上手になってね。

No(123)

■…2003年 4月23日 (水).......１時間半

気付けばウッキーの日記になってるね。・・・・まぁいいか。

ウッキーは、今日相変わらずのお寝坊さんで、ママの「起きてぇぇぇ」の声に嫌々目を覚ま
し、半分寝たままお着替えを済ませ、またもや遅刻の９時半過ぎに行きました。
着いた時には年長さんがすでに園の前の郵便局でなんだかポストを磨いてた。地元のケーブル
テレビも取材してたよ。よかった、年長さんじゃなくて。そんな事してるところに遅刻してい
くのは嫌だモノ。

で、９時半に行って、体操教室だけやって１１時に迎えに行っちゃったから、保育園今日は正
味１時間半でした。
休んじゃえばいいのにね・・・・・でも、休み癖がつくといけないかなぁとおもって・・・　

皮膚科に行ってきたの。ちょっと遠いので保育園は仕方なく早退だったのでした。

No(124)
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■…2003年 4月24日 (木).......早々と書いてしまえ

昨夜ウッキーはお昼寝をしていなかったせいか、すこーし早く寝たの。
・・・・・と言っても、お布団じゃないけど。
で、パパがお布団まで運んで一緒に寝てた。私は起きてたのね。

しばらくすると、トントンって階段を下りる音が・・・・
パパがウッキーを抱きかかえてきたの。
「泣いちゃってダメ」って。
私が抱っこしても（パパは寝た）「ギャー！！」って感じで泣き出す。
どこか具合が悪いんじゃないかと心配するじゃない？
とりあえず話しかけてみるんだけど・・・・寝てるらしい。でも、泣く。
怖い夢でも見たのかなぁ・・・・？？？
抱っこして落ち着いたかなぁ？と思ってちょっと下に寝せるとまた「ワーン」て泣くんだ
～・・
しばらく抱っこして落ち着かせてから一緒に布団に入ったけど、朝までに何回か泣いてたね。
その度にこっちも目を覚まして（当然だけどね）ぎゅーって抱っこしてあげるんだけ
ど・・・・
うーんびっくりしたよ。

そのせいか、朝からご機嫌斜め。
保育園もお休みさせちゃった。

No(125)

■…2003年 4月25日 (金).......ほのぼの

ウッキーとの会話１
う「ねぇ、ママ、ウサギはにんじん好き？」
ま「うん、好きだね」
う「タンポポは？」
ま「タンポポ？・・・タンポポはわかんないけどにんじんのほうが好きだと思う」
う「お腹壊しちゃうから？」
ま「うーん・・・壊しちゃうかなぁ？」
う「にんじんが好きなの？」
ま「うん。たぶん」
う「○だから？」
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・・・・・・・○？

ウッキーとの会話２
う「あのね、あのね、赤いりんごときみどりのりんごでアップルになるんだよ！」
ま「？赤いのも青いのもりんごはアップルだよ」
う「違う、赤いのときみどりのでなるんだよ。ジュースの・・・」
・・・・・・・ジュースのパッケージについてたのかなぁ・・・？？？

No(126)

■…2003年 4月26日 (土).......洋子さんの誕生日

今日は私の母の誕生日。

本当は今日は激忙しい日だったんだけど、ちょっと夕方まで仕事が入った都合で、ダンナの実
家に行く予定は後日に回してしまいました。すいません。

で、夜は洋子の誕生日なので、両親、兄家族（兄抜き）とウチ（ダンナ抜き）でデニーズへ。
。。。

そこで、ウッキーは「お子様らーめん」を頼むと言いました。
私はウッキーに「大きいラーメンにしたら？」って言いました。
でも、眠いせいもあって、「おこさまラーメン」と言ってきかないので、それと、「おこさま
ポテトフライ」を頼みました。

（あのね、「おこさまクリームソーダ」のアイスを抜いてくださいって頼んだら、別皿でアイ
スだけ持ってきてくれた。当然と言えば当然？でも、ちょっとうれしかったりした。）

でーーーー
結局、「もっと食べる！」って言ってラーメンを追加しました。・・・・だから、大きいのに
しようって言ったのにぃ。
それもぺろっと完食しました。

でも、ウッキーはヤセヤセなのよね。
いつかドドンと太りだしたらどうしようと思っている。（私がそうだったからさ）

そうそう、今日は洋子の誕生日だけど、兄夫婦の結婚記念日でもあって、義姉のお母さんの誕
生日でもあるんだよ。
みんなまとめて、おめでとう！！

No(127)
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■…2003年 4月27日 (日).......羽生市

今日も、パパのお仕事について羽生市に行ってきました。
野球場も、サッカー場もある結構大きい公園でした。

ウッキー車の中で寝てたので、起きたらもう違うところだったからか？ちょー機嫌悪くっ
て・・・
どこをどう間違えたのか「遊園地に行く！」と車の中でドカドカ暴れだしました。・・・・・
どうやら、今日「公園に行く」といってたのを勝手に大宮公園だと思ったらしく、（大宮公園
には「遊園地」と称したちょっと大きいジャングルジムに滑り台が付いたような遊具だけがド
ンとおいてあるところがある。もちろんウッキーは公園の名前はわからないよ。でも、話をつ
なぎ合わせるとどうやらそこらしい・・・）「ちがーう」と思ったらしい。

何とかなだめて外に連れ出したら、今度は遊ぶ遊ぶ。
公園の近所の小学３年生の女の子二人がかまってくれてずっとその子達の後について遊んで
た。
車に自転車を積んで行ってたから、自転車に乗って。もちろん追いつけなくて・・私はその後
ろを追いかけて・・・
その女の子たちがウッキーのことをいつの間にか「デコちゃん」って呼んでた・・・・ウッキ
ーは実はおでこ広いのよねぇ。
ホント、人に対して物怖じしないっていうか・・・いい事なのかしら・・・？？

ま、うーんと遊んだせいか、帰りの車の中でも寝ちゃって、まだ寝てる。（現在２３：１５）
このまま朝までか？それともヘンな時間に起きてまた「ラーメン食べる」とか言い出したりし
て・・・・

No(128)

■…2003年 4月28日 (月).......謎がとけた。

ちょっと前の日記でウッキーが「ウサギさんはタンポポ好き？」って聞いてきたのを書いたん
だけど、何でそんなことを聞いたのか、なんで「○だから？」って言ったのかが今日判明致し
ました。

保育園から「キンダーブック」なるものを持ち帰ったウッキー。
帰るなり「あのねー、はな組みさんはキンダーブックになったんだよ。見て見てぇ」と言って
開いたページには『ウサギはこんなものがすき♪』の文字が・・・
そしてその好きなものの中に「たんぽぽ」があったの。たんぽぽの文字の前に○印がついて
た。
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「へぇー、ウサギさんはタンポポも食べるんだね」素直に感心したよ。
ウッキーはうれしそうに「クローバーも食べるんだね。ウサギさんにキャベツとにんじん食べ
させてあげるんだー」
なんてかわゆい。（スイマセンおばかで）でも、どこにウサギがいるんでしょうか？

No(129)

■…2003年 4月29日 (火).......走った～。食べた～。買った～。

今日はお休みね～
といっても特に何ということはなかったんだけど・・
今日、ダンナに一月遅れの誕生日プレゼントをあげたの。
ＤＶＤだったので、ダンナは今日はそれを見ていました。
ウッキーが「お外に行きたい！自転車に乗りたい！」と言い出し、強風の中ママの私が一緒に
行きました。
近くの工場の駐車場に行って（結構広いのよ）、ウッキーは自転車で走る走る。私と競争がし
たいらしく「ママも走るの」って。走りましたよ。しばらく走ってないから疲れる疲れる。で
も、何とかウッキーに勝つことはまだできた。勝ってばかりじゃなぁと思って歩いたりすると
「だめ！歩いちゃ！」とお叱りを受けるので真面目に走りました。

で、「今日はどっか食べに行くか」のダンナのひと言で、外でご飯。「牛角」に行ったことが
なかったので連れて行ってもらう。ウッキーはメロンソーダがなくてちょっと最初ごねてたけ
ど、急にバクバク食べだしたりして・・・それも、一つのお茶碗のご飯を「ママ、一緒に食べ
ようよー」って・・・どんな人達？私たち家族って・・・

帰りにビデオが１台壊れていていい加減不便だったので、ちょっと見るだけ・・・と、電器屋
さんに行ったら、また、「これください」って買ってきてしまいました。これから買うならハ
ードディスクのやつのほうがいいのかもなんだけどね。そんな予算はありましぇん。
どうやら私は「○sデンキ」に行くと何か買って帰ってくるらしい・・・いけないわ。

No(130)

■…2003年 4月30日 (水).......お休みday

今日はお休み～
ウッキーもお休み～（お医者に行くから）

でも、プリントものをやってたら頭痛くなっちゃった・・・
なので、ここまで。ちゃんちゃん。
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明日から５月。
No(131)

■…2003年 5月 1日 (木).......五月だねぇ

おととい、昨日とウッキーと二人で休んでたものだから、うっかり今日も保育園があるのを忘
れるとこでした。
急いで遠足の申し込み用紙入れたりコップだー、箸だー、用意して・・・
ま、大丈夫だったけどね。

五月だというのにまだ鼻が快調にならない私・・・
No(132)

■…2003年 5月 2日 (金).......朝から・・・

朝、ウッキーとご飯を食べていたら、ケータイに「非通知」で電話がかかってきた。
お仕事の電話もケータイにしてるので、電話に出てみた。
なんだか「ゴソゴソ」って音がして、なんか低い声で言ってるの。でも、電波が悪いかもしれ
ないなぁと思ったから「あのー聞こえないんですけど・・・」って言ったのね。また低い声で
「ボソボソ」って・・・・もう一度「何言ってるかわからないんですけど、どちらさまです
か？」と言ってみた。そーしたら「○○××＊＊△△」（ここには書けないわ。でも、なんとな
くしかわからなかったんだけど）要するにエッチ系のイタ電だった・・・・・
モーーーーーーーーーーーう！！！！！！！
ものすっご！気分悪っ！
急いで非通知着信拒否にしたよ。

でもね、着信拒否にしても、「着信あり」のメッセージが電話に出ちゃうんだ。気分悪い。

結局その（と思われる）非通知の主はその後も５分くらい置きに３回。その後３０分後くらい
にもかけてたみたい。ヤダヤダ・・・・

この日はなぜかパソコンのメールとネットが出来なくなってしまった。
なんだかやな日だったよ。全く。

No(133)
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■…2003年 5月 3日 (土).......カラオケ

今日は久しぶり。カラオケに行ってきました。
まぁ、子供たちと行ったので、私はあんまり歌わなかった（？）けど、
ウッキーはゲッターロボとか、ドラゴンボールとか（Ｚの主題歌は３回も歌ってた）一所懸命
歌ってた。早口なところとかは追いつかないんだけどね。

ウッキーは今日、トランスフォーマーのおもちゃをゲット。しかも３つも。
でもぉ、変形が難しいよ。
あ！その前に一つメーカーさんに文句言わなくちゃ！「何？あの梱包の仕方は。あんなにワイ
ヤー使って箱にぐるぐるになってたら、使う前に嫌になる。それに遊ぶ前にイライラしておも
ちゃ自体が壊れます。もうちょっとどうにかなんないかなぁ？あと、すーぐ取れちゃう（はず
れちゃう）ところがあるんですけど・・・」

そう、変形が難しい。あれは子供に説明書読んで変形させろって言うほうがどうかしてるよ。
仮に私が説明書を読むのが苦手な人だとしましょう。すんごい大変だ。図を見ても
「？？？？」ってなっちゃうよ。（私は、説明書は嫌い。苦手じゃなく嫌い。機械類は好き。
組み立てるのも雑だけど嫌いじゃないよ）
対象年齢５歳以上・・・・ウッキー７月になったらいいらしいぞ。

ま、私がイライラしながら変形させたりしても、ウッキーが大満足なのでヨシとしましょう
か。。。。。

No(134)

■…2003年 5月 4日 (日).......たくさん寝た。

ＧＷの連休の真ん中だっていうのにどこにも出かけることがなくて・・・
気付いたら９時だった。
寝坊だよ。でも、今日は何も予定はないのでいいのだ。
午前中はダラダラ過ごして、午後はダラダラして・・・っていっても、
何日か分の洗濯物を洗って干して、今日は私もウッキーも多少調子がよくなってきたので、外
に洗濯物を干してみた。
いいねぇ。外に干すとすぐ乾いて。
これでウッキーがひどくならなければこれからしばらくは外に干せるわ。

なんで、洗濯物は干すとタタマナキャいけないんだろう・・・・たたむのが嫌いなんだ。で
も、さぼると山になっちゃうからね。仕方ない。

そうそう、今日中学の時の後輩に会って、まぁ、たまに会うんだけど、話してるうちに共通の
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知り合いが結構いることが判明。「結婚しちゃうと名字がわからない人が多いから説明するの
大変なのよね。」って話して別れたんだけど・・・・
ともにゃん、名字何？

No(135)

nori > GWゆうっくりすごしてるんだね。   ..2003/05/05(Mon) 13:10 (136)

nori > ついうっかり、えんたー押しちゃった。そうそう、名字変わって困ってそうなのは、男
友達みたい。独身時代はたいてい名字で呼ばれてたから、結婚した今はなんて呼べばいいか困
るみたいだよ。   ..2003/05/05(Mon) 13:12 (137)

kayoon > あー！そうね。でも、大学時代の友達からは（知らない人からも）名前で呼ばれてた
んだ。私。   ..2003/05/05(Mon) 22:50 (138)

■…2003年 5月 5日 (月).......サッカー観戦とカラオケ

埼玉スタジアム２００２に浦和レッズvs清水エスパルスを家族で見に行ってきました～。
昨日までは電車で行く予定だったんだけど急遽車で行くことに。
本当はね。スポーツってあまりにも縁遠いからどうかなぁ・・・と思っていたんだけど、楽し
かったわ～。
マッチデープログラムってのを買って見てたら、ウッキーは漢字読めないから、エスパルスの
「トゥット」「（三都主）アレサンドロ」レッズの「ゼリッチ」「エメルソン」しかわからな
いんだな。中でもお気に入りは（何の？何で？）「エメルソン」。言葉の響きがいいのかし
ら？
ママが実はお気に入りの坪井選手を教えても「エメルソンは？」「・・・・」
ウッキーの声援のおかげで（おかげか？）８９分にレッズが１点入れました。エメルソンが。
やったねウッキー。ゴールシーンが見られてよかったですよ。
試合終了後ウッキーは「明日からもサッカーするように！」とグランドに向かって檄を飛ばし
ていました。

終わってからちょっとデンキやさんに行って、見るだけで出てきて。その後カラオケに行きま
した。この前も行ったんだけど、ウッキーが「行きたい行きたい」うるさいのと、パパも行き
たいようなので行くことに。
この前歌ってだいぶ歌えるようになったウッキーは自分の番になるとうれしそうにマイクを持
ってスタンバイしてました。パパは飲みすぎで高音が出ないとほざいておりました。
ウッキーとカラオケに行くと私もアニメの歌になっちゃうね～。時々は普通の歌わせてもらえ
るけどね。

やっぱりアニメの歌は歌がうまい人が歌わなきゃダメよね（本物の話ね）。ドラゴンボールＺ
なんかはいいけど、ＧＴはちょっと・・・別にいいけど。あ、コナンとか犬夜叉は違和感ない
なぁ。闘いものは歌もそれなりに・・・ねぇ・・・（前にも書いたかも）
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スポーツ観戦も楽しいものねということがわかり、また行きたいなぁ・・・ジュビロ戦がいい
なぁ・・・

連休も終わっちゃったよ。

No(139)

■…2003年 5月 6日 (火).......今日は火曜日なのよね。

昨日までお休みだったから、曜日の感覚が変だわ。今日は火曜日よね。
なんだか何か忘れている気がして、何回もいろんなことを確認しちゃったわ。
ボケ？

今日はネットでオークションに挑戦。初めてだったのでいろいろめんどくさかった～。結果
は・・・・落札できなかった。なんだかすんごい額になってきちゃったから諦めた。あ、すん
ごいっていっても、その「モノ」にしてはすんごいって事ね。・・・でも、欲しかったなぁ。
。。。今度出たらちょっとだけがんばってみよう。

今日はCDが届いたよ。サラ・ブライトマンが聞きたくって。ラジオでしか聞いたことなく
て・・・ラジオを聴くのって大抵車の中なので、あの手の曲は熱唱できない。声がうるさいか
ら外に聞こえてしまう。
あ～また声楽習いに行きた～い。歌いたーい。カラオケとは違うんだよね。歌ってすごい楽し
いよ～。。。う～・・・歌いたい！！

ウッキーのＣＤ「ロックマンのテーマ」も届いた。すごーっく楽しみにしていたのに帰りの車
の中で寝てしまったので、聞くのは明日だな。

そうそう、今日（相変わらず）遅く行ったら、「朝の体操始めるわよ～」って。あちゃ～！！
もっと早く来ないと朝お庭で遊ぶ時間がなくなるわ。
ウッキー！明日から頑張るわよっ。。。。（何回思ったかしら・・・）

No(140)

■…2003年 5月 7日 (水).......暑かったね～

今日は暑かったね。
教室は窓を開けられないので、クーラーつけたわ～。
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耳鼻科に行ったの。私がね。
耳が常にかゆい人なので（なんだか耳の中の皮膚も弱いらしいのね～）、耳かきを毎日しちゃ
うんですよ。いけないとは知りつつ・・で、年に２回くらい外耳炎になる・・・・
もう、先生も「耳が痛いのね。いつものね。」って感じです。
一応反省はいつもしてるので、なるべく綿棒を使うようにしているの。綿棒がなくっちゃった
のよね～。

今日は何を思ったのかボケボケで、右と左を間違えてしまいました。
問診票の「どちらの耳ですか？」の欄に○をつける時点で多少考えたんだよね。考えなくても
わかるだろうに！
で、診察室に入って先生が「耳見ますね。」って右側に立った時初めて「あー！痛いのは左で
す～」って気付いたのよ。問診票に右に○がついてたんだよね～。。。はぁ～私っておばか！
先生が「両方見てもお値段は変わらないから見ときましょう」って。ま、右もかゆいからくす
りぬってもらったけど。

右と左を間違えたのは結構ショック。ほんとにボケたかなぁ・・・

No(141)

kayoon > この日記も右と左を間違えて書いてて「意味わかんない」と言われ修正しまし
た。   ..2003/05/08(Thu) 22:47 (142)

■…2003年 5月 8日 (木).......役員会

保育園で役員会がありました。
なんだかよくわからないことのほうが多かったけど、会長さんは大変そうなのはわかった。
来月バザーがあるんだけどそれに向けて準備が始まった。
一番のイベントがバザーなんだけど、みんな役員として日が浅いのにそんなで、バタバタしそ
う。
でも、毎年やってることだからね。邪魔にならないようにがんばるわ。

今日は仕事が休みだったので役員会の後そのままウッキーと帰ってきた。
でも、何にもしなかったなぁ。

夜、ダンナの買い物に付き合って、そのまま近所のお好み焼きやさんに行きました。出かける
直前ウッキーはカレーを一人で食べたので、あんまり食べなかったんだけど、メロンソーダは
いっぱい飲んだ。
私「こなもん」好きなので、お好み焼きとか時々すごーく食べたくなるのよね。
おいしかった。
ダンナと行くと海鮮ものが食べられないので、今度はお友達と海鮮ものを行こう。
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もんじゃとお好み焼きは粉が違うのかなぁ？チヂミはなんの粉？
No(143)

■…2003年 5月 9日 (金).......ありがとうママ

今日ね。保育園から絵を持ってきた。
んで、夜「ありがとう、ママ」ってくれたの。う～れ～し～い！！

そうそう、今日はお仕事がお休みだったので、保育園にお迎えに行った。
帰り「ブランコで遊ぶ～」って遊んだ。いつもはバスだから、たまにだからね。本人「見て見
てー上手になったでしょ？」っていうんだけど、う～ん・・・ただ乗ってぶらぶらしてるだけ
に見えるが・・・
「足を前に出る時は伸ばして後ろに行く時は曲げるんだよ。」
と教えてあげた。一所懸命やってたよ。少しやったらちょっと上手になってた。隣でやってた
一つ上のＫ君が「体も使うんだよ」って教えてくれてね。まねしてやってた。がんばれ～。

買い物に行く途中でふと思いついて、お友達の家に電話をしてみた。
ちょっと顔を見せるつもりが・・・・ごめんなさーい。長居しちゃいました。しかも旦那さん
帰ってきたのに・・・
のんちゃんという女の子（ウッキーと同い年）がいて、最初は慣れてないせいか「ダメダメ」
攻撃だったのんちゃん。でも、そのうち仲良くなって「帰っちゃダメ」って言い出して・・結
局ウッキーを置いて買い物に。戻ってから少し遊んで「もっと遊ぶ」っていう二人をどうにか
説得して帰ってきました。
のんちゃんとは久しぶりなんだけど、ウッキーはもう覚えていないから、新しいお友達って感
じだね。

No(144)

■…2003年 5月10日 (土).......なぜに？

今日は私はお仕事だったので、パパがウッキーと一緒にいました。

仕事中メールが来たので、「？」と思って仕事の合間に見たら、ウッキーがマイクを持って歌
っている姿が・・・・
「なんだかウッキーにカラオケに連れて来られた」とのパパのコメントつき。
なんだかおかしくて笑いをこらえるのがちょっと大変だった。
まぁ、カラオケ行きたいとは言ってたんだけど、ＧＷ中に２回行ってるんだよ。
それなのにまた？
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よっぽどカラオケが気に入ったらしい。
でも、回転寿司の帰りにカラオケって・・・しかもパパと二人して自転車だし。

ま、歌はいっぱい歌わないと上手にならないからいーっぱい歌って上手になってね。
No(145)

■…2003年 5月11日 (日).......バーベキュー

今日は近くの自転車やさん主催のツーリングに一家で参加。
といっても、自転車で行くのはダンナのみ。
一応ウッキーの自転車を車に積んで、私とウッキーは車で参加。
３０キロくらい離れたとこの公園が目的地。オートキャンプ場もあって、そこでバーベキュー
をするんだって。

公園には大きな滑り台もあってウッキーは大喜び。
きれいなところだったよ。わりと新しいみたいだし。
参加者も３０人くらいいたらしいから、バーベキューはすごい量でした。
ウッキーが「遊ぶ～～～」って言うからバーベキュー真剣に食べられなかったよ。（結構食べ
た気も・・・）

ほんとウッキーは知らない人も全然平気だから、みんなのことをデジカメで撮って回ってた
よ。皆さん優しい方だったのでよかったよ。

広いところをウッキーは自転車で走ってそれを私は早足で着いて行ったから疲れた・・・で
も、楽しかったね。

帰り眠かったんだと思うけど、ちょっとわがままちゃんになったウッキーは「パパと自転車で
帰るーーー！！！」・・・・おいおい、３０キロはムリだよ。
「ヤダー！」
・・・・・この件はどうにか無理やり車に乗せて解決。・・・・解決？
車の中でも、「明日もバーベキュー行く！」ってうるさかった。
ま、そんなに楽しかったのね。
機会があったら行きましょう。ね。

No(146)

■…2003年 5月12日 (月).......いっつも歌ってるよ。

ウッキーはいっつも歌ってる。
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ねむーい時にウッキーの歌がテレビより大きく聞こえるとちょっとイラッとくるけど（これは
私の都合だからいいんだけどね。）、いつもご機嫌に歌ってる。
しかも、よく聞くとメドレーみたい。切れ目なくどんどん曲が変わってる。
でも、カラオケ通いの成果かだんだん歌詞もはっきりしてきた。音程は・・・・（うーんイマ
イチ）だけどね。これからこれから。

私の仕事で言えば今日から新時間になったので、私も間違えないようにしないとだな
ぁ・・・・って感じです。慣れるまでに２週間くらいかかるんだよね。

ウッキーは今日一生懸命ピアノを練習した（いつもよりは）実はおもちゃがかかっていてその
ために頑張っている。・・・・あんまりよくないんだけどね～。。しかもパパには一応おもち
ゃの件は内緒になってるし。この日記見たらばれちゃう。
いつもはママがいないと練習しないのに、今日は「ママは見ちゃダメ！」って言って隣に座る
と怒る。でも～、なんだかいっぱい弾いてたみたい。
このまま毎日弾いてくれるといいんだけど・・・
あと、先生の前でも、ちゃんとやってくれぃ。頼むよ。

今週は晴れた日に草刈に行かなければ・・・
No(147)

■…2003年 5月13日 (火).......草刈

行って来ました。草刈。
先日充電式の園芸用バリカンをと電池式の噴霧器を買ってきたので、
草刈と除草剤を撒きに行きました。
さすがに鎌で刈るよりは楽だったけど、安全設計のため、手を離すととまってしまうのです。
だから、ずっとスイッチを握ってなければいけないので疲れました。なんだか草もいっぱい生
えてたし・・・
除草剤も、あんまり撒きたくはないんだけど、しょうがない。一応、人、ペットに優しいとい
うやつにしたんだ～。土に残らないって書いてあった。。。

実は今日その後私ピアノのレッスンだったんですよ。
もう、手がだるくなっちゃって・・・やっと弾いてきました。
先生ごめんなしゃ～い。

今日は分刻みのハードスケジュールだったのですが、ある程度時間を有効に使わないとなの
で、これからはダラダラしないようにいろいろピシッとやっていこうと思います～。

No(148)

nori > 草刈って、団地とか町内会とかの？？   ..2003/05/14(Wed) 18:34 (149)
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kayoon > 毎年草だけ刈ってるところがあるんですよ。上がなかなか建たない
の・・・   ..2003/05/14(Wed) 20:26 (150)

■…2003年 5月14日 (水).......ダメダメ

昨日、ちゃんとすることを心に決めたのに・・・・今日はだめだった。
・・・・・だって手が痛いんだもん。昨日の草刈で筋肉痛。手をグーにすると痛い。でも、ピ
アノは弾けちゃうんだなぁ。

そうそう、今日はミスドのピングーのお弁当箱が（やっと）入荷したので取りに行ってきまし
た～。
もちろんついでにドーナツを買った。（トゥイーティーのガーデニンググッズの点数を貰った
けど興味がないからいらなーい。）
でも、うれしいわ～。
やっぱりかわいいわ～。
仕事帰り疲れた身にちょっとうれしい出来事でした～。

No(151)

■…2003年 5月15日 (木).......餃子

珍しく餃子を作った。・・・・のは昨日。

最近ウッキーは毎日ピアノの練習をしている。
練習なのかどうかはわからないけど、とりあえず弾いてる。
初日はいっぱいやったんだけど、だんだん回数が減ってる気が・・・・
おもちゃがかかっているので一応頑張ってるみたいなんだけどね。

練習は毎日の積み重ねなのよ！

と思って見ています。
No(152)

■…2003年 5月16日 (金).......今日のお仕事

今日のお仕事はちょっとハードだった。
疲れた。最後のほうはお腹も「ぐうぐう」なっちゃって恥ずかしかったわ。

今日ウッキーのお箸を入れ忘れたらしい。。。あちゃ。
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夜「ママ、お箸入れ忘れたでしょ！」って怒られちゃった。
先生が貸してくれた？って聞いたら、「ひなちゃんが貸してくれた」って。
ひなちゃんありがとう～！！
全然気がつかなかったよ。他のものはちゃんと入れたのにね。ごめんなさい。気をつけます。

No(153)

■…2003年 5月17日 (土).......書いているのは１８日

ダンナが実はケイタイを３つ持ってる。持ちすぎだ。
で、一つを解約しようということになった。
でも、それは私も使っている会社なので、割引が効かなくなる。
そうするとちょっと痛いなぁ・・・・

ということで、私もホントにケイタイの会社変更を考え中。

「カメラ付きなんていらない」と思っていたが、ダンナが最近買ったカメラ付きを遊んでみて
ちょっと欲しくなったりした。いや、かなり欲しい。
欲しいのがあるの～。大好きなピングーが付いてるらしい。それを知るまでは他のが欲しかっ
たんだけど、ピングーが付いてると付いてないじゃ話が違うわ。・・・・・でも、ちょっとお
高い。
なので、替えるのは来月以降になりそうだけど、（替えないかもしれないけど）考えるだけ考
えてみる～。。。

No(154)

■…2003年 5月18日 (日).......ダメ出し。

ウッキーの体操服にお名前を付けないでいたら、園からお名前の書いてある布と「なまえを縫
い付けてください」のお知らせが来てしまったので、縫うことになりました。
まつり縫いが嫌なのよね。
で、もう少しで縫い終わりーってトコで「ん？ちょっとまがってる？」って思ったのね。で
も、縫い直すのはめんどくさいから「これでいいよね？」とお伺いを立てたら「ダメーやり直
しー！！！」って言われちゃった。・・・いやだ。と思っても、やっぱりやり直しました。疲
れたよ。

まだ縫わなきゃいけない物があるんだよなぁ・・・ミシン出さなきゃ。

右腕が痛い。ナゼ？
No(155)
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■…2003年 5月19日 (月).......手に入れてしまった人

今日理由があってウッキーは園を休んだ。（病気とかじゃないよ）
じいじとばあばについて行ったのだ。
それで、ついに手に入れてしまいました。マシンロボレスキューのロボット。
・・・・こんな短期間にいくつもおもちゃ買ってぇ。いいんだろうか・・・
トランスフォーマーもまだ買う気らしいし、マシンロボも・・・・なんだかウッキーはそろえ
るのがお好きらしい。
はぁー・・・揃えると大変なんだよぉ。やだよぉ。

今日はオークションをしたりした。入札ね。
でね。
終了３分くらい前に私以外の人が最高額をつけたというメールが来たんだぁ。
で、急いでケイタイでやってもつながらなくて、ダンナに「早く終わりにして」ってお願いし
てパソコンでアクセスしたんだけど、混んでてダメですって。で、時間切れ～！！
しばらくしてアクセスしたら、終了してたんだけど、最高落札者が私になってる。。。。なっ
てる？ん？なぜ？なに？
よくわからない～。でも、落札できたならメールが来るよね。ね。
ん～ダメならダメでいいんだけど、いいならいいではっきりしたい～！！！
こんなんあるのかなぁ？

No(156)

kayoon > やっぱり混みあってたらしい。今日見たら違う人が落札してた。   ..2003/05/20(Tue)
13:36 (157)

■…2003年 5月20日 (火).......じつは・・・

今までダンナは免許がなかった。なくなってた。
それはもう大変な一年でした。
で、今日は免許を取りに水戸まで行ったの。
なんとなく大丈夫な予感はしてたんで、心配はそんなにしなかったんだけどね。見事、合格し
てきました。・・・・・よかったよ。水戸遠いんだよ。何回も行かれちゃ大変だよ。。。

試験官の方にも言われたそうだけど・・・
「もう取り消しなんかなるなよ」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・頼むから。
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でも、まだ講習があるんだって。まだ大変だ。

No(158)

nori > 取り消しい！！それはいったいどんな・・・。まあそれはいいとして無事復活してよか
ったですね。一安心。   ..2003/05/20(Tue) 22:30 (159)

■…2003年 5月21日 (水).......「そういうのは知ってる～」

最近のウッキーの口癖は「そういうのは知ってる～」です。
例１）ママ　　「ご飯食べなさ～い」
　　　ウッキー「はいはい。そういうのは知ってる～」

例２）ママ　ゲームをしていて出来ないウッキーに向かって
　　　　　　　「ここのボタンをこう押すんじゃない？」
　　　ウッキー　語調を強めて
　　　　　　　「そういうのは知ってる！」

・・・・一日に何回も「そういうのは知ってる～」って聞くよ。ほんとに知ってるのかなぁ？
って感じだけどね。

その他に「ずるい」も口癖になりつつある。いい言葉ではないので禁止令が出てる。
この前ソフトクリームを「買って～」と言われたの。その少し前トイレに行った時ちょっとお
腹がゆるい？って感じだったので、「今日はがまんしよう！」って言ったら、ダーって走って
クルッて振り返っておっきな声で「ママズルーイ！ケチー！」って叫んだ。
ママはズルくもないし、ケチじゃない！
この件は「こうこうこういうわけだからやめようって言ったの」と言い聞かせたんだけど、そ
の日の夜とかもじぃじやパパに「ママは今日ずるかった」などと言ってた。。。（- -#)　

No(160)

■…2003年 5月22日 (木).......カルシウム不足か？

今日は怒鳴りつけてしまった。
ウッキーじゃないよ。生徒さんのこと。
「少しでいいから練習しよう」と言っても「出来ない」
「ピアノ上手になるには練習しないとだよ」「弾きたくないんだもーん」
もう、何言っても「やだ」「出来ない」「ムリ」とか後は屁理屈ばっかり言ってて、かなーり
我慢したんだけどガガガガガーって怒鳴っちゃったなぁ・・・
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（怒鳴った時クラ～ってきちゃってヤバッて思った。血管切れたらどうしようって。）
怒るのはいけないと思っているので、いつも結構我慢してるんだけど、今日は言っちゃったな
ぁ・・・・
「もういいよ。もう帰りな」って本しまっちゃった。
そうすると「ヤダ、帰らない」ってやりだすんだよね。
だから、「やるんだったらなるべくい一日一回でいいからピアノ弾いてね」って言ったらやー
っと「わかった」って言ってくれた。
怒鳴っちゃったからちょっと反省。

家に帰ってからも、ウッキーがおもちゃを壊したらしく「元に戻せない～」ってお願いに来
て、直してあげたそのそばからまた壊す。。。。。イライラ。
「お風呂入るよ～」って言っても返事もしないでおもちゃの本を眺めてる。。。
あーーーーーーーーーーーーーもーーーーーーーーーーう！！！！

イライラするのは未熟だからか？修行が足りないね。
カルシウム不足かなぁ？シラス買ってもウッキーが１パック食べちゃって私の口にはちっとも
入らないしなぁ。。。

No(161)

■…2003年 5月23日 (金).......明日は遠足

何でだか遠足のことで頭がいっぱい。
やっぱりお弁当を作らなきゃ・・・・っていうのが原因かも。
去年はウッキー何がなんだかわからないうちの遠足だったけど、
今年はすんごい楽しみにしている。
だったら早く寝てくれよ。あした起きられないよ。
私も予定では５時起きなので早く寝たい。
でも、明日の準備をしなくては・・・・お弁当の下ごしらえ。
さっさと終わらせて寝ましょう。

No(162)

■…2003年 5月24日 (土).......遠足～

行ってきました。遠足。
楽しかったようですよ。
私は疲れました。楽しかったけど。
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珍しく早起きをして、「家を出るのにこんなに余裕があるのははじめてー」ってくらい。ウッ
キーも早起きをしてご飯も食べ、お着替えも一人でして「早く行こうよ～！！」と（８時２０
分に家を出るのに）７時半ごろからリュックを背負って足踏みしてました。

東武動物公園に行ったんだけど、そこに入るまでにすんごい混んでて（土曜日だからかな
ぁ？）１０時到着予定が１０時半くらいになっちゃった。で、それから写真を撮って、自由行
動。
今回はウルトラマンショーがあったので、それが１１時半。集合時間が２時２０分。ショー見
てお弁当食べて終わりじゃん！！みたいなスケジュールでした。もちょっと早く着いてたら、
ショーの前に動物を少しゆっくりみられたのになぁ・・・しょうがないよね。

他にもいろんなところの遠足があったから、すごい混んでたよ。
でも、ウッキーは楽しかったようなので、よかった。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
遠足の後、ユメユメのおうちにお邪魔して、結局７時半過ぎまで居ました。
いつもいつもスイマセン。本当ご迷惑おかけします。
ウッキーは大満足。帰らせるのが一苦労でした。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

今日は遠足だから時間に終われちゃったので、今度またゆっくり行こうね。
ウッキーにも約束しちゃったし。

No(163)

■…2003年 5月25日 (日).......あわあわ～

昨日の夜からおすしが食べたいと言っていたウッキー。
でも、昨日行った和食系ファミレスに前はお寿司があったはずなのに・・・
なくなってた。
なもんだから、今日は朝から「お寿司～お寿司～」とうるさかったので、ダンナは用事があっ
て夕方いなかったので、お友達と回るおすし屋さんに行きました。行きたがるくせにあんまり
食べないんだよね～。いくらとマグロのサビ抜きくらい。後はゼリーとかね。あとね、ずっと
回ってるの見てるんだ。
ま、念願のおすし屋さんだから満足したでしょ。

その後近くのお店でいろいろ買って帰ってね。
ウッキーがあわあわになる入浴剤を買ったの。私は今まで使ったことなかったので、初めて。
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ウッキーはお友達のお家でお風呂入れてもらったりする時に使ったことがあるらしい。
すごいね。あんなにあわあわするとは思わなかった。
ウッキー大喜び。いつもはなかなかお風呂に入らないウッキーがさっさと服を脱いで入ってく
れたの～。
中でもいつもは「もう、出る」とか言ってさっさと出ちゃうのに今日はこっちが「出よう」っ
て言っても「やだ～！」って。
でも、面白かったよ。あわあわ。
こんなにすんなり入ってくれるんだったら毎日でもいいわ。と思ったりして。

お風呂早く入っちゃったもんだから、「もう一回入る」とか言ってるし・・・

No(164)

■…2003年 5月26日 (月).......恐れていたことが・・・・

最近ウッキーが虫かごを欲しがるの。
虫かご・・・と言うことは？
虫取り？

イヤーーーーーーーーー！！！

恐れていたことがついに来てしまったわ。
去年まではウッキー虫を怖がって触ることは出来なかったの。
だから、いとこのところでカブトムシやらクワガタやらをいっぱい飼ってても見るだけで満足
してたのね。
服に付けただけでパニクってったくらい。

保育園で虫好きなお友達でもいるのかしら？

私は嫌よ～！カブトムシ捕りに行ったり出来ないわよぉぉぉぉ！！
パパに任せよう。
または、いとこのあっくんにお願いしよう。ウッキーはあっくん大好きだし。

男の子だからいつか虫に目覚める時が来るとは思っていたけど・・・ついにきたのね。
私なんて、今月号のしまじろうのふろくの「いきものクイズカード」をウッキーとやってるだ
けど気分悪くなってくるっていうのに・・・・はぁ。

No(165)



2013/04/28 13:06♪　DIARY　♪

75/215 ページfile:///Users/yatz/Dropbox/Public/yatzwebのDATA/tackynote.htm

■…2003年 5月27日 (火).......ダメかもぉ・・・・

今日はダメデーでしたね。
気分から体調から全て優れずどういうわけか短気な私に輪がかかってスーパー短気な私になっ
てしまいました。

どうやら、ウッキーはパパに似ている。（そりゃ、親子だから）
外見も似てるけどぉ（ちょっと不服）性格が似てるかも。
時間を気にするくせに、ギリギリでも慌てないとことかソックリ！！
凝るところとか、パソコン好きとか、テレビを見てると人の話を全然聞かないとか・・・あ～
ソックリっ！！

その、時間の件で今朝祐希にムカムカしちゃって、本を床に叩きつけちゃったり、仕舞いには
ウッキーをバシッと・・・・(もちろん思いっきりじゃないですよ）
うー・・・・そんなことしたくないんだよぉ。ウッキーにいい事ないんだよぉ。わかってる
よ。そんなこと。
でもさ、９時に行かなくちゃ行けないんだよ保育園。遅い人は遅いけどね。
いつも、９時半くらいなんだよ、ウッキー行くの。時々ウッキーだけいろいろ遅くなっちゃう
んだよ。朝のお外で遊ぶ時間もなくなっちゃうし。

でも、怒るのが嫌で放っておくと本当にいつまでも園に行こうとしないからそれも困る。それ
で去年は結局休むということを何回かやってるんだ。

ご飯を集中して食べないのが一番私の逆鱗に触れるところだね。テレビをつけておくと口が動
かないからと思って消しても、一口食べると本を見たりしてる。「食べちゃいなー」って声を
かけても聞こえてないみたい。優しく言ってるうちは全然言うこと聞かない。「食べちゃえっ
て言ってんでしょ！！！！！」と、近所に筒抜けの大声を出さないと動かない。何で？優しく
言ってるうちに動けばいいのに・・・・そりゃね、ウッキーはウッキーの考えで行動してるの
かもしれないよ、でも、「今やらなきゃいけないこと」っていうのを考えてくれぃ。朝は特に
ね。

そんなこんなでイライラムカムカは一日続く。ホルモンのバランスかなぁ？？
お仕事でも、いつもは何てことないことも「イラっ！」てくるんだよね。
頭抱えて「いや～～～！！」って叫びたい気分だったよ。
私ダメかも～って。
どうにかしてくれ。私。

以前、簡単な性格テストみたいので私って「やらなきゃいけない」とか「やるべき」っていう
のをとっても気にするらしい。あたってるかも～！！
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それに間に合わなかったり、出来なそうだったりすると余裕がなくなるんだそうだ。・・・・
そうね。そうかも・・・・と思った記憶がある。

No(166)

■…2003年 5月28日 (水).......うってかわって

昨日とは全然違う気分。
やっぱりホルモンの関係だな。うん。

今日はウッキー保育園を休んじゃいました。
といっても、怒るのが嫌で休ませちゃったわけではないですよ。
皮膚科に行ってから遅れていく予定だったの。でも、行く前にいろいろやってたら遅くなっち
ゃって、給食にもまにあわなそうだったから「休みます」って。

お医者の後二人でファミレスに行った。二人でお外でご飯なんてめったにないことなのだ。な
んだか、テレビみたいな（みたくないけど）画面のある席に座ったので、ウッキーがいろいろ
やってた。「３つまでよ」とかいいながら５つだった・・・・（昨日の私なら「何してんのよ
～！！」とか怒ってただろうなぁ・・・その前にファミレスに行ってないか。）
楽しかったよ。

保育園に行かないとお昼寝が大変なのよね。時間がずれちゃう。
アレルギーのお薬が眠いので、余計大変。ちょうど、仕事中に寝て、起きだす。そうすると私
がいないとダメだから抱っこになるでしょ？・・・・ごめんなさい。その時間にあたった生徒
さん方・・・

でも、今日は気持ちにも余裕があって、あまり怒ることもなかったかな？
もしかして保育園が負担になってたりする？？？うーん・・・・

No(167)

■…2003年 5月29日 (木).......あちゃ！

今日は保育園で午前中から役員のお仕事があったので、ウッキーも一緒の時間に行った。
園の前に車を止めて「あれ？」・・・・「あちゃ～！！全部忘れてきちゃったよ！」
今日は直接お仕事に行くので、それの用意はしておいたんだけど、ウッキーのリュックを置い
てきてしまいました。まーぬーけー！！
かろうじて帽子はかぶっていたんだけど、園服は暑いからと脱がせてそのまま車の中に置いて
行っちゃうし・・・先生におはようございますよりも先に「ごめんなさーい。手ぶらで来ちゃ
いました～。取って来まーす」
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と言ってまた家に・・・・
役員のほうもちょっと遅れることに・・・

今日はこんな暑いのにこんなお天気いいのに日焼け止めを塗ってこなかったから先生にそれも
託して・・・・

ちょーおまぬけな私。大丈夫かしら？本当に・・・

絶対おかしいよ。
昨日も「○○しなくちゃなぁ・・」とか言ってその場に行ったら「ん？何だっけ？何かしよう
と思ってたんだよなぁ・・・？？」とか考えちゃってるし・・最終的には思い出しましたけど
ね。
絶対先週生徒さんを怒鳴ってくら～ってした時に血管２・３本切れたとみたね。（ウソ）

No(168)

■…2003年 5月31日 (土).......昨日はさぼっちゃった。

今日はウッキーピアノのレッスンの日。
朝相変わらず怒られながら準備をして、相変わらず遅刻していきました。ゴメンナサイ。（あ
んまり毎回遅刻なので「ゴメンナサイ」も真実味がなくなってくるよね。）
先週お休みして、その間結構頑張って練習していたんだけど・・・・
何でかなぁ？？先生の前だとふざけちゃうんだよね。
ピアノの前に座ってられないの。（練習の時は一人で一応ちゃんと弾いてるんだけどね。）
タンバリンだとか出して「これやる～」とかさ・・・・
いっぱい練習したんだからピアノ弾いてよ！って思うんだけどね。
やっぱり先生がいるっていうのがちょっとウッキーなりのプレッシャーなんだとは思うんだ。
ほら、誰だってお家で練習している時が一番リラックスしてて変に緊張しないから上手でし
ょ？

でも、今日は（ウッキーにしては）頑張った。うん。頑張った。かな？
練習した分は全部弾けなかったけど、たくさん（？）○ももらえた。(先生が超やさしいから
な。）
まぁ、おもちゃがかかっているからとはいえ練習してくれるので、これからも頑張って欲しい
です。

No(169)

■…2003年 6月 1日 (日).......ゆっくりなんて・・・・
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最近疲れているかも・・・と思ったから今日はゆっくりしよう。
と思っても、ちっともゆっくりなんて出来ないじゃん！！
朝から、発表会をするための会場取りに行ったら、すでに遅く、１２月分はすでに埋まってい
ました。グスン。。
どうしようどうしよう・・・と思ってとりあえず帰宅。
いろいろ近くのピアノの置いてあるところを探してみるんだけど、私いろいろ勝手にやりたい
たちなので面倒なのは嫌なのよね。。。。
なので、いつものところで、１１月に取りました。予定より１ヶ月ほど早くなるかも・・・・
大丈夫なのかしら？？？小中学校の予定を調べないとなぁ。。。それによっては変更しなき
ゃ！
でも、とりあえず会場を押さえた。

それから、ウッキーが「マクドナルドに行きたい」って言うので、ＧＯ！
ついでにダンナのワイシャツやら靴下やら購入。
その後ダンナが「見るだけでいいんだけど・・・」とスーパーオートバックスに行こうと言い
出した。ダンナのカーオーディオが壊れていてラジオしか聞けないので、家族でお出かけの際
ウッキーが聞きたいものが聞けないんだよね。ってかなり前から不便だったので車をダンナの
に乗り換えてＧＯ！運転は私。だってダンナは今週末にならないと免許が・・・・
「見るだけ」だったんだけど、買っちゃった。
何でもそうだけど高いものは高いね～。ウチはお買い得品の中から買いました。

それも終わって家について、ちょっとゆっくりしてたらさー、ダンナが６時から用事があるの
は知っていたんだけど、帰ってからずっとさっき買ったオーディオをいじっていたのよ。で、
戻ってきたら「５時になったらご飯食べたい」・・・・何言ってんのよ。あと５分くらいじゃ
ん。そんなの帰ってきてすぐ言ってくれよ。準備ってもんがあるんだよ・・・・って感じでし
ょ？ダンナは「ご飯」て言えばご飯が出てくると思っているのか？

だんなが出かけた後ウッキーと二人でご飯。明日からウッキー夏服だからその準備。

私はいつ休むの？？？の？の？

茶碗だってお洗濯だって後に回せば増えるだけだし・・・わーん。
No(170)

■…2003年 6月 2日 (月).......新聞を見ては、テレビを見ては・・・・

もう、昨日から新聞を見ては泣き、今日は朝からテレビを見ては泣いてました。
かわいそすぎだよ。
医者の怠慢だ！ひどすぎる。
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テレビを見ていて辛いです。

こういうニュースがなくなるといいのに・・・・
No(171)

■…2003年 6月 3日 (火).......ぬいもの・・・

保育園でのバザーに出す縫い物をしました。
ミシンがね。重くて、無駄に大きくて（私にはそう感じる）、使いづらいので、出すのもめん
どくさくって、縫い物はなかなかやらないでいました。
でも、期日も迫ってきているので、重い腰を上げて、縫うぞぉ！って事に。
「きみどり？」と思って下糸を巻いてたら下糸だけで糸がなくなっちゃったよ。ガーン・・
でも、大丈夫。「布の色を選ばない糸」というものがあった。何年か前に買って使わなかった
の。
でも、普通の糸とちょっと違うから（あの・・・あれよ・・テグスみたい）なんだかゴワゴワ
しちゃった。
タダでさえ得意分野じゃないから（好きな分野なんだけど得意ではない）コレでいいのかな
ぁ？？？と作りながらも思ってしまう。

時々ロックミシン欲しくなるよね。絶対年に一回くらいしか使わないけどサ。

ついでにウッキーのものを作ろうと思っていたんだけど、仕事の時間になっちゃったので、ま
た後で。

ふう。
No(172)

■…2003年 6月 4日 (水).......今は６日早朝

この日はちょっと恥ずかしいことをしたので書いておこう。

某サティ、ウッキーと二人、下りエスカレーターでのこと。
「せーの！」で乗ったはずが・・・・ハッ！ウッキーは乗ってない！
ま「黄色い線の後に乗ってごらん」
う「怖い～」

どんどん私は降りていく～・・・・
しょうがないから逆走して一所懸命上っても？上っても？同じ場所～・・・



2013/04/28 13:06♪　DIARY　♪

80/215 ページfile:///Users/yatz/Dropbox/Public/yatzwebのDATA/tackynote.htm

最後には２段ずつ上がってやっとウッキーの手をとって乗せることに成功。

この間他に人が来なかったのは幸いでした。
恥ずかしかった。ちょっと疲れたし・・・・

No(173)

■…2003年 6月 5日 (木).......同じく

役員会で朝から保育園でした。
１４日のバザーまであと少し。頑張らなければ・・・・
・・・と言っても私は何にもわからないからぁ・・・言われた事だけやってるんですけどね。

なんだか朝から頭が重くって、でも、何とか役員の集まりも仕事も大丈夫だったんだけど、仕
事が終わったとたんにものすごく痛くなってきて、家で少し横になってた。・・・のはいいん
だけど、起きてから寒くて寒くてゾクゾクする感じ。頭も痛いし。コレは風邪かも・・・と思
ったので、とっとと寝させてもらいました。
でも、２時間くらい寝たらおきようと思っていたんだけど・・・結局朝５時でした。でも、す
っきり！・・・・？？

どうやらウッキーをパパがちゃんとお風呂に入れてくれたようです。さんきゅ～。
No(174)

■…2003年 6月 6日 (金).......ウッキーに

今日はウッキーにギターを買ってあげた。
小さい（？ミニギターね。）赤いギター。
とりあえず喜んでくれた。
びゃんびゃん弾きながらドラゴンボールＺを歌ってくれました。
まぁ、楽しそうでした。

最近買い物が多くて・・・・いけないわ！
少し自粛いたします。

No(175)

■…2003年 6月 7日 (土).......実は・・・

この前、頭が痛くて早めに寝たじゃないですか。
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実は昨日も頭が痛くてクスリを飲んでちょっと早めに寝たんですよ。
そうしたら、ウッキーが「どうして夜は元気じゃないの？」ってお布団の中でうるうるしなが
ら言うんですよ。
こっちも好きで頭痛くしている訳ではないんですが・・・・こっちもうるうるしちゃいます。
でも、まぁ時期が時期なのかもしれませんが頭痛いのはどうにかして欲しいです。怖いし。
毎月１・２回は頭が痛くなるんですよね。
今ちょっと、夜になるとまた痛くなるんじゃないかと不安です。
１０：３０現在大丈夫ですが。
頭痛持ちはいやっすね。

No(176)

■…2003年 6月 8日 (日).......カラオケ

今日はダンナがテニスに行ったので、ウッキーと二人。
ゆっくりは出来ないね。
ウッキーが「パパがテニスだから、僕はカラオケ」と勝手にスケジュールを決めてしまったの
で、カラオケへ。
どうせ、ウッキーが歌いたいだけだからと１時間で。
まさにウッキーショーでした。
でも、１曲だけ「ママが歌って」って歌わせてもらいました。
聖闘士星矢の「ペガサス幻想（ファンタジー）」（笑）
コレはウッキーには難しいんだって。だからママの担当なの。
それ以外は「デビルマン」に始まりちょっと古めのアニメの曲とか最新は「ＧＯ！ＧＯ！レス
キュー」まで、一時間のうちママが歌った１曲を除いてずーっと歌っておりました。

二人で行って飲み物一杯ずつで１０００円でおつりが来たから、まぁいいかって感じですね。

帰りにアイスを買ってきた。
ウッキーは朝もろくに食べていないので「アイスはご飯食べてから！」「今はダメよ！」と強
く言ったところ、
「いい、外に出てく」って言ったのよ。
もう！「はいはい。どうぞ」って言い返したら、襖から顔を出して小さな声で「クソッ！」っ
て言ったのよぉぉぉぉっぉっぉぉぉ！！！！
そんな言葉を聞き逃すはずがないじゃない！！！
バン！って襖を開けて「今なんて言ったの？誰が言ったの？」って詰め寄っちゃったわ。しか
もウチではその言葉は禁止なはずなので、そんな事言った日には２階に・・もしくは隣の部屋
に入れられちゃうのよね～。（２回は夜は暗いし、隣の部屋は普段あまり使ってないので、暗
いのだ。ウッキーは怖いらしい）
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で、今日も抱きかかえられて「そんな事言う子はここに入ってなさい」って隣の部屋に入れら
れそうになったウッキー。
大泣きをして、「ママがいじめたー！」って。
ちょっとぉ、窓も開いてるんだし本当にいじめたと思われたら嫌だわ～と思ったね。
でも、その後・・・
ま「そういうことは言っていいの？」
う「だめ」
ま「今言った人がいたね。誰？」
う「ウッキー」←まぁ、自分でウッキーとは言わないけどね。自分の名前ね。
ま「じゃ、ママがイジワルなの？ウッキーが悪いの？」
う「ウッキー」
ま「じゃ、なんて言うの？」
う「ごめんなさい」
で解決いたしました。

でも、結局その後「ガリガリくん」を食べ、さらにソフトクリームみたいなアイスを食べ、し
かも、「大きいから食べられない」と残し、さらにさらに「チョコモナカジャンボ｣に手をつ
けようとしておっこられてるんですけどね。やれやれ。

No(177)

■…2003年 6月 9日 (月).......調子悪ッ！

朝から調子悪くて、午前中はじーっとしてました。
やだねぇ。
調子悪いのは・・・
で、ご飯も殆ど食べなかった。（しばらく食べないほうがいいくらいなんだけどね。）
午後は何とか復活。お仕事も出来ましたよ。
でも、ご飯はちょっと・・・

これから少し早く寝ようと思って今日はちょっとだけ早く寝ることが出来た。
その時事件（？）はおきたのよ。
となりにいたウッキーが私のあごに頭突き！
ちょうど歯のところにあたったので痛くって痛くって。
それなのにウッキーったらごめんも言わずにゲラゲラ笑ってるから「もう！あっちで寝て！」
言っちゃったの。
そうしたらなにやら階下におりていったみたいで・・・
なにやらパパに訴えてるらしい・・・
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しばらくして戻ってきた。「ママごめんね。」って言いながら。

朝パパに聞いたら、「ママにいじめられた」って言いに来たって・・・・おいおい！痛い思い
をしたのはママです。いじめてないぞぉ。

No(178)

■…2003年 6月11日 (水).......あれ？１０日書いてないぞ。

今日はエステに行って来た。
お試しで。
人に顔をいじられる何てそうそうあることではないので、ドキドキ！
なんだかヘンなライトのトコに顔突っ込んで「ここがオレンジ色に見えますね？」とか言われ
ても「どこが？」って感じ。オレンジに見えるのは毛穴の汚れらしい。茶色に見えるのはシミ
で、白いところは角質の老化らしいよ。よくわからなかったけど・・・

顔とか肩とかマッサージしてもらって気持ちよかった。

気持ちよかったんだけど、、、
肩がなんだか変な感じ。アイアンショルダーと言われてる肩なので、すぐにほぐれるわけはな
いから。。。慣れないことして「はりかえし？もみ返し？」になるのかしら？それはいやだな
ぁ・・・・

No(179)

■…2003年 6月12日 (木).......今日は早々と書いてしまおう

あさってが保育園のバザー。
今日は４役さんが集まって準備の準備。
一日中保育園にいましたよ。仕事はお休み。

ふう。疲れたね。

明日はもっと疲れるかな？
ま、がんばりまっしょう。

ウッキーは最近折り紙にはまっているらしい。
折り紙の本を買ってあげてから「カンタン」って書いてあるところをみては折っている。。。
。正確には折ろうとしている。
結局「わかんない」とか「ママがやる」とか言ってやらされるんだけど・・・・でも、ちょっ
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とずつ上手になっているかな？
そのうちウッキーの折り紙作品をＵＰしましょう。

No(180)

■…2003年 6月14日 (土).......バザー終わった～(＾O＾)/

準備に２日間かけて、今日が当日で、心配していた雨も降らなくて・・・
バザー終わったよ～！！！

私自身は保育園自体２年目なので、バザーも２回目な訳よ。
それに一年に一回のことだから去年のことなんて覚えてないしね。
去年はずーーーーーっとカレー作ってたのよ。
だから、周りで何してるかなんて全然わからなかったのよ。
それなのにぃ。。今回は四役だし・・・・一応書記なんだけどお仕事は何にも・・・
指示待ち状態の３日間でしたよ。意味もなくウロウロしたりして・・・・

去年もなんだかいろいろ早く終わったみたいなんだけど、今年はそれ以上に早く終わったみた
い。スゴイゾぉ。
人数は毎年減っていて大変なんだけどね。
会長さんは大変そうでしたよ。

ウッキーは昨日の夜から、知人に頂いた浦和レッズのチケットホルダーにバザーのチケットを
入れて首から提げてとっても楽しみにしていた様子。。。。
今日もいつもより朝早く起きて私と一緒に出かけました。
私と一緒にはいられないんだけどね。それでも行くって言うからさ。
バザーの最中はお友達にウッキーをお願いしたの。
バザーが終わってウッキーは「チョコバナナが食べたかった」って。
普段バナナ食べないから注文しなかったのに怒られちゃったよ。
すでに来年の注文も決めてたみたいよ。

No(181)

■…2003年 6月15日 (日).......ダラダラダラダラ・・・

昨日疲れたから、今日はダラダラすることに決めてたの。
で、もう、ウッキーと二人ダラダラ。
ウッキーはこういうとき一言「今日はちょっとママここにいるけど何もしないよ」くらい言っ
ておけばいろいろ本出したり、ゲームしたり（出すのはやらされるけど）勝手に遊んでいてく



2013/04/28 13:06♪　DIARY　♪

85/215 ページfile:///Users/yatz/Dropbox/Public/yatzwebのDATA/tackynote.htm

れるのでひじょうにありがたい。
ご飯も（本当はちゃんと時間であげないとなのかもだけど・・）「お腹空いたー」ってギャー
ギャー機嫌が悪くなることはなく、「これ食べていい？」とか台所から勝手に持ってきて食べ
るのでこれまた楽チン。

で、今日は父の日なのでプレゼントを買いに行かなきゃなぁ。。とは思っていたんだけど、ダ
ラダラ。
そこにメールが・・・
ウッキーの大好きなユメユメのママから。
「もしよかったら一緒に買い物行かない？」
今までテレビを見てたウッキーがさっさと支度をして（・・・いつもこのくらいサクサク準備
しましょうよ。）ユメユメのところへＧＯ！
よかったね。お休みの日までユメユメに会えて。
買い物をして、遊び場でちょっと遊んで帰ってきました。

その後私とウッキーは実家の両親、義姉（←関係ないけど、なんだか私この字面嫌なんだよ
ね）と子供たちとお食事に。

また明日から頑張りましょう！！

No(182)

■…2003年 6月17日 (火).......熱出しちゃったよ

バザーが終わった安心感からか、熱出しちゃいました。
めったに熱出さないし。でも、数年前までは、発表会の後とか、年末とか必ず熱出してたな
ぁ・・・
久々に３９．４℃なんて数値を見たよ。
（コレを書いているのは１８日）
仕事ももちろんお休み。

友達に熱が出たことを言ったら「出来る事あったら言ってね」って言ってもらったり、おねえ
さんには保育園から帰ってからのウッキーの面倒見てもらったし、いつもは何にもしない（そ
んなことない？）ダンナがお茶碗洗ったり、ウッキーのお風呂からご飯からやってくれた
り・・・・私って幸せね～って思いましたよ。

No(183)
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■…2003年 6月18日 (水).......ちょい復活

今日は３７．４℃まで熱が下がった。
時間によっては３６．９℃。その辺を行ったり来たり。
だから、今日もお仕事お休み。みんなに移しちゃ悪いしね。

でも、今日は昨日よりすんごく楽なので、「人間体温が２℃違うとこんなにも楽なのね
ぇ・・」と感じましたね。

なんだか動けることがうれしくて無駄に動いてる私。
晩御飯もちゃん（ちゃんとじゃないか・・）と作ってしまったわ。
そうしたら・・・思い出したことが・・・
唐揚を作ってたからかもね。
あのね。日曜日外食をしたんですよ。中華やさんで。
そこで唐揚が出てきたわけですよ。そうしたらウッキー「違う、もっと黒い唐揚が食べたい」
って言ったのぉぉ。どういうこと？確かに私はちょっとしっかり揚げちゃうけど・・・・みん
なの前で「もっと黒い・・・」とか言わなくても・・・・ひーん。

昨日夜中に目が覚めたときにウッキーの保育園の用意をしたの。
箸箱が置いてあったからそのままそれをリュックに入れたら、
中身が一つも入ってなかったんだって！！
乾燥機の中からダンナが出してくれたんだけど、中身はそれぞればらばらにしまってくれちゃ
ったみたい。私はいつもセットしてから置いておくのですっかりそのつもりだったから・・・
すんごい勢いで「ママが悪いんだー」って怒られた・・・ごめんねぇ・・でも、熱でフラフラ
だったんだよぉ。
でも、お昼に箸箱あけたら中空っぽだったんだからウッキーもびっくりしたよね。先生に借り
て食べたみたいよ。

No(184)

■…2003年 6月21日 (土).......暑いよ。毎日。

ここんとこ暑いッすよ。毎日。
例年なら夏でも長袖で結構過ごせていたんだけど、何？暑いよ。
今まであんまり汗をかかないでいた私が、熱を出して汗をかいたら、
汗かく様になっちゃったみたい。・・・と言っても、普段よりってくらいだから人並みになっ
たのかなぁ？まだかなぁ？
クーラーをつけては私に消されていたダンナにはよかったみたい。
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今日は来たのよ。ケイタイが。カメラ付きよ。
友達に頼んでいたのがやっと来ました。（しかもお家までお届けよ。）お値段も当初思ってい
たのより５０００円もお安くなって。ありがとうリキヤ。
今までのケイタイもまだしばらくは使うつもりでいます。
このケイタイ自分を写すのが難しい。画面を見てしまうのでなんだか上目使いになってしま
う・・・・うーん。。自分を撮るなって事？・・・撮らなくてもいいんだけどさ。ウッキーを
撮るから・・・
ま、いろいろ面白そうです。

No(185)

■…2003年 6月24日 (火).......またまた

またまたパソコン壊れる。
日曜の夜にメールチェックが出来なくなり、おかしいぞ？と思ってたら、ネット関係全てダメ
ー！！で、私は直せないのでダンナに頼んで直してもらったわけです。
もう！なんだかなぁ・・・・

最近外食ばかり。
土曜の昼はデニーズでしょ？夜はコンビニのうどんだ！（友達のうちで食べたんだ）日曜の夜
はお好み焼きでしょ？で、今日の昼は中華で夜はデニーズのテイクアウト。
あんまり作らないと作るのがどんどんめんどくさーくなるのよね。ならない？

早く寝ようと思っているんだけど、結局昨日の晩も２時くらいまで起きてたわ。ウッキーはさ
すがに寝たけど・・
で、今日また喉が痛い・・・嫌だわ。
健康には気をつけなくちゃ！！熱出して思ったわ。健康ってすばらしい！！

No(186)

■…2003年 6月25日 (水).......うう～

なんだか今日はレッスンで二人も泣いちゃってちょっと落ち込み～・・・
決して私が怒って泣いたわけではないんだよ。

一人はね。
自信満々で「ピアノからやる～」って言って弾いてくれたの。
確かに上手に弾いてくれたんだけど、その曲で「ここだけはできてないと！」っていうところ
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がもうちょっとだったのね。
だから「上手に弾けたね。でも、ここがこうなるともっといいと思うの。ここのところをちょ
っと練習してみようか。」と言ったところ、
「やだやだ。」「最初から弾く」って。
最初から弾いてくれたんだけどやっぱりそこは・・・・
なので、もう一度「ここのところだけ一回弾いてみてからまた最初から弾こう？」と提案して
も・・・
「やーだー！！」
＊「じゃあ、おうちで練習してまた来週弾こうか」
それも首をぶんぶん横にふる。
「じゃあ、ここをちょっと弾いてみよう」
やっぱりぶんぶん。＊
・・・・・・・＊～＊繰り返し。。。
そのうち目からポタッ。ポタッ。涙が・・・・・

うーん・・・
思うに、本人自身満々だったから一回弾いて○にならなかったことが痛かったのがひとつ。
「やだやだ」いってるうちに自分でも困っちゃったのかな？？？
その後気分を変えるためにノートをやったりしてそれからピアノを弾いてくれました。そした
らちゃんと弾いてくれましたよ。

もう一人はね。
最近、「ドレミファソラシド」は言えても、「ドシラソファミレド」がわからなかったり、途
中から（・・・たとえば「ラシドレミ～」とか）言えない子が結構いるので、早めに覚えても
らおうということもあって、小さい子には「ド○○ファソ○シ○」みたいな穴埋め問題を時々出
してるの。
ドから始まるものだけじゃなくて、「ラシド○○○ソラ」とか「シラ○○ミ○○シ」など、上行・下
行混ぜて出すんだけどね。

で、その問題をやっていたら、わからない問題が出てきちゃったのね。説明しながらやってい
たんだけど、いきなり「どうして＊○◇△～・・」って泣き出しちゃったの「うわーん」て。
「どうしたの？」ってお姉ちゃん。お母さん。私と三人で聞いても、ゴメンナサイ。なんとな
くはわかるんだけど肝心なところがわからなくって・・・・
そしたら、伝わらないことにいじやけちゃってまたまた「うわーん」って・・・
わかろうと思っていろいろ聞いてみるんだけど、泣いてるから・・・・
「じゃぁ、コレはまた来週やろう。」「宿題にしようか？」て言ってもダメなんだよね。今こ
こでやりたいの。
結局はやって帰ったんだけど・・・・
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たまーに泣いてしまう子はいるんですが、なんだかちょっと考えちゃったよ。何か私はいけな
いのかしら？？？って反省してみた。
まぁ、こどもの数だけいろいろだから、その子にあわせた対応をしていかなきゃいけないんで
すよね。難しいです。どこか勉強しに行こうかしら・・・

No(187)

■…2003年 6月26日 (木).......お買い物

ウッキーとお買い物に行くとお菓子を一つ買わされる。
ま、それは置いといて、

お菓子以外にウッキーが喜ぶものといったら、納豆、豆腐、しらす、ウインナー、かまぼこ、
ラーメン。
今日も「ママ、おとうふコーナーだって！！」と、急いでカートを降りてそこにダッシュ。
で、うれしそうに持ってきたものは・・・・

納豆。

まだ家にあるのにぃ。でも、大好きなんだよね。ま、いいか。と購入。

ウッキーの今日のお菓子は「ちびソーダ」を買いました。
「ママー、傘味だってぇ」
・・・？？？？
よく見たら中の個包装にいろいろ絵が描いてあって、その絵が味をあらわしてると思ったらし
い・・・・傘味なんて飴は嫌です。

No(188)

■…2003年 6月27日 (金).......かめ？

そういえば、この前ウッキーが保育園のバスから降りるなり
「ママ、カメ欲しいの！」
え？なぜそんな急に・・・・
「Ｒくん（一つ上のお友達バスが一緒で最近仲良いらしい）が飼ってるの。でも、Ｒくんのカ
メさんはいなくなっちゃったんだってぇ」
それは「飼ってる」んじゃなくて「飼ってた」でしょ・・・・
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「ウッキーも欲しいの。」

うーん・・・・
生き物は飼いたくないんだよね～。。世話できないから。植物もダメだもの。
もちろんウッキーも出来ないでしょ！？ねぇ。。

でも、まだ、ザリガニとかカブトムシとかよりはいいかも！
蝶々なんかよりはずーーーーーーーーーっといいかも。かもじゃなくていい。（なんせ私は昆
虫嫌い。カブトムシはまだ大丈夫かも。。。）

どうしてもどうしてもって言うなら考えてもいいかな・・・・
自分で世話してくださいね。

No(189)

■…2003年 6月28日 (土).......家出騒動

最近、なぜでしょう？なぜかしら？怒ってばっかりなんだよね。ウッキーに。
今日は家出騒動にまで発展。
いけないこととはわかっていながら、「ママ今日はばぁばんちに泊まるから、今日はパパと一
緒にいてね。」って言っちゃったよ。
そしたら「やだ、ウッキーも一緒に行く」って言ってくれたけど・・・・
もう、毎日毎日怒るのが嫌で。
一回で聞いてくれないのがまぁ原因なんだけどね。

例えば
「ご飯食べちゃいなね～」とおにぎりを出しておくでしょ？
（本当は一緒に食卓について食べるのが一番いいに決まってるんだけど、時間がないときもあ
るでしょ？・・・って大体が時間がないんだけどね。ネボスケだから。誰かさんが。）
それで、私がウッキーの用意とか片付けとかして「食べてる？」って覗くとゴッローーーーー
ンて寝そべってるんだよぉ！
「食べちゃいな～」・・・・聞いてんの？この辺はまだ優しい。
ちょっと強めに、「食べな～」・・・・・聞いてないな？
大声で「食べろって言ってンのがわかんないのぉぉぉぉっぉぉっぉぉぉ！！！！」

ここまで言わないとわかんないんだよぉ。
いつも。
なんで優しく言ってるうちに言う事聞けないのかなぁ？？？

毎日毎日怒ってるとこう嫌になってくるじゃない？
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あーーーー！！怒らない日が一日でも欲しいよぉ。

一応ウッキーとは話し合いを持ったんですけどね。

今、パパに怒られて泣いております。
パパとも何とか仲直りをしております。パパは怒ると結構怖いんですよぉ。ほんとに。外出さ
れちゃうんだから。。。。かわいそうになって私が助けてあげちゃうんですけどね。

No(190)

■…2003年 6月29日 (日).......お洗濯日和。

今日は一日中お洗濯してた。
何でだろう・・・・？？？
でもすっきり。

今、ヤーコン茶というものを飲んでいる。ダイエット茶じゃないです。
それがすごい利尿作用がある。寝る前に飲んだりすると絶対明け方起きてしまうほど。それは
ちょっと辛いので、夜寝る前には飲まないようにした。
でも、それだけ効果があるってことね。

ウッキーは今日ずーっとテレビを見てた。
広告を見ていた私のところに来て、広告を見るなり
「あ、コスモスコース！僕作れるよ。」
・・・・？？？？あのぉ、これ写真屋さんの広告で『ウェディングプラン・コスモスコース』
なんですけど・・・？？？
と思っていたら、普段使わないブロックを出して、線路みたいにたくさんつなげて大きな○に
して
「出来たよー！コスモスコース。なんだかサーキットに似てるけど・・・」
とうれしそうに見せてくれました。
結局「コスモスコース｣は道路なんだか線路なんだかその上を車のおもちゃをいーっぱい出し
て走らせていましたよ。

あーはやいねぇ。
気付けばもう一年の半分終わっちゃう。
後半忙しいぞぉ。
適度に頑張ろう。

No(191)
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■…2003年 7月 1日 (火).......アリと戦う

朝起きたらどういうわけ？
部屋にアリが上がってるぅ・・・・ちーーーっちゃいやつ。
いーーーーやーーーーー！！！
掃除機を持ってきてアリを吸い取ってやったわ～。
でも、どこから出てくるんだか畳のふちの所に並んでるもんだから
見えないし・・・・保護色になってて・・・
どこかに行くのにウチの部屋を通り道として利用しているらしい・・・
許さん！
全部退治したつもりでも時々いるんだよね。
どっか行ってよ。もう。
ってな日でした。

No(192)

■…2003年 7月 2日 (水).......ラベンダー

ウッキーが今日保育園でラベンダーを摘んできた。

朝、遅く行ったらクラスの子の半分くらいいない。
お休み多すぎ～
と思っていたら、クラスの子がどやどや出てきて、
「先生～ウッキー来たよぉ」って。
先生も「間に合った」って。

ラベンダー摘みに行くところらしかった。
もう５分遅かったら行けなかったね。

お休みだと思っていた子達は第一便ですでに出発していたらしい。

ラベンダーの花はすっごい香りを放って我が家の居間に飾ってあります。
No(193)

■…2003年 7月 5日 (土).......気持ちが・・・

うーん・・・
発表会の日程も決まったので、自分の弾く曲も決めなきゃいけないんだけど、
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何だろう？？？
気持ちが乗って来ないッすよ。
なんだか時間がないせいもあるかもしれないけど、弾きたい曲が・・・ないわけじゃないけ
ど、弾きたい曲はまだ楽譜が来てないし、うーん・・・やらなきゃいけない曲はあるんだけ
ど、それは発表会には弾けないの。２台ピアノだから。
私が弾きたい曲は発表会で弾くには（技術よりも内容が）難しいらしいんだな（有名な曲では
ないってことね）。
もっとみんなが知ってるような曲のほうがいいかなぁ・・・と思って探したんだけど・・・な
んとなく・・・・気持ちが上向かない。
愛の夢とかさ。

でもね。私も人間。気持ちにムラがあるのは当然よ！と開き直り、
自分の好きな作曲家の楽譜を出し、ＣＤを聴いてみたら、やる気がちょっと出てきたわ。
生徒の皆さんゴメンナサイ。今年も私は私の好きな曲を弾きます。
好きな曲じゃないとやっぱり乗らないものね。

No(194)

■…2003年 7月 7日 (月).......結婚記念日なのだ。

昨日は川治温泉（シブイッす）にお泊りでした。
家族３人で、３人だけでお泊り旅行はおそらく初めてです。

なんだかお安いのにすごいお部屋でびっくり。
夕食の時間ギリギリに着いたので、すぐご飯。

ウッキーはなんだかホームシックになってしまったようで「お家帰りたい」と泣き出してしま
いました。
気分を変えようとお風呂に行ったりアイス買いに行ったりしてるときは楽しそうなんだけど、
やっぱりお部屋に帰って少しすると「帰りたい」とグシュグシュ。何ででしょう？
遊ぶもの何にも持ってこなかったからなぁ。ビデオもゲームもないしな。部屋もあんな何にも
ない部屋初めてだものね。（ウチはものがありすぎ～！！掃除しなさいって）

今日は雨だった（Ｔ_Ｔ）
ウッキーが楽しみにしていたバーベキューも中止。
３Ｄ恐竜館に行って帰ってきちゃった。
帰りに宇都宮によって餃子を食べた。激安。ライスと餃子で３２０円。

でも、楽しかったですよ。
私はお風呂は１回しか入らなかったけどパパとウッキーは３回入ったの。
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お風呂もちょっと贅沢に貸切風呂を頼んで家族で入りました。

ホームシックで泣いてたウッキーもお家についてからは「楽しかった」と申しておりました。
No(195)

■…2003年 7月 9日 (水).......おじゃましました。

今日はウッキーを保育園に送った後、ママ友達のゆめママに遭遇。
ちょっと立ち話・・・のつもりが１１時半？
お昼じゃん。
なんだか寒かったのもあって「寄ってく？」って言ってくれて・・・結局おじゃました私。
スイマセンねぇ。いつもいつもm(_ _)m

お昼外に食べに行っても・・・と思ったんだけど、すごい格好（スッピン。二つしばり。パパ
の長袖Ｔシャツ）だったもんだから「ちょっと外にはいけないわ～」ということで、最近出来
たピザやさんからピザを取ることに。しかもそこの電話番号さえわからないから私ったら義姉
に電話して聞いちゃった。お世話かけます。
なんだか食べ応え充分のピザだったのでいっぱい残っちゃった。
それを私お持ち帰り～
半分ずつ出し合ったのに私いっぱい持って帰っちゃったら・・・・ねぇ。
ありがとうです。

ほんといつもいつも・・・・ありがとうねぇ。
No(196)

ちょー > いやそんな・・・こっちのほうがお世話になってると思うけど。仲良くしてくれるだ
けでありがたいのだ！   ..2003/07/10(Thu) 22:17 (197)

ちょー > っていうかコメントつけられるの今気がついた。   ..2003/07/10(Thu) 22:17 (198)

■…2003年 7月10日 (木).......仲良しの

最近ウッキーはＴくんと仲良しらしい。
入園からあまり男の子と遊んだ話を聞いてないので、（全くと言う訳ではなかったけどね）毎
日のように帰ってくるとＴくんと遊んだ話をうれしそうに話してくれるのでこっちも嬉しくな
ります。

朝、Ｔくんのお母さんと会った。いつもはバスなんだよね。たまたま送ってきたのね。
お母さんも「ウッキーくんの話をよくしてるんですよ」とか「前は行きたくないって言ってた
のに最近は嫌がらずに行くようになったんですよ」と言ってくれたので嬉しかったわ。
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これからも仲良くしてね～。
No(200)

■…2003年 7月11日 (金).......結局・・・

旅行に行ったあとはちゃんといろんなことをやろう！と誓ったはずな私。

結局、ダンナのお弁当も作ってない。
ごめんよぉ。

なんで、ウッキーのだとちゃんと早起きして作れるのに・・・・

シャキッとしなきゃね。

そろそろいろいろ忙しくなるのでうまく時間を使っていかないと大変なことになるぞ、私。
No(199)

■…2003年 7月12日 (土).......お食事＆ヘトヘトな私

今日はお仕事だったのよ～
となりの部屋にウッキーが。そしてウッキーのいとこの子が。

教室では一応先生なので、先生として。ウッキーの前ではママちゃんなのでママちゃんの顔
で。それをコロコロ使い分けるのは結構しんどかったりする時もあるんですよ。今日はちょっ
と大変でした。
生徒さんがいる間はレッスンに集中したいんです。でも、ウッキーが来たらとりあえずちゃん
と話は聞いてあげるようにしてるんですよ。隣（の部屋）にいるので、何かいつもと違った音
がすると「何？」って見に行ったり・・・

で、今日はとなりに二人で遊んでいたわけですよ。まぁ、時々遊んでるんですけどね。
子供って二人になるとパワーは数倍になるじゃない。
だから、ちょっとしたことで「ギャー」・・とまでは行かなくても、大きな声が聞こえてくる
わけですよ。
で、あんまりうるさいと「うるさい！」って怒りに行くことになるんですよ。
子供に怒ってすぐにレッスンで何事もなかったかのようにニコニコ・・・が難しいんですよね
ぇ、私には。
まぁ、怒るのも注意程度だったら３・４回はいいんだけど、あんまり言っても聞かないと本当
にこっちも怒りたくなるので、ついつい言葉も荒くなる。・・・とレッスンに影響するので静
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かにしろよ。

と言う感じでレッスンが終わった頃にはヘトヘトでした。

それからもうすぐウッキーのお誕生日なので、実家の両親と兄家族（－兄）とご飯を食べにデ
ニーズへ。ウッキーがデニーズがいいって。
ウッキーはお子様から揚げラーメン（コーンスープつき）・お子様ポテト・お子様バターコー
ン・クリームソーダのアイス別を頼みました。そんなに食べられるの？って感じでしょ！？
食べられないよぉ。でも、今日は結構食べたほうかな？
スープとバターコーンは私が食べる羽目に。お腹いっぱいだっちゅうの！

明日はユメユメとお食事の約束なの。（ユメユメとウッキーはお誕生日が２日違いなのだ。）
またデニーズに行くんだって～。ま、いいけど。

No(201)

■…2003年 7月13日 (日).......なんか・・・

今日はウッキーはユメユメとお食事に行った。デニーズに。
やっぱりお子様からあげラーメンを食べたよ。

その後サティの遊び場へ。
太鼓の達人をまたやったよ。まぁ、それはいいとして・・

遊び場で遊んでいるとウッキー初対面の子と遊んでる・・・と言うより顔は笑っているんだけ
どその子（男の子）蹴るまねとかされて追い掛け回されてる気が・・・・見た目楽しそうなん
だけど・・・・いいのか？ウッキー！！

ま、それも置いといて、
遊んでいると保育園のお友達が来た。一人で。
後から家族の方が来るんだろうなぁ・・と思っていたら・・・・・来ないし。
こっちが心配してぐるぐる探し回ったり、一人置いて帰ってしまうわけにもいかないので、呼
び出しかけたり・・・
実はいつも一人で遊んでいるのか？・・・・そういう子って親が「いつもここで遊ばせている
から」とかいって置いて親だけお買い物してたりするじゃない？・・・・・いけないよ。ダメ
ですよ。アメリカだと捕まっちゃうよ。

そんなこんなでサティを後にし、ユメユメとも楽しい時間をすごしたウッキー。
その後、じいじと再度サティへ。
ちょっと早いけど誕生日のプレゼントを買ってもらっちゃいました。

No(202)
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■…2003年 7月14日 (月).......時間が足りない。体力も足りない。

ウッキーの話から。
今日、帰りのバスからなんだか浮かない顔で降りてきた。
で、突然「（マシンロボレスキューの）ファイアーロボ欲しぃいぃ！！」とごねだした。
何で突然。
泣きそうな顔で。
何かあったのか？
聞いてみたけど「欲しい～」しか言わない。
しかも今日じゃないとダメらしい。

？？？？？？

不明。

私の話。
時間が足りなーい。
やるべきことが山積み？
睡眠時間を削ればいいんだけど、眠気には勝てな～い。
うぅっ・・・
これもすでに１時を過ぎて書いているし・・・・
これから茶碗洗って、書類を作らないと・・・・日記を後回しにしてやればいいんだろうけ
ど・・・・うーーーーん
今週を使ってうまく時間をやりくりして行こう。
早起きのくせもつけて朝ごはんをちゃんと用意したい。
一日２時間ピアノ弾きたい。
掃除（かなり大掛かりな）もしたい。人呼べない。今のままじゃ・・・
発表会の曲決めもしなきゃ・・・
アレンジもしなきゃ・・・・

まずは頭の中を整理して、やることを組み立てて・・・・
うーーーー・・・・・頑張れ！私。

No(203)

■…2003年 7月15日 (火).......恐るべし・・・・
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日曜日ウッキーはゲームボーイアドバンスＳＰとソフト「ポケモンのサファイア」を買っても
らったの。
ウッキーは出来るんだけど、今ひとつ理解してないからバトルは出来ても、ストーリーを進め
ることが出来ないんだよね。
それを担当するのが私。必然的に私。
・・・・でもぉ・・・
面白いんだこれが。
睡眠時間が少ない～と嘆いているのに追い討ちをかけるようにポケモンを育てている私。。。
。。。。なんか間違ってるぞ。
いい加減にしないとね。

No(205)

■…2003年 7月16日 (水).......お誕生会。

今日は保育園の６・７月生まれのお誕生会だった。
去年は初めてで何もわからなかったので、カメラだけとりあえず持って行ったら、周りがみん
なビデオカメラを持って行ってるんだ。「何？何？｣と思ってたら、お誕生会ではお誕生の園
児たちが歌や楽器演奏を見せてくれるの。それでビデオカメラなのよね。
・・・・・ということがあったので、今年はちゃんとビデオカメラ持参。
みんなかわいかったわ～。
ウッキーも去年はなんだかずれていた楽器演奏（去年はタンバリンかな？今年は鈴)も、ちゃ
んと（？）出来たみたいだったし・・・

今日気付いたこと。
ビデオと写真と携帯のカメラを一人でやるのはムリです。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

お誕生会の後ユメユメのママとヒナヒナのママとご飯に行った。
ヒナヒナのママとは初めてたくさんしゃべった。
クラスのお母さん方と仲良くなれるのはうれしいですね。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

夕方、園から帰ったウッキーの目が・・・目の下のところが赤く腫れている。
確かに朝から赤かったけど・・・
ものもらい？と思って、じゃあ医者に連れて行かないとなぁ・・・でも、もう仕事始まっちゃ
ってるし・・・うー・・・
と思っていたら、友達からメールが。仕事のはずなのに、この辺を車で走っているらし
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い・・・・電話してみたら、午後から休みだったんだって。
ここで、私ったら「ウッキーを目医者に連れてって？｣とムリなことを・・・だって、木曜日
は医者が休みなんだもん。
でも、「いいよー」って。
その後すぐに木曜日の午前中は目医者さんやってることがわかったので「明日連れて行くから
やっぱり大丈夫だから・・」と電話したのよ。それなのに「いいよぉ。行ってあげるよ」って
言ってくれたの。
で、結局お願いしちゃった。
ウッキーの目はアレルギーでかゆくなってるのをこすりすぎちゃったらしい。

それにしても友人Ｍにはいつも感謝です。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

夜はダンナの両親と回る寿司へ。
ウッキーはリクエストした誕生日プレゼントを貰ってご満悦でした。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
今日のちょっとショック。
園からのバースデーカードに書いてあった言葉。
「おたんじょうびおめでとう。ことばかけをされなくてもなんでもじぶんでできるようになっ
てね。」

・・・・・・・・・先生～お誕生日のカードなんだからいいところ書いてよぉ。成績表じゃな
いんだからさ～

No(206)

■…2003年 7月17日 (木).......まもなく・・

まもなく午前０時５０分になります。ウッキーの生まれた時間です。

ウッキーハッピーバースデー。
５歳おめでとう！！
大きくなったね。
生まれたばかりの時は大変だったけど・・・・・・・思い出すと泣いちゃうわ。
まだまだ甘えん坊だけど、いっぱいママを助けてくれているウッキーに日々感謝です。
これからも、もっともっと大きく育ってくださいね。

それと、私がウッキーをここまで育てられたのは周りにいる人たちのおかげと思っています。



2013/04/28 13:06♪　DIARY　♪

100/215 ページfile:///Users/yatz/Dropbox/Public/yatzwebのDATA/tackynote.htm

みんながいなかったら、私はお仕事と子育てとをすることは無理でした。人は助けられて生き
ているんだと実感します。皆さんにはお返しがなかなか出来ませんが、これからもよろしくで
す。

No(204)

nori > 遅くなってしまったけど、おめでとう。それから５年間ご苦労様でし
た。   ..2003/07/21(Mon) 06:43 (207)

kayoon > noriさんありがとう。大変なのはこれからよ～と思っています。   ..2003/07/21(Mon)
21:51 (209)

■…2003年 7月20日 (日).......ウッキーゴロク

その１
テレビ(スカパーで）で西部警察をやってた。
「ママー西部警察ってパソコンにセーブするんだよね～」

その２
車の中で・・・
「ママはいっぱいお仕事してるからきっとレベルが上がってるよ」

その３
ダンナの実家の犬（パピヨン・名前はピーチ）を見て・・・
「ピーチは進化するとワンワンになるんだよねぇ」

その後外でちょっと大きい犬に会ったら・・・・
「ピーチが進化したんだね。」

ウッキー、君の頭の中はパソコンとかゲーム（ポケモン）でいっぱい？
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
今日はダンナの実家のほうでお祭りがあったので行って来た。
ダンナのお姉さん一家も来ていて、ウッキーはそっちが楽しみらしい。
金魚すくいとかヨーヨー釣り、スーパーボールすくいをやって、かき氷を食べました。全部タ
ダ。
スーパーボールは今回箸でボールをつかむのだった。
豆も掴めるウッキーはさっさと掴み、すぐ終わっちゃった。

楽しかったようですよ。
No(208)
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■…2003年 7月21日 (月).......なんだよ！

今日ウッキーはポケモンのモンスターボールの形をした入浴剤を２つ購入した。
夜７時前それを出してきて「早くお風呂入ろうよぉ。早くぅ～」とせかされたので、お風呂の
用意をしていたら・・・・
今日２つ一度に入れるって言い出したの。
そんなのダメぇ。ウッキーは肌弱いし、その入浴剤一個３００円もするんだもん。ダメダメ。
「絶対２個入れる」って聞かないの。
パッケージに「用法用量を守ってお使いください。」って書いてあるのを読んで見せても「や
だ」って。
説得すること３０分。
全然引かなかったね。２個入れるって言い張ってた。
もう、眠いのもわかってたから、コレじゃいつまでたってもお風呂に入れないわ～と思ったか
ら、「いいよ。わかった。２個入れていいから一人で入って！」といってほかのことをやり始
めた私。
「やーだー！ママと入るぅ」とごねるくせに
「じゃあ１個だけ入れるんだよ」って言うと「ヤダ！」って言うの。頑固だ。
そうこうしているうちにウッキー寝そうになっちゃったから、「お風呂入って～」と抱えてい
って、「これ入れるんでしょ？」って出して見せてあげたら・・・パチッ！目を開けて、「貸
して、見て見てぇ、ポケモーンゲットだぜ！」とか言っちゃってさ。すんごい元気でやんの。
「今日は１個でいい～！」とか言ってすんごいご機嫌でお風呂でピカチュウと遊んじゃって
さ。

なんだよ。１個でいいんじゃんよ。
あんだけ説得してわかんなかったくせに・・・・
とか思ったけど、まぁヨシとしましょう。

なんだかすごいツルツルする感じのお湯になっちゃって、あれを２個入れたら大変なことにな
ってたわ～。。

No(210)

■…2003年 7月27日 (日).......ヨーグルト？？

ちょっと前からウッキー「ヨーグルト作ってあげる」っていうの。
作れるわけないじゃーんと思って連日軽く流していたら、結構しつこい。
「作り方知ってるんだよ。牛乳入れるんだ」とか何とか。。
まぁ、出かける予定はあるものの、日曜だしいっかなぁ・・と思って作らせて見た。
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用意するもの
牛乳・塩・水　　　　　　以上。

ほーら、変でしょう？
って本当のヨーグルトの作り方なんて知らないけどね。

牛乳入れて、塩入れて・・・・塩入れて・・・・塩入れて・・・・
おいおい！「入れすぎだよ」って言ったのよ。
でも、「いいんだよ～」って。

一生懸命作ってくれたんだけどさ・・・・・・あれただの塩牛乳だよ。しかもすんごいしょっ
ぱい。身体に悪そう・・・食べられるとかいう代物ではない・・・

なんだか冷蔵庫で寝かせるそうで２９日深夜現在冷蔵庫にあるんだけど・・どうすればいいん
だろう・・・困った。
困ったよぉぉぉぉぉ・・・

No(212)

■…2003年 7月28日 (月).......はぁ・・・

今日はウッキー保育園行くの嫌がった。
何で嫌がったのはわかんない。ウッキーにも「わかんない」らしい。
なんでだ？？？？
思い当たるのは肌がひどくなってしまったので昨夜薬を飲ませた。この薬眠くなるらしいの。
その上、夏休み中なので、私は午前中から仕事を入れていたので、朝一番で皮膚科へＧＯ！ウ
ッキーを無理やり起こしていったから。。。
うーん甘えんぼうちゃんだな。
まぁ、そんな時も必要ね。
・・・・・・・・・・・とわかってはいるが、この日の私はすごく落ち込んでいた。
なんだかさぁ、ウッキー人の話聞かないんだよ。聞かないどころかさ、今日は保育園に迎えに
行った帰り｢待って」って言ってるのに保育園から勝手に出ちゃって道路のトコまで行っちゃ
うしさ、危ないッちゅーの。
家ではずーっと呼んでるのに本見てて全然返事しないしさ。
それで何回も怒ってる自分がいてね。超落ち込みぃ。

大丈夫か？
No(213)
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■…2003年 7月29日 (火).......さぼり続けてるぞ！

ここのところ、やること山積みでさぼっていましたね。日記。
今からさかのぼって書きますです。
でも、コレは今日の日記だけ～

昨日からウッキー「わかんない」ばっかりなの。
昨日は朝「保育園行きたくない」って言うから「どうして？」って聞いたら「わかんない」
保育園に行って先生に先週怒られた話を聞いたので「何して怒られたの？」
「わかんない」
夜ご飯「何食べる？｣
「わかんない」
何かっていうと「わかんない」
・・・・・・大丈夫なんだろうか？？？

No(211)

ちょー > あ、ウチも言ってる。わかんない～って。なんざんしょね？   ..2003/07/30(Wed) 23:57 (214)

kayoon > 「わかんない」をなるべく言わないように・・って言ったらほんのちょっと考えて話
してるみたい。。。   ..2003/08/01(Fri) 10:13 (215)

■…2003年 8月 1日 (金).......夜中に・・

世間は夏休みなのよね。
夏休みはかえって忙しい私。いつもは午後からの仕事が朝からなので、洗濯物が・・・掃除
が・・・溜まる溜まる・・・おまけに発表会の準備があるのでストレスも・・・・？？？

でも、今日はお休みになった。
お休みになったからって別に何も・・・
久しぶりの友人と遅めのランチを。この年になると「あー最近会ってないなぁ」と思うと平気
で半年とか１年とか経っちゃう。１年に２回くらい会うと会ってるほうになるものね。
年とともになぜに時間が経つのが早くなるのかしら。

そうよそうよ。７月はあっという間だった。
我が家は７月に結構イベントがあるので忙しいのかもしれないね。

世間は夏休みだけどウッキーは保育園が毎日あるので、ラクはラク。朝は大変だけどね。「早
くしなさーい」って。

そうそう、夜中にね。
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パパと一緒に布団に入ったはずなんだけど、起きてきちゃって、「ココ（居間）で寝る～」っ
て。「ママが寝るときつれてって」ってことなんだけどね。
で、テレビをつけながら作業をしていたら、突然「ウッキー空手やる。トォー！！」とか言っ
て飛び起きた。「空手で皆投げちゃうぞ～！」・・・・・それは柔道。。。
空手をやらせたい私としては嬉しかったんだけどね。もうちょっと大きくなったら習わせよ
う。

「トォー！」とかやってた２分後・・・・寝てた。
No(216)

nori > いそがしいのね。そうそう、この前会った、とても仲がいいと思ってた友達とは３年ぶ
りくらいだった。そんなに会ってなかったなんて、なんだかさびしかったよ。   ..2003/08/02(Sat)
23:02 (217)

■…2003年 8月 2日 (土).......花火大会

今日は花火大会だった。
結構前からウッキーは「花火行く～」って言ってたの。浴衣も買ったことだし行くかなぁ。と
思っていたのよ私も。
本当は仕事って言ってたパパも家にいるから３人で行こう！とか思ってた。

・・・・・しかーし！

６時過ぎくらいにいきなり本当にいきなり「やっぱり行かなーい」と言い出したよ。ウッキ
ー。

もーう！
でも、「ま、いいか！」くらいでご飯の支度を始めたわけだ。

そのうち花火の「ドドーン」て音が聞こえたら今度は「花火見たい。見る。行きたい。」って
始まった。

ピキピキ(- -#)
だったら「行かない」とか言うなよ！！

とりあえず２階から見えるので見せてみた。
花火に向かって「光ぃ～」と叫ぶウッキー・・・・・何？？謎・・

「近くで見たい」とか言い出したけど、もう、行くのも嫌になっちゃったので行かなかったけ
どね。ホント、ふざけんな！って感じ～。ママは見に行きたかったのにウッキーが行かないっ
て言うからやめたのにぃってプリプリ怒ってましたけどね。私。
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その後もメロンを食べる時、ウッキーが「メロン食べるー、好きー」って言っててね。ちゃん
と切り分けてあげたの。一口食べて「いらない」って。ムカっ！
そんな毎日よ。やれやれだね。

No(218)

■…2003年 8月 3日 (日).......うわーまたまたまとめ書きはじめー！！

ウッキーのお友達のユメユメのバレエの発表会だったの～

最初ちょっと後ろのほうで見てたの。でも、前の列がビデオの撮影の機材が椅子の上において
あったので「人の頭がなくていいわ～」と思って座ったんだけど、ウッキーは「見えない！」
って。
もっとくっきりはっきり顔を見たかったみたいなの。
で、第２部になったら前のほうに移動。それでも見えないって言ってたけどね。だって、前１
０列くらいは入れないようになってたんだもん。

かわいかったね～。
まだまだホントのバレエ（トウで立ったり）っぽくはないけどちゃんと決めポーズとかしたり
してかわいかったっす。

夜、パパにウッキーが話していました。「かわいかった」って。
No(219)

■…2003年 8月 4日 (月).......さぼった人が・・・

なんだか朝から「今日は休む」と心に決めている人がいてね。
・・・・休ませちゃったよ。
私は両親（二人してかかっているわけじゃあないですよ）を病院に乗せていく日なので、ウッ
キーも一緒に行ったわ。

保育園入る以前は一緒に連れて行ってたのよね。
病院には入れないからっていうか入らせないから外で待ってるの。
近くに公園があって恐竜のオブジェがあってさ。結構大きいの。で、近寄れなくて泣いてたっ
けね～・・・・懐かしいわ～。
公園を一回りすると結構お散歩コースにいいのよね。



2013/04/28 13:06♪　DIARY　♪

106/215 ページfile:///Users/yatz/Dropbox/Public/yatzwebのDATA/tackynote.htm

でも、さすがに今回この日は暑くて暑くて・・・
近くのサイゼリアでお茶して待ってました。
ウッキーはゲームボーイを持っていったのでそれさえあればオッケーって感じです。毎日やり
すぎなんだけどね。いいのかい？・・でも、そのおかげで待っていられました。
でも、それ以外やることもなかっただけなんだけどね。子供に「２時間待ってて」は長いです
もんね。

No(220)

■…2003年 8月 6日 (水).......保育参観

保育参観だった。
土曜日にやる夕涼み会の踊りの練習も兼ねている。
保育参観はいつも年度始めに一回やるだけだったの。まぁ、保育園だからあんまりやっても
ね、皆さん来るのが大変だからさ。

黄色い紙に切込みを入れて水色、オレンジ、きみどり、ピンクの細く切った紙を編むように交
互に入れてチェックにして、その上にお魚の形が切り抜かれた紙をペタッと貼ると・・・・チ
ェックのお魚さんが出来上がり～っていうのを一緒に作りました。

その後踊りの練習。去年より踊れるかな？

そのまた後、四役さんは夕涼み会（その前にやるこどもまつり）の準備。
でもね、みんな子供の具合が悪い等の事情により集まったのは３人。
でも、何とかお菓子詰めも終わりました。お疲れ様～。

No(221)

■…2003年 8月 7日 (木).......いきなり・・・

朝保育園に行ったらいきなり、開口一番にって感じで
「マックのキーホルダーは禁止になりましたから。」っていわれました。
ウッキーのリュックにはプーさんとピポサルが付いている。
その場で外されて「ママに持って帰ってもらって」と持って帰ってきました。
今まで禁止にならなかったのがちょっと不思議な感じはありましたけど、なぜに「マック」限
定？
なんだか「欲しがる子がいてもめたんです」って。
別にマックのに限らないと思うんだけどなぁ。。
今、ハムちゃんずだから？
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でも、キーホルダー禁止にするんだったら去年のウッキーの「あまぐりちゃん事件」の時に禁
止にすればよかったじゃん・・・とちょっとだけ思ったりもしたりなんかして・・・

No(222)

■…2003年 8月 8日 (金).......もう！

またまたネット接続ができない。パソコンの。
プラス古い携帯電話が壊れた。今、携帯は２台持っているんだけど、その一台を私の父が使う
というので、メールとか、ブックマークとかいろいろを消去してたの。
それで？
メール。i-mode。電話もまったくだめになっちゃった。
どういうこと？
今まで壊れたことなんてなかったのにぃ。うぅっ（ＴnＴ）
このまま解約・・でもいいんだけど、使うという人がいるので一応直そうと。携帯自体は直ら
なくても、番号は名義変更しないと。

パソコンのほうはダンナがなんとかかんとかのスイッチを入れなおしたら出来たみたい。

No(224)

■…2003年 8月 9日 (土).......中止～！

夕涼み会・・・・のはずだった。
台風の心配はしていたものの、「雨でも体育館でやります」って言ってたんだけどね。さすが
にコレだけ大型台風なので、中止ぃ！というか延期ぃ！
でも、日程は未定。
どうしよう・・・平日じゃムリかも～私。まだ夏休みなので、何とか仕事は調整きくかも知れ
ないけど・・・・早く決めて～！！！
家で家族でゴロゴロの土曜日になりました。

No(223)

■…2003年 8月10日 (日).......久々の晴れ・・・といえば

今日はお洗濯～お洗濯～って洗濯機を３回も回した。
次のお洗濯を干す時に前のお洗濯物が乾いてたりしてなんていいんでしょ！！
でも、お洗濯の量が半端じゃないので、お洗濯をすれば付いてくる・・・畳むのがいーや
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ー！！！
何日分？えーっと・・・・５日分？そんなにないかな？４日分？
どっちにしろ大量なの。いやだわ～・・・

お洗濯が終わったあと携帯を直しに行ったの。
原因わからず。でも、保証期間内だったのかそっくり新しい携帯に（機種・色は変わらず）換
えてくれました。タダで。
よかった。タダで。
でも、ドコモショップは混んでいた。
ウッキーは飽きちゃって飽きちゃって・・・すんごい混んでたね。
ドコモショップ内で他社の携帯で平気でメールや電話をする私。。。

その後近くのスーパーへ。ウッキーの服を買って（買ってもらって）中華を食べてお家に。。

休日だからって特別なことはないんだよね。普段溜まった家事をこなすのがせいいっぱい？

そうそう。今日は近所の清掃の日。
ダンナは朝早く自転車を乗りに出かけてしまったので、ウッキー一人を置いていくわけには行
かず、すーやすーや寝てるのに無理やり起こして連れて行こうと・・・・
・・・起きない。外にお隣の方の声が聞こえたので「子供が起きないので一人にしておけない
ので今日は清掃お休みします」と、言いに行こうと思ったの。で、階段を下りていったら「ヤ
ーダー！行かないで～！！」って起きてきて・・・・
ま「清掃だから行こうよ」
う「やだ」
ま「じゃあ、ウッキー寝てていいから、ママ行ってくるよ。すぐだから。」
う「だめ」
ま「じゃ、一緒に行こう！」
う「ママも一緒に寝て」
ま「じゃ、行けませんて言いに行ってくるね」
う「行かないで」
・・・・・・・・・・・・・さーて困ったちゃん。
そうこうしているうちに時間になっちゃう。
（ウチのご近所はとっても早いの。８時からの清掃は８時に終わるくらい。）
ま「今いけばすーぐ終わるから、一緒に行こうよ」
う「・・・・・」（ぶーって顔してた。）
もう、８時を回っている。しょうがないウッキー置いていこう。と靴を履いたらウッキーも来
た。何だよ。
でも、清掃場所に向かう途中もう皆さん終わって帰ってきてる。。。。あちゃー。。「スイマ
セン遅くて・・・」と謝ったわよ。
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ウッキーはせっかくやる気を出したのに・・・って感じで固まってた。
しかもダッシュで家に帰り、「何で終わっちゃうのぉ？」って怒ってた。
・・・・だったらやる気を早く出してください。

No(225)

■…2003年 8月11日 (月).......決まったの？

延期になってた夕涼み会の日程が決まったらしい。
夜、会長さんから、メールが来た。

平日だ。
仕事入っちゃってるよ・・・何とか調整しないとな・・

話は変わって、今、実家で流行っている（私と父の間で流行っている。ウッキーも好きかも）
お煎餅・・・・おかき？・・・・まぁそんな感じのものがある。
筑波米菓の「田舎造りしょうゆ餅」
袋を開ける音がするとどこからか集まってきて食べだしている親子三代。
お醤油の固まってるところにあたっちゃうとちょっと(かなり？）しょっぱいんだけど美味い
ッすよ。
袋には「湿気っている訳ではありません」と注意書きが。
ウチの父、最初湿気っていると思ったらしい。でも、すぐはまっちゃったみたいよ。
この辺はサティに売ってます。

No(226)

■…2003年 8月12日 (火).......きょ　お　か　ら

♪今日から～６連休～なのぉぉぉ♪
そんなに休んだら仕事したくなくなる。
でも、お盆と年末年始はしょうがない。

今回は休みなんだけど、休めるの？って感じだね。
今日、発表会の連弾の曲が全部決まったの。そうしたら、ハンドベルと、アンサンブルの曲を
考えたり、振り分けをしたり、楽譜を書いたり、お手紙もかな？ほーらやることがたくさんあ
る。・・・・・・・はぁ・・・・
でも、頑張らないと。・・・頑張らないとってほどでもないかな？
あんまり頑張っちゃうとおかしくなっちゃうからさ。

サクサクっと片付けちゃいましょう。
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No(227)

■…2003年 8月13日 (水).......ウッキーも夏休み

今日は保育園は１時まで。
で、明日から日曜日まで夏休み。

帰り際ユメユメのママに会ってそのままユメユメのお家へ。
ウッキーは当然のような顔をしてユメユメ家の車に乗っていってしまったわ～

その後ユメユメのママとおばあちゃんと５人で近くの公園に行っておすし屋さんに。
ご馳走になっちゃった。

ユメユメのおばあちゃんへ
お世話になりました～＆ご馳走様でした～。

No(228)

■…2003年 8月15日 (金).......こっぴどく・・・・

今日はお盆中ではあるんだけどウッキーがピアノのレッスンの日でした。
午前中（しかも朝早く急に）実家から呼び出しがあって・・・・用件は家を空に出来ないから
留守番していてってことだったんだけどね。じゃぁ、その間ウッキーにピアノの練習をさせま
しょう。と思って実家にいったら・・「雨降っちゃって足がないから乗せて行って」とのこ
と。なので、ウッキーは午前中ピアノが出来なかったのさ。
で、帰ってお昼食べてからピアノを練習することになったんだ～け～ど～・・・
何かにつけ「ママも～」って言うのだ。
ま「ピアノは一人で弾くの！見ててあげるけど一緒には弾かない」と言ったら
ゆ「ぅんぅんうぅんぅん（うなずいてる訳じゃなくごねている・・）」
ま「見ててあげるから弾いちゃいな！」
ゆ「ママも～」
ま「レッスンはママそばにいないよ？一人で弾くんだよ」
ゆ「ママも～」
そのうち「辞めちゃいな。やらなくていいよ。」ってなっちゃうんだなぁ・・
ウッキーはブンブン頭を横に振って辞めないをアピールしてるんだけどね。
それを見ていたダンナが「やるんだったらちゃんとやれよ」（語尾に注目。ウチのダンナはめ
ったなことではこんな言葉を使わないの。大きい声とかもださないしね。今回は結構ご立腹だ
ったようです。）
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パパからもママからもこっぴどく怒られ、ウッキー泣きそうになりながら練習をしました。
途中いきなり「カラオケ行きたい」とか言い出してたけどね。
「ママからの報告でちゃんとレッスンしたらカラオケ行ってもいい」と言ったのが効いたのか
今までで一番レッスンらしいレッスンでした（涙）

夜お約束どおりカラオケへ。
ウッキーはいつもよりは歌わなかったけど「楽しかった」って言ってました。
私もカラオケは久しぶり。歌って歌わないとダメッすね。マメに来ないとダメだわ～とか思っ
たりして。それと、最新の曲が歌えなくなっているのと、アニメの曲がレパートリーとしてす
ごく増えたことがちょっと悲しかった（かな？）・・・と言いながら、アニメの曲は歌うと楽
しいです。

No(229)

■…2003年 8月16日 (土).......レッズ×ジュビロ

今日はサッカーを見に行った。
ダンナは仕事のため後から車で来るから、今日はウッキーと電車とバスで行くことに。
駅までの交通手段が問題なのよね。ウチのほうバスは一日５本。違うルートもたぶん５本くら
いだと思う。どっちもバス停までの距離はそんなに変わらないからどっちでもいいんだけど
ね。
とりあえずネットでバスの時間を調べる・・・が、一つ一つのバス停の時刻表が掲載されてい
るわけはなく・・・出発駅の時刻表はあったので、それを目安に行くことになった。
３時３０分に家を出る予定だったんだけど、ウッキーが３時を過ぎた頃から「早く行こうよ
ぉ」とうるさいので早めに出たの。そうしたら・・・バス停で３０分待ったよぉ。雨なの
に・・・

バスの中で・・乗客は私たち二人と途中からおばあちゃんが乗ってきたので３人。
このおばあちゃんが私に何か話しかけてるんだけど席が離れているしよく聞こえないんだよ
ね。
で、「なんでしょう？」と何回か聞いてみたら「お金忘れちゃったの」って。。。。で、どう
しろと？・・・貸すのは構わないんだけどさ～貸すより出してあげるって感じだよね。見ず知
らずの人だもの。
でも、とりあえず「降りる時に車掌さんにご相談してみては？」と言ったの。
で、私たちより先に降りたんだけど、結局怒られながらもお金払わずに降りたよ。バスってシ
ルバー割引とかシルバーは無料とかはないのか？まぁ、おばあちゃん、出かける時はお財布も
確認しようね。
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で、電車。本当は快速に乗る予定だったんだけど、混んでる車内を見てウッキが「やだ」って
言い出したので普通でいくことに。まぁ、座れたからね。
ゲームボーイのおかげで車中も静かに出来ました。
浦和駅に降りてシャトルバスに。浦和駅に降りるのなんて１０年以上ぶり。とりあえずレッズ
のユニフォームを着てる人の後をついて行けば間違いない！と思ったからそのように・・・シ
ャトルバス乗り場に着いたよ。でもすごい人だったよ。４０分待ちって言われたけど１５分く
らいだったかな？バスの中でウッキーはお昼寝～。

スタジアムについて席に座って・・・寒いのなんのって。屋根があるところだから直接雨はか
からないけど風に乗って雨が少しはくるじゃない？寒かった～。ウッキーも長袖でよかった
よ。それでも寒い。「ウッキーにユニフォームを買ってあげる」って言ったらダンナが「高い
よ」って言うので、Ｔシャツを買ってあげました。ユニフォームは１万円位するんだね。子供
のでも。ふぅ～ん。

肝心なサッカーはウッキーの応援の成果か（？）レッズが勝ちました。
相変わらずエメルソンに熱い声援を送るウッキーでありました。席から手も振っていました。
（見えないって・・）でも、エメルソンが２点入れたんだよね～。

No(230)

■…2003年 8月17日 (日).......休みも終わり～

お休みだというのに、雨続きだったね。
ダンナもいないし、ウッキーと家の中ですごしたよ。
・・・ってダンナは予定より早く帰ってきたけど。別にいいけど。

夜突然焼きそばが食べたくなって買いに行った。
家から出たのはそれだけだったなぁ・・・

家の中のことも結局何も出来ないまま過ぎてしまったお休みだわ。
毎年そうかもね～。

No(231)

■…2003年 8月18日 (月).......ダメダメ星から脱出

最近・・・というかここ数年、仕事はちゃんと（？）しているものの、それを言い訳に家の中
のことは放っておいたのでなんだか最近「これじゃいけないわ！」と思い・・・って思うのも
遅いんだけど、思い、ダメダメ星から脱出を決意。
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今、朝起きるのが早くて７時。遅い時は８時過ぎる。
コレで間に合ってしまっていたからいけないんだよね。

目標は・・・
ちゃんと朝起きて・・・６時・・・・遅くても６時半には起きたいなぁ。
で、ちゃんと揃って朝ごはんを食べる。
お洗濯も早くしてしまう。

そうして午前中を有効に使いたい。
そうすれば午後早くに仕事場に行けてピアノの練習も出来る・・・って訳なんだけどな。

ダメダメ星は長くいるとなかなか脱出できない星なので、よっぽどの意思を持って脱出準備を
しないと・・・ね。

No(232)

■…2003年 8月19日 (火).......疲れたよ～

朝の１０：３０～７：３０まで、途中お昼とウッキーのお迎えの時間を除いて・・・・働いた
なぁ～！！うーん働いた。

結構この仕事、楽なようで神経使うんですよ。使うんです。
なので、一日７人くらいはオッケーだけど、８人以上になると疲れてきます。全然出来なくな
るようなことはないですけどね。ただ、後から疲れるだけ～。
で、今日は１４人。夏休みなので、集中してしまう日があるのだ。・・・でも、そうしないと
私の休みが取れないからね。
こんな日は滅多にないけどさ。

さすがに晩御飯を作る気力もなく・・・・家に帰ったらやっくんが先に帰ってたんだけど、
「私、寿司食べてくるね」と言ったところ、「俺も俺も～」とダンナとウッキーが付いてき
た。っていうかさ～なんで一人で食べに行くって言い出したのかね～私ぃ。

お寿司、おいしく食べました。じゃん。

No(233)

■…2003年 8月20日 (水).......ヒマなの？忙しいの？

今日はお仕事が遅くからちょこっとだけだったので、いろいろ片付けていこうと思ったんだけ
ど・・・・
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朝、ウッキーのクスリを取りにお医者さんへ。
帰ってきてアイロンをかけてたら嫌になってきた。あんまり多くって。溜めすぎだっ
て・・・。
今日も晴れなかったね。カラッと晴れてくれないからお洗濯も乗り気がしなくて、どうしよう
かなぁと思っている間にも時間は流れ～しなかった。
お布団もいい加減干したいよ。
ウッキーを保育園にお迎えに行く予定になっているので、時間が迫ってくる。
今日は私も耳鼻科に行くことにした。本当は行かなくてもいいかなぁ・・と思っていたんだけ
ど、明日は病院お休みになっちゃうから、痛くなったら困ると思って、行くことにした。
病院は混んではいなかったんだけど、その割には待たされて・・・あ～時間が～間に合わなか
ったら～・・・と思いながら待ってました。
薬局では薬がないらしくどこかに取りに行ってるし・・・私は急いでるの～って感じでした。

ウッキーのお迎えも、仕事にも何とか間に合いました。

そんなこんなで気ばかり忙しい日でありました。
No(234)

■…2003年 8月21日 (木).......こどもまつり＆夕涼み会

今日はウッキーの保育園のこどもまつりと夕涼み会でした。
本当は８月９日のやる予定だったのが台風のため延期で今日になったわけです。

四役なので、早めに行って準備です・・・・が、手順がよくわからなくて（私がね）あたふ
た。。。
ヨーヨーを膨らますのが結構難しく、空気が入らなかったり、ガチャンて留めるのがうまくい
かなかったり、割れちゃったり・・・私は思いっきりヨーヨーの水をシューーーって人に向け
てやっちゃったけどね。
・・・・そうこうしているうちに時間は迫ってきて・・・・
時間になったと同時にワサワサと人が子供が・・・
ヨーヨー係だったんだけど～・・・・すごかった。
追いつかないし係なのに居場所がない。どんどん外に追いやられて行く～～・・

今日はダンナが来てくれたので、ウッキーはダンナにお任せだ～。

夕涼み会は園児たちが踊るの。盆踊りだね。
去年はうちわを見てて全然踊らなかったウッキーだったけど、今年はちゃんと（？）踊ってま
した。よかった～。毎年ちょっとずつではあるけど、いろんなことが成長しているのね～。

No(235)
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■…2003年 8月22日 (金).......見た見た食べた食べた

ウルトラマンフェスティバルへ行って来た。
去年同様エントランスの怪獣たちに帰ろうとしたウッキーでしたが、中に入ってしまうと「主
導権は俺」とばかりにあっちこっちスタスタ歩いていく。
ステージでは耳を塞ぎ相変わらず音に敏感なウッキーでした。

水族館も行って来た。
「エイの餌付けは面白いよ」と人から聞いていたの。その話をしていたら、やるじゃない「餌
付けショー」絶対見る！と最前で待って見てきました。・・でも、最前は首が辛くて途中から
後ろにまわったわ。面白かった。
ウッキーはペンギンにすごい興味があるのか一人で柵に乗ってずーっと見てた。パパとママは
後ろの椅子で見てた。
水族館は楽しいなぁ・・

ナンジャタウンに行って来た。
目的はアイスクリームシティ。
でもぉ・・・アイスクリームって何個も一度に食べられないじゃなーい？うーん・・・
私が買ったソフトクリームはウッキーに取られた。グスン。
ウッキーは自分で「コレ」って豆乳のバニラ（カップに入れてくれる普通のアイス）を頼んだ
くせに、ママのを見たとたんに取っていった・・・
一つしか食べられなかったよ。。。いつまでやってるのかなぁ？また行くかな・・・そんな時
間ないよ！・・・・わーん・・

餃子も食べてきた。
この日ウッキーの食事はポテトを２本くらいとココでの餃子２個。
大丈夫なの？ってくらい食べなかったね。
餃子はおいしかったよ。ココではいっぱい食べました。

No(236)

■…2003年 8月27日 (水).......ぱぱには

パパには内緒ってここに書いたらばれちゃうんだけど・・・

夏休み平日最後の休みでした。
本当は溜まった仕事を片付ける予定だったんだけど、ウッキーも「ママが休みだから休むぅ」
と休んで、おまけにお洗濯デーになったので思うように作業は出来なかった・・・
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おまけに４時ごろウッキーが「いくらが食べたい」と騒ぎ出し。お昼寝をしていないせいかす
んごく聞き訳がない。タダでさえ今日のお仕事をことごとく邪魔されて機嫌の悪い私。まぁ、
イライラするのもなんだし、ちょうどお腹も空いたし・・・食べに行ってしまえ！と二人で回
転寿司へ行きました。
二人で行った回転寿司は時間も時間だけに貸切状態でした。
ま、途中からはお客さんも入ってきて安心したけどね。
二人で回転寿司はちょっとなぁ・・と思っていたんだけど、行ってしまえばなんてことはなか
ったですね。
お寿司を食べて満足した二人でした。

ごめんね。パパちゃん。
No(237)

■…2003年 8月30日 (土).......むさしの村

夏休み最後の週末ですね。
ダンナの両親とウッキー、私でむさしの村に行ってきました。
あんまり乗り物が好きじゃないウッキーでしたが（音がうるさいのが嫌なのか？）、今日はち
がーう。まぁ、スピード系の乗り物は乗れないんだけど、ウッキーにしてはいろいろな物に乗
りました。
そういう乗り物ではないけど、お金を入れて乗る車。ゴーカート？ちょっと違う？・・・はす
んごく上手になってた。以前はコーナーが曲がれなくてゴンゴンぶつかって１周するのにもの
すごーく時間がかかっていた気がするのに・・・スーイスイ。コレで１周２００円は高い気
が・・・

ダンナの両親は午後から用事があるので途中で帰りました。
その後もウッキーは遊ぶ遊ぶ。
でも、ご飯は全然食べてないんだよ。朝も起きてすぐ出ちゃったから食べてないし、お昼もジ
ュースだけって言って食べてない。大丈夫なのか？

結構時間も経ってきたので帰ろうと出口に向かって歩いていたらウッキーかき氷を発見。「食
べていいよ」と買いに行ったら「ポップコーンにする」って。本日最初の食事がポップコーン
なウッキー・・・
ベンチに座って食べていると、すべりだいを発見。時々一人で走っていって滑っては帰ってく
る・・・を繰り返しているうちに・・・変わり自転車乗り場を発見。実は自転車は見つからな
いようにと思っていたのに・・・
結局自転車も乗って帰ってきました。

帰宅後、眠いんだろうけどゲームに興じるウッキー。
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家ではちゃんとご飯も食べました。
ご飯後もゲームをしだすウッキー・・・・
眠いらしく（そりゃぁ眠いわ）コクリコクリ・・・いっそいでお風呂に入れて、パジャマに着
替えたら・・・・ねてしまったわ。

楽しかったね～。

No(238)

nori > うちも昨日、水族館だけどプチ遊園地みたいなところで遊んできました。天気がよくて
よかったよ。   ..2003/08/31(Sun) 07:50 (239)

■…2003年 8月31日 (日).......晴れてほしいときに晴れてくれない！

昨日お出かけだったので、今日いろいろやりたかったのに、また雨だし。。。というか、曇り
なんだけど時々降るから・・・もう！

今日のウッキー！
「ウルトラマン」と叫び「さて、今なんて言ったでしょうか。１、セブン。２、ハネジロー。
３、ウルトラマン」
ま「・・・・３番」
う「ピンポンピンポーン。正解です。」

う「ティガ！・・・さて今なんて言ったでしょう。１、ティガ。２、ガイア。３、ゼアス」
ま「・・・・（たまには間違えてあげないとなぁ・・すっごいわかるクイズなんだけどな
ぁ・・）・・２番？」
う（嬉しそうに）「ブッブー」

そんなクイズをいくつも出されました。
No(240)

■…2003年 9月 1日 (月).......今日から９月だねぇ

私も今日から普通のお仕事。
でも、保育園の先生から言われたようにウッキーはせめて１１時には寝せないと・・・という
ことで、出かける前にお風呂を洗い、ご飯も炊いて・・おかずは作れなかったよ・・・お洗濯
もして・・・・でも、出かける前に乾かないから、洗うだけ。仕事場である実家に持っていっ
て乾燥機を拝借することに。
コレをやりながらパソコンでお仕事してました。
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やっと書類や楽譜を書く時間が出来たのよ。夏休みは忙しかったからなぁ。

ちょっとダメダメ星から抜け出せそうで嬉しい感じ。
後の課題は「早起き」と「掃除」ね。
あ！ピアノの練習もしないと・・・・ひぃっ！

No(241)

■…2003年 9月 4日 (木).......最近悩んでいること・・・

いや、別に悩んでいるって訳でもないんだけどさ。
ウッキーがポケモンのサファイアをやっているんですよ。ゲームで。
で、家には昔のポケモン図鑑（みたいの）があったり、「ポケモンをさがせ！」という本が２
冊あるの。それが全部サファイアで出来ると思っているの。ウッキーは。
まぁ、これはいいか。

あと、そのゲームも、ウッキーはウッキーなりの遊び方で遊んでいるわけ。
で、ゲームの話をいっぱいしてくれるんだけど、時々「絶対違う」っていう話をするのね。私
は「うんうん」って聞いてあげられるんだけど、近くに小学生の子とかいると「違うよ」とか
言われちゃうのよ。結構きつーく言われたりするのよね。
その場合、ウッキーが違ったことを言うたびに｢違う」って言うべきなのか・・でも「うんう
ん」って聞いてあげることも必要じゃない？ない？
・・・・どうするべき？難しい～

No(243)

■…2003年 9月 6日 (土).......草刈

草刈してきた。
実際草を刈ったのはダンナだけど・・・・いかんね、放っておいちゃ。すごかったよ。
私はお薬をまく係。
それをするのに時間は３０分。
祐希のピアノから帰って、私の仕事の間までに終わらせないといけない。
頑張ったんだけど・・・

夜は後輩のやっている居酒屋さんで家族で草刈の打ち上げ。
たかが草刈で打ち上げすなって感じ？

No(242)
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■…2003年 9月 7日 (日).......こんな日曜日

朝、珍しく早くウッキーに起こされる。最近頑張って早寝早起きなので（世間よりは遅いと思
うけど・・）日曜も何も関係はないらしい・・・の割りに「今日はお休みの日だよね」

しばらくテレビを見ながらゆっくりご飯を食べていたら、「温泉に行きたい」とウッキー。以
前から「温泉行きたい」とは言っていたんだけど・・でもね、泊まりは嫌なんだって。「お泊
りしない温泉に行くの」と決めていた。（七月の旅行の時「ぐすん」てしちゃったから・・）
で、近くにお風呂やさんがあるから「パパと行ってね」って。
その前にパパは楽器屋さんに用事があるからってお出かけに。するとウッキー「僕も行く！」
と急遽お出かけに。

・・・・・静か～！！
日曜日に一人は静かだね。近くの工場もお休みだから。
「さあて、いろいろやるぞ！」と思っても、一人を満喫しちゃってダメね。

二人が帰ってきてから、パパにパソコンで音楽作ってＣＤにする方法を教えてもらおうとやっ
てみたが、しばらくスイッチも入れていないパソコンでの作業だったため難航。しかも、ＣＤ
にするための作業が出来そうで出来なかった。。。なんだか、すごーく重かった。。この作業
は後日に。
でも、９月末までに何とかしたいんだな。

夜はすっかり忘れていたと思っていたら、「温泉は？」と言い出した、ウッキー。
パパとＧＯ！送迎つきよ。ママの。
ウッキー楽しかったらしいよ～。

二人がお風呂に行っている間にウッキーのお友達のお母さんから電話がかかってきた。以前、
ウッキーととても仲良しなのと、バスが一緒なので、「おろして遊びに行かせてもいいです
か？」って聞いたら「いつでも構いませんよ」って言ってもらったのになかなか行けなく
て・・・そうしたら、「電話かけづらいのかと思って・・」とお電話を頂きました。
「仕事が遅いのでお迎えに行けなくなるので、お休みの日にでもお願いします」とお話しまし
た。かえって気を遣っていただいちゃった。。。いい人だ。

帰りは回転寿司へ。・・・・こんなに外食ばっかりでいいのか？明日からご飯にお塩かけて毎
日食べるようだわ。

・・・・と、こんな日曜日。
No(244)
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■…2003年 9月 8日 (月).......大失態

本当に本当に今日は大失態・・大失敗？
昨夜はウッキーを寝かせてから１時過ぎに起きていろいろやってるうちに４時頃寝たの。だか
らちょっと眠かったんだよね。
３時４５分（昼間のね）楽譜を書いていたらもーう眠くって眠くって「１５分寝よう」と横に
なった。いつもならちゃんと携帯でアラームをセットするんだけど、今日はすごーく眠くて携
帯を取りに・・たった５歩くらいなんだけど・・行くのもダメで、寝てしまいました。

zzzzzzzzzz

ハッ！
気付いたら、４時２０分。
頭は回っていないんだけど、なんかヤバイ感はあったのか、寝すぎたーと思いながら玄関へ。
玄関のガラスに青い影が・・・・
「あー！！！ウッキー帰って来ちゃったんだー！お迎え忘れたー」
急いで鍵を開けるとウッキーが先生と立っていた（青い影はウッキーの体操帽でした）。。。
。ゴメンナサイ。
玄関に行くまでお迎えさえ気付かなかったものなぁ。。。。
ウッキーに「待った？｣って聞いたら「うん」って・・・・
大体２０分頃着くんだよね。いつも。。時計を見たら２４分。３分は待ったな。。。。。う
ー・・・大失敗。最近一番のうっかりです。

No(245)

■…2003年 9月 9日 (火).......ドレスが届いた

発表会にいつもドレスを着るんだけど、家にあるドレスはとりあえず一回り着ちゃったし（昔
のは着れなくなっちゃったし・・(T T)・・）毎回同じだといけないなぁと思って、以前から
ネットで目をつけていたドレスショップで昨日ドレスを注文した。
ネットで買うのはちょっとサイズが心配だったので、横須賀だったので電話をしていろいろ聞
いたの。で、注文。

それが今日届いたの。
ブルーで小さなキラキラがいっぱい付いててお値段の割りにゴージャスな感じ。
・・・・・満足。

さて、ピアノの練習をしないとね。
ドレスだけゴージャスじゃあねぇ。。。。。
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No(246)

■…2003年 9月10日 (水).......サラリーマン

ウッキーが「サラリーマンて何？」って時々聞くんだよね。
以前「パパみたいな人だよ。パパはお仕事行く時は『企業戦士サラリーマン』になるんだよ」
と二人して言ってしまったら、信じてる。・・・そりゃ信じるよ。

今日もクイズヘキサゴンを見ていたら「サラリーマン」の言葉に反応。
「サラリーマン参上！怪獣をやっつけるぞぉ！」って言っておりました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今日は車検。
私の車は１０年選手なので、どうしようかと迷ったんだけど、これだけ乗っていると手放すの
もちょっと淋しくなっちゃうんだよね。まだまだ快適に走ってくれているし。。。維持費を考
えると軽が欲しいところなんだけどね。
とりあえず車検通しました。次の車検まで楽しく乗りましょう。
前回の車検よりもちょっとお安く済んだのが嬉しいかな？

No(247)

■…2003年 9月11日 (木).......大奥

最近再放送している「大奥」（今日で最終回だったけどね）
ちょっと時間的に毎回は見られなかったんだけど、面白くてね。
全部見たーい！見たーい！

No(248)

■…2003年 9月12日 (金).......現在１３日午前２時５６分

先ほど帰宅～♪
ひっさびさだよ。こんなに遅いのは。
９ヶ月ぶり？？
たまにはいいよね。
だって、ずーっとアメリカに行ってたお友達が帰国して実家に来ているんだもの。
高校時代の５人が集まってプチ同窓会みたい。
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たまたま今日はダンナがゴルフだったので早く家にいたので、ウッキーはお願いしてお出かけ
でした。
帰ってきたら、お風呂もちゃんと洗ってお湯入れてウッキーと入ってくれたみたいで、、、、
ありがとさーん。

カラオケに行ったんだけど、なんだか歌の本が分厚すぎて何を歌っていいのかわからない感
じ。
しゃべってる方が多かったかもね。
楽しかったです。

どうやら新年会もやるらしい。。
またよろしくね。やっくん。

No(249)

■…2003年 9月13日 (土).......朝からボケボケ。

昨夜寝るのが遅かった。
でも、今日は起きるのが早かった。
いつも、携帯電話をアラームにして起きている。
もちろん、普通の目覚まし時計も置いてある。

今日はどういうわけか、携帯電話をもったつもりで目覚まし時計を持って起きてしまった。
全然形も違うのに・・・・
階下に下りてきて机に置くまで気付かなかった・・・
全然大きさも違うのに・・・

家族はまだ誰も起きてなかったけどちょっと恥ずかしかった。。
ダンナに言ったらやっぱり「プププ」ってされた。。。

No(250)

■…2003年 9月14日 (日).......ゲーム

昨日、ウッキーはいとこの運動会のドサクサに紛れて自分もゲームを買ってもらった。（５年
生のいとこが運動会頑張ったからとか何とか言ってじいじたちに何か買ってもらったの・・・
そのシステムはいいのか？）

そのゲームやり方がわからないらしく（当然だ）「ママやってー！」が始まった。
・・・・やだ・・・・
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でも、あんまりうるさいからちょっとやってみた。
これはウッキーには難しいよ。
だから、全然先に進めなくて「どうしてこれは先がないの？」って聞いてきたのがわかった
よ。先がなかったんじゃなくて難しくて先にいけなかったんだよ。

結局一番遊んでるソフトは「ポケモン」になるね。

でも、こんなにゲームやってていいのかなぁ・・と、本当に心配になるよ。一応時間とかのお
約束はするんだけど、だめだね。ゲームはやらなければやらない方がいいよ。時々壊したくな
るもん。

世間は３連休なんだよね。
私は連休だ。
これから忙しくなるのでお家でのんびり・・・・・できるか～っ！
せっかくのお天気お洗濯も山のようにあるし、ウッキー運動会の練習で靴真っ黒だし・・・

あ！お買い物は行ったよ。
運動会グッズ。椅子・テーブル・クーラーボックス・・去年はそんなものいらないと買わなか
ったけど、これから小学校、中学校と運動会はあるからと買いました。クーラーボックスは重
いといけないと思って小さいのを買おうとしたら、ダンナが「こっちがいい」と大きいのを買
わされた。「ビールが入らないと困る」って・・・・

No(251)

■…2003年 9月16日 (火).......起きないよぉぉぉぉっぉぉぉ！

朝８時過ぎウッキーは起きてきた。
・・・・・・・・・・起きてきたはずなのに、、、、、、寝てるよ、また。
zzzzzzz
９時前起こす・・・・・起きない。
９時１５分起こす・・・・・起きない。

怒るのやだなぁ・・・と思ったので、保育園に電話。
「スイマセン、全然起きないんで、（電話の向こうで先生笑ってるよ）起きたら連れて行きま
す」

結局、あの後何度か起こしたのにかかわらず、起きたのは１０時すぎ。
急げー！って今から急いでも遅いんだけど。。。
行ったら練習してた。運動会の。
ほーら、早く来ないとでしょ？と思ったけどしょうがない。
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お休みの間、いつもより遅く寝てたからね。・・昨日は早く寝せたはずなんだけど・・・早か
ったかな？自信ないや。。
まぁ、今日からまた早く寝せましょう。

・・・・・・・ということで、早く寝せて、私だけ起きてきて只今１７日午前２時を回ったと
ころでございます。さっきまで頭が働いてなかった。結構また起きだすのはツライんすよね。

No(252)

■…2003年 9月17日 (水).......うぅっ・・

今日は出かける前にちょっとしたハプニングでバタバタして、仕事はギリギリでした。でも、
間に合った。よかったよ。

帰ってから、山のような洗濯物をたたんだ。
そんなにさぼってたつもりはないんだけど、なんだか本当に山のようになってた。

仕事で決めなきゃいけないことや変更事項があるのを思い出した。
やらねば・・・

No(253)

■…2003年 9月18日 (木).......今は寝てますが・・・（１２時２５分）

ウッキー今は寝ておりますが、さっきまで、おにぎりを食べていました。
本当は１１時までに寝せるのですが・・・・寝られる時間にお風呂も済ませていたのですが、
お風呂から上がったら
「ママ、のりある？」って・・・
ま「のり？食べる海苔？」
う「うん。お腹すいた。納豆巻き食べる」
ま「もう寝なくちゃだから明日の朝にしたら？」って言っても、
「お～な～か～す～い～た～！！」とごねるので、納豆は巻くとベトベトするのが予想される
ので、「おにぎりでいい？」と妥協案を提案。
オッケーが出たのでおにぎりを作る。
海苔が食べたい様だったので、小さいおにぎりを４つほど作る。

実はこの２時間ほど前に「ごはんおつゆ」（ウッキーはお茶漬けをこう言う）を結構な量食べ
ている・・・
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おにぎり全部食べたよ。
さっき食べたものとあわせると軽くいつものウッキーのご飯の３～４杯分はあるぞ！大丈夫か
なぁ？

すぐそばで寝ているんだけど、本当にウッキーは寝相が悪い。
寝てる間も動いて消化しているとしか思えない。。。。

明日早く起きてくださいよ。
No(254)

■…2003年 9月20日 (土).......一足早く

もうすぐ誕生日なので、毎年お互いの誕生日にプレゼントをしているＭからプレゼントを貰っ
た。
プレゼントといっても中身は知っている。
いつも相手の欲しい物を聞いてから買ってあげてる（買ってもらってる）。
お互いブランド物にあまり興味がないので助かっている。
去年はワンピースのマンガを１巻～２０巻まで買ってもらったりした。

今年はラベルプリンター。
ビーズのフニュフニュしたクッション（本当の名前は何て言うんだっけ？）にしようかと迷っ
たんだけどね。
数年前結婚の時他の人にお祝いに何が欲しい？と聞かれ、それを言ったんだけど、結局もらえ
ず、数年の間買いそびれ、子供のものに名前をつけようとかいう時に「あればいいな」と思っ
ていたので、買ってもらった。
プーさんのやつ。
早速いろいろ家族の名前をプーさんの絵柄入りで作って、一人満足。
ウッキーの水筒にも名前を貼ったよ。
フフフ。

No(255)

■…2003年 9月21日 (日).......おなかいっぱい

明日が誕生日なんだけど、明日は平日なのでお仕事があるから、
今日、ご飯を食べに行った。
じいじのおごり。
焼肉やさんに。←は私よりもダンナがその方がいいかなぁと思って。
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一応主役は私のはずなのに（今更別にいいけどね）、ダンナがビールをいっぱい飲みました。
私は車の運転なので飲めません。
ウッキーは焼肉やさんに行っても、あんまり食べるものがないんだよな。
ちょっとお肉食べるけど。今日もタン塩１枚とお肉２枚とご飯。カルビうどんとかあるトコだ
とそれを食べるんだけどね。
今度何かの時はおすし屋さんにしよう。

肉が大好きなダンナと肉をあんまり食べない（ウインナー・ハム・ベーコンは好き）ウッキー
とどっちも好きな私と・・・・難しい家族だな。最近ダンナがお寿司を食べるので改善されて
きてるけど・・・

『食』というものは難しいね。
ダンナは「何食べたい？」って聞くと「肉」しか言わないし、ウッキーはシラスとか小女子と
か出したら出しただけ食べちゃうし・・・
ま、いいか。

今日はおなかいっぱい。

No(256)

■…2003年 9月22日 (月).......誕生日

誕生日です。
まぁ、歳的にはどうでもいいんだけど一応年一回のイベントだからね。

朝から友人たちからお祝いメールを貰い、「２７歳になりました。」と返信するとなんだかす
ごく怒られた。
内一人が「ごまかしても２８までだ」というから「２７も２８も変わらないじゃない？」と言
ったら・・・変わるんだって～・・・別に１０サバ読んでるわけじゃないからいいよね。

で、気が付いた。
私の母はずーっと私に歳を「３７」と教えていた。
もっと小さいときは２７だった。。。。。同じことしてるよ私。

まぁ、違うことは知っていたけど、大学生になってから両親の誕生日を書くとき母の生年月日
がわからない。歳が不明なため逆算ができないことに気付いた。
母に問いただし（問いただすほどでもないけど）正確な歳を聞いたってもんよ。

でも、大人になると年が一つ増えても中身は・・・そうねぇ・・あんまり変わらないじゃな
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い？だから自分の歳にもピンと来ないんだな。
厄が明けるわ～くらい？
でも、女の人はまたすぐに厄年が来ると知ったのよ。。。。
ま、大厄は明けるけどね。

今日はダンナにケーキを買ってもらった。
生徒さんがお祝いの絵を描いて来てくれた。
ここ数年ダンナからプレゼントがないことは別になんとも思っていませんよ。

No(257)

■…2003年 9月23日 (火).......サイクリング

いつも、休日は午前中はダラダラ過ごす一家なので、例によってそのように。
先週は雨でウッキー外で遊んでいないので、「みんなで自転車で公園に行こう！」
・・・思い立ったのが３時過ぎ。
でも、行きましたよ。
パパとウッキーは二人で自転車で「近くのおすし屋さん→カラオケ」コースは行くみたいだけ
ど、私はウッキーと別の自転車で走るのが初めてでちょっとドキドキ。
「車怖い」と車が来るとすぐに自転車から降りてしまう。
なるべく車の来ない道路を選んではいるものの、「疲れた～」「怖い～」「出来ない～」など
弱腰のウッキー。
補助輪をつけているものの時々自転車を倒しては（段差とかでバランスを崩すらしい）「倒れ
ちゃった～！出来ない～！」と。
パパと二人のときは結構しっかり走ってるらしいけどね。
「頑張れ～」と応援しながら何とか公園へ。

公園でなぜか草取りを始めるウッキー。・・・家の草取りしてくれよ。
まぁ、それだけではなく、山に登ったり、自転車で走ったり、遊具で遊んで、一時間くらい遊
んで帰ってきました。

帰りは「自転車ヤダ～」とか言ってたものの、行きよりもスイスイ。軽快に走っておりまし
た。

そろそろ補助輪取りましょうね。
そしたら練習だ！

No(258)
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■…2003年 9月28日 (日).......本日は・・

まぁ、特に何もなく。
・・・・でもないか。

昨夜遅く友達Ｍの娘りさっぴから電話があり「今からウッキーとカラオケに行きたい」とな。
お昼寝もしていなかったのでさすがにちょっとお断りをした。

そうしたら、今日ウッキーは思い出したらしく、「カラオケは？」というので、りさっぴに電
話したら「行く」とのことで、行って来ました。
ウッキーは最初「デビルマン」と「ゲッターロボ」を歌い、そのあとしばらく遊んでいてなぜ
だか「コンバトラーＶ］を私に歌えと・・・知らないよぉ。。そしたらＭが知っていたので一
緒に（私は殆ど口パクだ）歌ったよ。
まぁ、後はウッキーのレパートリーを歌ってたね。ただ、時間間際になって乗ってきちゃって
「まだ歌う～」とごねていた。

今日は今までなかった曲(アニメの）が入っていたので、ウッキーと大喜びでした。

夜はちょっとジュースを買いに行ったのね。そこにはウッキーとよく行く回転寿司やさんがあ
るの。行くつもりはなかったのに「ウッキーねぇ♪一番言ったことあるところに行きたいな
♪」と言うのでおすし屋さんに行くことに。で、これもまた閉店近く。なので、お持ち帰り。
お寿司を食べて満足なウッキーでした。

No(259)

■…2003年 9月29日 (月).......テストなのだ

出来るかな？

こんな時間まで（４時半）私はホムペをいろいろいじったりしていました。
眠いよぉ。
こんな時間だと頭も回らず、自分でタグを間違えて「出来ないよぉぉ（T
T)」と半べそ状態でした・・・
でも、できた。よかった。

これから写真入の日記も出来るね。
あ！携帯からPCに写真を送る方法を教えてもらわねば・・・

No(260)

kayoon > レスをつけるとどんな感じ？本文に文字のタグは使えるのかしら？今度またやってみ
ようとおもいまふ。   ..2003/09/29(Mon) 11:50 (261)
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■…2003年 9月30日 (火).......ウッキーの趣味・・・？？？

朝、保育園に行って、門を入ってちょっと土の道になっているところをいきなり草取りを始め
たウッキー。
ちーっちゃい草まで取ってウッキーと一緒に門を入ったお友達のお母さんは戻ってきちゃっ
て・・・
こっちは立って「早くしようよ～」と言ってるだけなんだけど、ホント、早くして欲しかった
よ。
ずーっとやってるからいろんな人に挨拶しちゃったよ。

最近草取りが好きらしい。趣味なのかも・・・

話は変わって、
知り合いの子ののんちゃんがいきなり「ウッキーと結婚したい」と言い出した。
ウッキーはこの話は知らない。
ウッキーモテモテ？
のんちゃんもきっと結婚がどういうことかよくはわかっていないと思うけど（私もよくわから
ないぞ）「だってお友達なのに～」と・・・・それだけではムリな気が・・・
ウッキー今がピークでは困るので、いい男になってくださいね。

No(262)

■…2003年10月 1日 (水).......運動会予行

運動会の予行練習でした。
私は当日音響係なので、予行にも参加してきました。

先生方は大変ねぇ～・・・・・・・というのが感想です。

私の係りはなんだか皆さんが「大変ねぇ～」とか「ありがとうねぇ」とか言うので
「え？そんなに大変なものなの？」と今日になってちょっとドキドキ。
でもそうだよね。
本番間違うわけにはいかないものね。
去年ウッキーたちのお遊戯の時に音楽が止まっちゃったのよ。
今日の予行の時もラジオ体操が止まっちゃったのよ。
あせるね～！
本番じゃなくて良かったよ。
でも、本番ちゃんとできるかちょっとしんぱーい。。。。。。
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夜。
だんなに女の人から電話があった。
「○○と言いますけど、なおきさんいらっしゃいますか？」
『なおきさん』の時点で大体がセールスだとわかる。
ダンナは『なおき』とは読まないんだ～。
で、「どちらの○○さんですか？」と言ったら「埼玉の大宮です。」と言った。・・・・普
通、この場合関係のことなんだけどね。（高校の同級生とかさぁ、そういうやつ）
一応ダンナに確認。知らないっていうから
「どういうご用件でしょうか？」と聞いたら、
「奥様でいらっしゃいますか？申し訳ございませんこちらブライダル関係のご案内でしたので
こちらの手違いです」と言って切れた。
なぜだろう・・・ウチのダンナこの手の電話が結構ある。
何かに独身に○つけて出したのか・・・・？？？

No(263)

■…2003年10月 2日 (木).......食べないしっ！！

昨日からウッキーがご飯をちゃんと食べないので喧嘩している。
昨日の朝「何食べる？」って聞いたら「なんでもいいですよ」って言うから、パンを軽く焼い
てベーコンとチーズを乗せてあげた。ちょっと前はお気に入りのメニューだったの。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ベーコンだけ食べて後は食べない。
むかっ＃
予行なので食べないとお腹空くと思ったので「うどんなら食べる？」って聞いたら「うん」っ
て。うどんはなかったけどおそばはあったからちゃんと「おそばでもいい？」ってきいてオッ
ケーが出たから茹でてかけそばにして出してあげた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・一口だけ食べて「いらなーい」って。。
プチっ＃
「もう、ウッキーのご飯なんて作ってやらなーい！！」と喧嘩。

夜も、皆でご飯食べてる時に「ウッキーはいらなーい」っていうの。「じゃ、いいよ」って出
さなかった。
食べ終わる頃、「お菓子食べる」と、約一名が言い出した。
「ご飯食べないのに何言ってんのよ～！！！絶対ダメだからね！」
まぁ、それだけではなく、ずーっと怒ってた。
そうしたら、パパとお風呂の後「ごめんね。ちゃんと食べるから」って謝ってきた。
ちゃんと食べることをお約束して仲直り。
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でも、今日の朝も、「グミ食べる～」とかごねてたよ。
全然反省してないじゃん！！！
ぶぅ。

No(264)

■…2003年10月 3日 (金).......パンツは・・・？

ウッキー今日はスイミング。
家（実家）に帰って着替えようと体操服を脱がせたら・・・・
ズボンがスルンと脱げて・・・・プルンと見えたよ。

ん？・・・・・・・・・・・・パンツは？

「ごめんなさーい♪はいてなくてぇ♪」・・・・・・・・・・脱力。
すっごい嬉しそうに言うんだもん。

でパンツはと言いますと・・・
「スイミングのバッグの中に入ってますぅ♪」

私が朝入れたままの形でパンツが入ってました。

今日は一日ノーパンでさぞかし気持ちよかったことだと思います。熱かったしね。
No(265)

■…2003年10月 4日 (土).......大脱走？

土曜日は忙しい。
朝ウッキーをピアノに連れて行き、レッスンが終わると私がお仕事へ。
で、ダンナがいる時は迎えに来てもらってウッキーはお家に帰るのだ。

・・・・今日はおうちに帰るのを渋ったらしく、パパの機嫌を損ねたようだ。
というのは、１２時半ごろお昼ご飯を用意していると玄関が開いた音がした。
「誰だろう？１時からの生徒さんにしては早すぎるわ～・・」と思って玄関に行くと、パパと
お家に帰ったハズのウッキーが「疲れた～」といいながら大の字になっている。。。。
「？？？？？」さっき確かにダンナから電話があって『ウッキーが家に帰らないっていうんだ
よ』って言ってた。
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でも～なぜココに？
ウッキーに話を聞いたところ、近くのコンビニから一人で走ってきたようだ。
察するところ、パパを怒らせたわね。きっと「勝手にしろ」とか言われて真に受けて一人で走
ってきたんだな。
確かにコンビにまで直線２００mってトコだけど、車の多いとこだし、結構あぶないので、び
っくり。

ウッキーは帰巣本能（？）はあるので、道を間違えることはあんまりないとは思うけど、ま
だ、角で安全確認とかできるのか心配だからさ。だーって前だけ見て走ってると横なんてきっ
と見ないからさ。。
たった２００mといえども、無事でよかったよ。

ちょっと後からパパが来たよ。
ごねるウッキーを連れて行った。でも、ウッキーの「ヤダー」って叫び声とか聞こえて・・・
知らない人が見たら人さらいと間違われるよ。。なんて思ったりして。

お家に帰ってしまえばパパと仲良く遊んでるんだけどね～・・
ウッキーに後で一人で走ってきた感想を聞いたら「バイクとかいて怖かった」って。

No(266)

■…2003年10月 7日 (火).......「さとうきび畑のうた」を見た

朝からビデオを見ましたよ。見ないと消せないからさ。
「陰陽師」と「さとうきび畑の歌」
陰陽師も面白かったけど、さとうきび畑の歌はよかったよ。
アイロンかけながら泣いてたよ、私。

戦争はいけないね。
と同時になんて私たち日本人は平和ボケ！
命の大切さを知ろうよ。
家族はありがたいね。
なんて感じておりました。

深いドラマでしたよ。
ダンナにも見せようと思ったけど上から「ハコイリムスメ」撮っちゃったよ。

明石家さんまさんがよかったね。見直したよ（←偉そう）
No(267)
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■…2003年10月11日 (土).......ウッキー運動会

運動会でしたよ。
毎日なんとなくプレッシャーで。。
だって音響係・・・それよりもお弁当が・・木曜の夜はダンナが遅いし（金曜の朝帰ってきた
ようなものだ。）・・・だから？前日は眠くって、当日４時起きの予定が６時起き。
いっそいでお弁当作って、急いででかけました。
お弁当詰めるのはダンナに任せて。。。
ウッキーが「ママと行くぅ～」と泣いてたなぁ。。

まぁ、ともかく運動会は終わりました。
心配していたかけっこも頑張ってたし。
係りのおかげ（？）で最前列特等席で見ることが出来ました。
でも、写真とかは撮れなかったよ。そんなヒマはなかった。
ビデオはねダンナに任せて・・・・・
そしたらさぁ、ウッキーのお遊戯の後にダンナの出る綱引きだったのね。
お遊戯の前に集合はかかるけど、行っちゃったらビデオ撮れないじゃない？
ふと入場門を見たらダンナがいるの。
「何？ビデオは誰が撮るのよ！！！」と後ろにいた役員さんに「お願いします」と変わっても
らってそれこそ急いでビデオ撮りに戻ったよ。
自分たちのの場所に行ったのはその時とお昼と２回だけだったよ。。。

そうそう、知らない子がずっと私たちの席にいたの。
今日はお友達や知り合いの子が見に来てくれていたんだけど、確かにその中の子の知り合いで
はあるみたい（お友達というんじゃないらしい）なんだけど、ずーっといたらしく、お昼ご飯
の時もなんだかすんごいくつろいで椅子に寝そべったりしてるし、荷物も普通にテーブルに置
いたりしていて・・・・「何？誰？｣って感じでした。
私の母親も見に来ていたんだけど、母親は誰が誰だかわからないじゃない？だから、「ジュー
ス飲む？」とか言ってるし・・・ダンナも「よくわかんないけどずっといた」って言ってたの
よ。
さすがに知らない子（というか謎の子）にお昼を食べさせる義理もないので、
知り合いだという子に言ってもらって帰っていただきましたけどね。

だって、この子（知り合いだという子）に「誰？友達？」って聞いても「うーん・・友達では
ない・・・」「ずっといるの？」「なんだかね、よくわからない」って言うんだもん。

ずいぶんずうずうしい子もいるんだなぁ。。。と。
No(268)
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■…2003年10月12日 (日).......ウッキーゴロク

１．「鼻の中の物を食べたのはメルヘンハーブでシュシュッてするの」
・・・・・・・・・・・・鼻の中の物を食べてはいけません。汚いです。意味不明だし・・・
メルヘンハーブって？？

2.「打ち負かしてみろ」を「うちに帰してみろ」
・・・・・似てますが威嚇にはなりません。。

No(269)

■…2003年10月13日 (月).......今日になって

今日になって運動会の反省をウッキーが言っていました。

「運動会頑張った。メダルももらえた。」実に満足そうに申しておりました。

ウッキーはすごく楽しみだったみたいなので頑張れてよかったね。

ママもウッキーの運動会とっても嬉しかったよ～！
No(270)

■…2003年10月14日 (火).......脱力・・・

ウッキーは耳が切れている。
というとみんなに「え？」って言われるの。正確にはアトピーのため耳の後ろや下がよく切れ
るのだ。
でも、今回は・・・うーん説明がしにくいなぁ・・・・耳たぶの上のほうが切れてるの。指し
ゃぶりのセットで耳も触るからなかなか治らないんだよね。
血だらけになってる日もあったりして、今回はどうしようって感じだったのよ。

今日、朝起きたらね。耳の切れている所の後ろが腫れているの。
化膿しちゃったんだ～こりゃ大変！！
と思って朝一番で皮膚科にGO！

待つこと１時間半。（なんでこんなに待たせるんだ？個人経営のお医者さんなのに・・・・後
から来てさっさと診察して帰る人がいたのは気のせい？裏技？）もう、待つの疲れて眠くなっ
ちゃったよ。
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で、先生に「腫れちゃって・・・」って話したら
「ああ、それは虫刺されだね。」
「はぁ・・・」１時間半待ってそれかい！
超脱力・・・・
まぁね、虫刺されでよかったといえばそれまでなんだけど・・・
待ち疲れましたよ。

そうそう、ここの皮膚科には待合室の一角に「キッズコーナー」があって、おもちゃや絵本が
置いてある。受付に言えばビデオも見られる。
今日は、ここに中にボールが入ってるテントがおいてあった。狭いのに・・・
でも、これはいかがなものか。。。子供たちがボールをボンボン外に出しちゃってかえってあ
ぶない気がするよ？そんなことはない？

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

話は変わって、
今日、あまりにも直球な告白を受けた（ウッキーが）。
それはお友達の女の子「のんちゃん」ウッキーと同じ年。
ピアノに来ているので、ウッキーとはよく顔をあわせるの。

のんちゃんたらウッキーにいきなり「のんちゃんと結婚しなーい？｣

・・・・・・・なんて直球な！！
No(271)

■…2003年10月15日 (水).......片付けられない女

この日の私はすごーくバタバタしていた。
洗濯物を出しに２階に上がったら、
「ハッ！ウッキーの冬物の着替えを出さなくちゃ！」って出して、
今度は
「ハッ！パソコンやらなきゃ！」って電源を入れて
もう、次々に「ハッ！○○やらなきゃ！」っていうのが出てきて
結局どれも中途半端。

夜、ダンナにその話をしたら、「もしかして片付けられない女なの？」と言われてしまっ
た・・・・・
でも、素質はあるかも・・・・
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次の日はちゃんとやることを紙に書き出して、終わったらチェックして・・・ってやったらす
ごーく効率よく出来たもん。（部屋はすごいけどね。）

No(273)

■…2003年10月16日 (木).......ねぇママァ・・

う「ねぇ、ママぁ、保育園のバレエもうやらないの？」
ま「バレエなんてやってないよ。」
う「やったよ～」
ま「やってないよ。踊るバレエ？バレーボール？」
う「違うよ。バレエだよ。はとさんのときもやったよ～！！」
ま「バレエをやってるのはユメユメでしょ？ユメユメのを見に行ったのははな組さんの時でし
ょ？」
う（足を踏み鳴らして）「だーかーらー！！バレエ！忘れちゃったの？」
ま「忘れちゃったかも・・詳しく教えて、思い出すかもしれないから・・」
う「もーう！だからぁー、かき氷とか保育園でやるやつだよぉぉぉ！！」
ま「うっきー！それはバザー！！」
う（ハッとして急に声がかわいくなって）「それやりたいのぉぉぉ」

No(272)

■…2003年10月18日 (土).......リサイクル

今日は町内のリサイクルの日。
ダンナは早く出かけたので、ウッキーを連れて参加してきました。
一番大変そうなのは缶の分別。
分別して出さなきゃいけないんだけど、中には分別していないものもあるので、結局全ての缶
を出して、再分別。
そこで、ウッキー働く働く。私の倍は働いたね。
ウッキーはこういうのが好きなのかも・・・草取りも好きみたいだしな。
軍手はどうせ取られると思ったので、ウッキーの分も最初から用意していたのでよかったよ。
大人用だけど・・
缶の分別のほかにダンボールや新聞・雑誌を業者さん（？）に渡したの。
もう、ウッキーはみんながあぶないからって言ってるのにやりたくてやりたくてしょうがない
みたいで、あちこちでいろいろやってました。
まぁ、よく働いてくれました。
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
本日のムカっ＃

今日、夜コンビニに行ったの。帰るとき子供がドアを押してるから開けてあげて待ってたの
ね。
そしたら、子供の後にお母さんが通ったの。
そのお母さんペコリともしないんだよ！！
私結局その一家が通るまで待ってたよ。お母さんの後にさらに小さい子供、その後にお父さ
ん。
普通誰かが自分の子供のためにドアを開けてくれたり待っててくれたりしたらちょっとはお礼
の意思表示をしないかい？ねぇ？ねぇ？
お礼を目的でそんなことしてるわけではないけどな。
せめてペコリくらいはするだろう！！おい！
そのお父さんらしき人が中学の時の同級生だったので（向こうが気付いたかはしらなけど）
「なんだよ」って感じでした。

やだやだ。
No(274)

■…2003年10月19日 (日).......うちの母がインターネットデビューしたよ。

母がパソコン教室に通いだして、１ヶ月くらいにはなるのかなぁ？
・・・実は去年も行ってるんだけどね・・・２回くらい・・・
パソコンも買って・・でも、本人何にも出来ないからさぁ大変♪
父も出来ないし・・・
で、兄にいろいろ聞いてやったみたいなんだけど、何せビデオ撮るのも予約なんてできない母
だから、パソコンなんてもーう大変で、兄からも「後はカヨコにやってもらえ！」と言われて
しまったそうな・・・

行ってきましたよ～。。。
実は私もだんな任せなので、設定なんてよくわかんないんだよね。
説明書見ながらなんとか出来ましたね。
まぁ、母も頑張ってやってください。（メールはまだみたいなので、きっと私がやること
に・・・）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ウッキーと今日２回大規模な喧嘩をした。食べ物がらみ。
子供とはいえ許せなかったね。キツーク言い聞かせておいたけどね。
でもさぁ。。。時間が経つとさ、「何でこんなに大好きなのに怒っちゃうんだろうなぁ」と思
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うのよね。寝顔なんて見てるとほんと、「かわいい」って思うんだけどねぇ・・・
No(275)

■…2003年10月22日 (水).......ゴルフ三昧の日々

ゴルフ三昧・・・・といっても「みんゴル」だ！
ダンナが買ってきた「みんなのGOLF３」をウッキーも一緒にやっている。
朝から「みんゴルやりたーい」とか言ってごねる時も・・・・
ウッキーのゲームは基本的に見ているとイライラするので見たくはないんだけど、
見ちゃってさ、ちょっと口を出したら「ママは黙ってて！好きにやってるんだから！」と怒ら
れちゃったよ。
フーン！だからスコアが伸びないんだよ～・・・とか思ったけど、見るのはやめた。

なぜか普段でも時々素振りをしてるよ、ウチの子。
ほんとのゴルフでも目覚めた？・・・・パパは喜ぶぞ！

No(276)

■…2003年10月24日 (金).......芋掘り

今日は保育園の芋掘りでした。
（写真は芋掘りの後に土を掘るウッキーです）
ウッキーのところの保育園は芋掘りは親も参加です。
去年はシャベルを忘れて人にお借りしたので、今年はちゃんと用意しました
よ。軍手と袋も。
手を洗うところがないので、バケツに水が汲んであるんだけど、みんなそこ

で洗うから・・・ねぇ・・ということでペットボトルに水を入れて持って行こうと思ったんだ
けど、重そうだから結局やめちゃった。
収穫は・・・
大きな一個はなかったけど、普通のがたくさん取れたかな。
たかが保育園の芋堀りといえど結構疲れたよ。腰痛い。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
終わってから、ウッキーは当然のようにユメユメのお家へ・・・
ウッキーは芋掘りのコースにユメユメ宅が入っているらしい。
ユメユメのママより先に上がってるし・・・・（いつもいつもゴメンナサイね）
私は仕事に行っちゃったけど、バーベキューやってもらったりすっかり遊んでもらっているウ
ッキーでした。



2013/04/28 13:06♪　DIARY　♪

139/215 ページfile:///Users/yatz/Dropbox/Public/yatzwebのDATA/tackynote.htm

家に帰ってからは「みんゴル」を当然のようにやってますよ。

No(277)

■…2003年10月27日 (月).......ゼットンは？

今までウッキーは「怪獣は怖い」と言ってウルトラマンの人形しか買わなかった。昨日はなぜ
か「怪獣どれにしよっかなぁ？？」とか言って見てた。でも、どうせ怖がるんだからウルトラ
マンにしたら？と言ってウルトラマンにしたのよ。
そうしたら、今日は「やっぱりゼットンが欲しい！」と言い出した。
「昨日買ったからそう毎日は買えません」と言ったものの
「欲しい～！！！」と言って聞かないので、「じいじに言ってごらん」言ったらじいじが資金
をくれました。
で買い物へ。
ゼットンを目の前にして「やっぱりレッドキングにする～」
ウッキーレッドキング怖いんだ～知ってるんだ～
レッドキングを持ってウッキーに「ほら」って近づけると「いやだぁ、掛けといてぇぇぇ！ま
だ取らないでぇぇぇ」とか言ってるし・・・
こんなんでホントにコレが欲しいのか？？

・・・・結局散々迷った挙句買ったものは「バルタン星人」

「これ持ちやすいんだよね～」と足の方をちょーっと持ってた
・・・・・「怖いんじゃん！」
それと、「ねぇ、ママこのバルタン星人は大きくなったりしないよね？」
・・・・・「そんな心配なら買うなよ！」

って感じぃ。。
No(278)

■…2003年10月29日 (水).......乱入・・・？？？

最近私が仕事でキリキリしているせいか、ウッキーが仕事しているところによく入ってくる。
子供は敏感だからね～。
今日はMちゃんとEちゃんの姉妹のレッスンをしているときにやってきた。
MちゃんEちゃんはお母さんも一緒に来ているんだけど、幸い寛大なお母さんなので、ウッキ
ーが乱入しても笑っててくださるので助かっている・・・でも・・ゴメンナサイ。といつも思
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っています。
で、どういうわけか、ウッキータイミング悪くピアノをやる気になってしまい・・・レッスン
中だというのに「ピアノを弾く｣と言ってきかない。「ダメ！｣と言ってもきかなくて・・・二
人のピアノが終わってノートをやっている間なんだか一人で弾いていた。でも、一人じゃ解ら
ないらしく「ねぇ～、これ何～？何～？」と聞いてくる・・・・そこで！Eちゃん出動！Eち
ゃんはウッキーより一つおねえさん。Eちゃんがシュタタっと教えてくれる。ありがと～ぅ。
。
ウッキー自分が納得したら帰っていったけど・・・やる気出すならもっと普段からやる気を出
してくれよ・・・と思いまして。。

No(279)

■…2003年11月 1日 (土).......ぼけ話・・

昨夜、お風呂から出たら電話の子機が机の上においてあった。
か（私）「電話？」
や（ダンナ）「うん。香○ちゃん（ダンナのお姉さん）から。明日ウッキーどうするの？っ
て。電話してってさ」
と言うので電話してみた。
か「こんばんわ・・・」
姉「ん？こんばんわ・・」
か（話が出てこないなぁ・・・）「あのー、お電話頂いたみたいで・・・」
姉「誰から？私？」
か（え？違うの？）「○○くん（だんな）が『香○ちゃんから電話だって』言うんで・・・」
このやりとりを察したダンナがすんごいハッとした顔でこっちを見て「△△（ダンナのお母さ
ん）かも～・・・」
まだ、お姉さんと電話がつながっているので、
か「スイマセン・・なんだかお母さんと間違えてたみたいです・・・ダンナが」
姉「え？お母さんの電話を私だと思って話してたわけぇ？？」
か「はい。今の今までそう思っていたみたいです～」
姉「コワイコワイ」
「すいませーん」と言って電話を切りました。

もう！本当にお姉さんからだと思ってたみたいでさ！
思い込まないでくださいよぉぉぉ。。

その後お母さんに電話したらすんなり話が通じたよ。

でも、お母さんて気付いた時のダンナの顔ったら・・・
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No(280)

■…2003年11月 2日 (日).......お休み

今日はお休み。
ダンナは朝早く自転車のレース（出るらしいよ。）に行ってしまったので、ウッキーと二人で
した。
しかーし。最近平日に洗濯が出来ないので、「洗濯の日」と決めて洗濯をしました。それなの
に、干すところには限界があるので終わらなかった・・・ひーっ！

そんなわけもあって、今日はこの間ウッキーにめがねを壊されたのでそれを直しに行って、帰
りに買い物をした以外はお外に出てないわ。
近くの公園でイベントやっててアバレンジャーショーとかやってたのは知ってたんだけどね。
朝のうちは「行こう」とか言ってたんだけどね。

ダンナは帰ってきたと思ったら寝てしまったので、ウッキーとあるもので夕飯を済ませたの。
（本当は『鍋』の予定だったんだけどぉ）そうしたらさ、ウッキー「じゃあ、寝るね」とか言
ってお風呂も入らずさっさと二階に行っちゃったんだよ。
・・・・と思ったらすぐ降りてきて、「やっぱりママと寝る～」
と言った割には一人でパソコンのゲームをやって終わったと思ったら「じゃ、寝るから」と再
び二階に行ってしまったわ。。。。。お風呂入ろうって言ったのにぃぃぃ。。

私は明日は仕事なのぉぉぉぉ。。
今月は日曜以外本当に仕事だわ。頑張らねば・・・

No(281)

■…2003年11月 3日 (月).......なぜか怪獣ブーム？

←は床に並べたウルトラマンたち。飛んでるんだって～・・

今日は私はお仕事でした。
ウッキーは雨の中ばあばと近くのサティに歩いていきました。
「バルタン星人２代目」を買ってもらうんだと～。。
散々ごねた挙句行くことになったの・・・雨なのに・・・ばあばはシブシ
ブ。ウッキーはウキウキ！

なんだか怪獣を買うだけではなくいろいろ遊んだみたいだけどね。
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良かったね～ウッキー。
でもぉ。。。なんだか怪獣も揃えたいみたいでさ。。やーめーてー！！って感じよね。ウッキ
ーの何でも揃えたがるのはやめてほしいよ～。。わーん。。！！

い・ち・お・う
クリスマスまで「怪獣買って」の話はナシ！という約束にしましたが・・・

No(282)

■…2003年11月 4日 (火).......明日はお弁当

実は昨日大変なことに遭遇してしまい、その間薄着で小雨の中にいたので冷えてしまったの
か、腕痛い。。うぅっ！

明日はウッキーたち園外保育といってお弁当を持って近くの公園に行くらしい。他のお友達も
楽しみにしてるみたいだったよ。朝、「明日はねお弁当持って公園行くんだよ」って嬉しそう
に話してくれる子も何人かいたし。。ウッキーも楽しみだよね。だから、寝坊するわけにはい
かないわ～早起きね！
リクエストの「イチゴ｣は残念ながら明日はムリだわ・・・
でも、そのほかのタコさんウィンナーは入れてあげるよぉぉぉん！

No(284)

■…2003年11月 5日 (水).......ウッキーの園外保育

ウッキーは今日園外保育でお弁当を持って行きました。
朝、お弁当を作っているそばから待ちきれなくて自分で詰めたりしていました。（もちろん私
に詰めなおされちゃうんだけどね）
おにぎりも「三角にしてね。おっきいの作ってね」とか言ってました。

保育園からバスで帰ってきたウッキーは朝の服装と全とっかえでした。ありゃ～・・と思って
いると、先生が「みんなで池に入っちゃったんですぅ。靴もびしょびしょで・・・」と話して
くれました。本当に靴もびしょびしょでした。草のおまけつきだし・・
でも、とーっても楽しかったみたいよ。
「ずーっと、もーっと遊んでいたかったの」って言ってたから。

いろいろ注文があったお弁当は「小さいのにしておけばよかったよ」と、おにぎりを一つ残し
ちゃったのをこう言っておりました。

No(286)
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■…2003年11月 6日 (木).......知らない電話

この前夜中、携帯に知らない番号から電話が入ってた（出なかったから）。
今日、朝早くに知らない番号から電話が入っていた。というかー、それで起こされた。これも
出なかったけど。ワン切りではないみたいだった、でも、０３から始まる知らない番号だった
からかけ直しもしなかった。
夜、知らない携帯から電話が入った。出なかった。これは結構鳴ってたかも。
も一回入った。ワン切りだった。

新しい携帯にしてからあんまりかかってこないので良かったなぁと思っていたのに、うー
ん・・・
私の携帯は非通知は繋がらないようになってるんだけどね。

知らない番号は出ないようにしているんだけど・・・・考えてみれば、教室の連絡先を携帯に
しているので、知らない人からかかってくることもあるわけなのよね。。。うーん。。

No(285)

■…2003年11月 8日 (土).......腕が治らない～！！

今週初めに痛めたと思われる腕がなかなか調子よくならない・・・うぇーん（T T)

ということもあり、一週間お疲れ、私。との事もあり、
今日は晩御飯は「回るお寿司」よ～。

よく行くおすし屋さんなんだけど、店員さん（お寿司を握っているお兄さん）が子供好きなの
かウッキーに笑いかけてくれるんだよ。でも、それがウッキーにはちょっと恥ずかしいみたい
で、すぐ隠れちゃうんだよね。
今日も入るなりお兄さんがニコー（＾v＾）ってしてくれたのに、ウッキーは隠れちゃっ
て・・
おまけに
う「ママ、いっぱい食べないでね」
ま「何で？」
う「笑われちゃうから・・・」
その時は失礼ねぇ！ママはそんなに食べないわよっ！！と思っていたけど、
違うんだよ。ね、ウッキー。「お兄さんがウッキーに笑いかけてくるのが恥ずかしいから早く
帰ろう」ということらしいよ。

だって、最初はテーブルの下に入っちゃって出てこないし、出てきても、外側向いてお兄さん
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に顔向けないようにして食べてた。最後には自分が食べ終わったら「早く帰ろう」とか言って
るし・・・・

お兄さんはウッキーのことが可笑しくて笑っているんじゃなくて、おそらく子供好きなので
「可愛い」と思って笑ってくれているんだということを早く気付いて、慣れてくださいね、ウ
ッキー。

No(287)

■…2003年11月 9日 (日).......木更津～♪

「キャッツ」「ニャー」
・・・・・・・・・・うちの家族はこれが言えないとダメです。

今日は、ダンナが「木更津キャッツアイ」の舞台挨拶の整理券を取るんだ！と数日前から頑張
ってた・・・・・結果は、、、全然つながらないじゃんよ～でした。私はどっちにしろ見に行
けなかったんだけどね。でも、舞台挨拶見たかったよね～

そうそう、数日前といえば・・・
まつげパーマをかけたのだ。
ダンナが昨日「まつげパーマかけるって言ってたけどいつかけるの？」って聞いたから「もう
かかってるよ！」と答えたのよ。
まつげパーマは自分から言わないと気付いてもらえないものらしい・・・まつげが薄いからか
なぁ・・？？？もっとバチバチさせないとか？次はつけまつげに挑戦！？

No(288)

■…2003年11月10日 (月).......創作意欲？？？

ウッキーが手にしているのは　題名「ニコニコラベンダー」

今日夕方ウッキーが来て「ニコニコラベンダー作るんだー」ととっても嬉し
そうに話してくれました。「何だろう？？」と思いながら話を聞くと「折り
紙・鉛筆・のり・はさみ」が必要なんだとか・・・

で、作り始めました。。。
「ダメだ！」とか「失敗だ！」とか最後の方にはちょっと怒りながらチョキチョキして納得い
く形が切れたらしいよ。（本人真剣だから笑っちゃダメよぉ）それが手に持ってるあの形で
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す。
それにお顔を描いて・・・
「ママー！！見て見て～！！出来たよ。『ニコニコラベンダー』」

最初はなんだか手とか付けてたみたいなんだけど納得いかなかったらしく捨てちゃったみた
い・・・というのは内緒だよ。

No(289)

■…2003年11月11日 (火).......今度は作曲？？

昨日作った「ニコニコラベンダー」に曲が出来ました（？）
題名「ニコニコしているラベンダー」
（写真はウッキーが書いた楽譜・・・楽譜？）
♪～ドレドレシラミシシシラララシドレミシミシドシラシシラドラレシシシ
ララレドシラシラ～♪
と書いてあります。一応。しかも全部「字」で・・・

うぅ～ん・・・・ちょっと不明だわ。
でも、教えてないのに字が少しずつ書けるようになってきて「すごいわねー」と思いながら見
てましたよ。
で・も・ね。
他の人（ウッキーと同じ歳の女の子）のレッスン時間にやって来てやる気を出すのは・・・・
やる気は認めるけど・・さ・・・ねぇ・・・
「弾いてもいいでしょ？弾いてもいいでしょ？」って・・・レッスン中だっつの！！
作った曲はちゃんと後で弾いてくれましたよ。
・・・・短調だなぁ。。

次は何を作ってくれるのかしら・・・？？？楽しみだけど、、、、ちょっとこわい気も・・・
No(290)

■…2003年11月13日 (木).......お疲れさま・・・私。

今日は発表会の練習会。
みんなの前で弾く練習です。
みんなはどうだったかなぁ・・？？？
私はとーっても心配です。いつも心配なんだけど、今回は特に心配かも。
さぁて、みんな頑張りましょーい！
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ウッキーがさ、出たいらしいのよ。発表会に。
最初に「出る？｣って聞いたときには「ぜーったい出ない！」って言い続けてたくせに、みん
ながハンドベルの練習しているのとかが楽しそうだと見えて「出たい」と言い出した。。も
う、遅いんだけどねぇ。。プログラム上がっちゃったし・・・今度の発表会の時にはぜひぜひ
はりきって出演してちょうだいな。

No(291)

■…2003年11月14日 (金).......うーん・・・・

最近見るのが嫌だったCMがある。怖そうなゲームソフト。
そのCMが放映中止になったとか。
「子供が怖がる」等の苦情が殺到したとか何とか・・・
当然だ！
怖かったもん。
しかも、１５歳未満だか１８歳未満だかは買っちゃいけないソフトなわけでしょ？何でそんな
もののCMを普通に流すかなぁ？？

前から思っていたのよね。
たとえば～・・・
そういう、年齢制限のあるソフトを家族の一人が買ったとする。そこには年齢に達していない
子（人）がいるかもしれない。そういう場合買った人はちゃんと管理しているんだろう
ね？？？

私的には、映画は映画館で見る限り年齢制限はある程度守られるかもしれないけど～その辺に
売っているものは本当に守られてる？？？るぅ？？

まぁ、需要があるから作るんだろうけどさっ
本音を言えば・・そんなの作るなよ！売るなよ！って思う。

No(292)

■…2003年11月17日 (月).......おいしくなあれ♪

おとといが「なべ」で、昨日がお好み焼きで、今日がまた「なべ」。
三日連続でグリルなべ大活躍なこの頃・・・

「なべ」をやると、材料を入れてふたをして煮えるまでの間、ウッキーが「♪おいしくなあ
れ、おいしくなあれ、おいしくな・あ・れっ♪」となべに向かって歌ってた。「みんなも一緒
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にやろう！」と言うので、家族三人で歌いました～。。楽しい家族でしょ？？？でも、人様に
は見せられないかも・・・

今日は寒かったね。風が強かった。
なぜか今日は午前中お洗濯を畳んでいる時に背中がゾクゾクした。。。
熱が出る前のようなゾクゾク・・・
ともかくちょっとあったかい格好をして出かけた。
夕方・・またまたゾクゾク！セーターの上にセーターを着てガンガン暖房をつけて生徒さんた
ちに「暑いよこの部屋」と言われても「私は寒いんだ！｣と譲らずにいたらお仕事が終わる頃
には身体もぽかぽかしてきました。良かったよ～・・今熱でも出したら大変だもの！！気をつ
けましょう！

No(293)

■…2003年11月18日 (火).......ウッキーの水やり。。

保育園からバスで帰ってくるとウッキーにはやりたいことがある。
それは・・・・・・・・お花にお水をあげること。（前にも書いたかな？）
もう、大好きみたい。

まぁ、今日はちょっと保育園おサボりしたんだけどね。（全然起きなくて・・）まぁ、いいけ
ど・・・

とりあえず一通りお水をあげたら仕上げに・・（仕上げがあるのよ！）
本当は一つ一つにやりたいらしいんだけど、今日はまとめてやるらしいよ。
拝むのよ。拝む？？でいいのかなぁ？
「みんな、まだ小さい子もいます。みんなも、どんどん大きくなってくださいね。」って。
『まだ小さい子』というのは、芽が出てないのとか、花が咲いてないのとからしいんだけど
ね。

なんだか、うちの子そういうの好きなのかしら？
お星様にってお菓子お供えしたり、仏壇にはよそのお家でも手を合わせるしね。

No(294)

■…2003年11月19日 (水).......なんじゃこりゃ！！

ウッキーの「どうしても」という希望によりイチゴを買った。
１パック６８０円。私にとっては高いのだ。高級イチゴならともかくスーパーのイチゴだよ。
この時期は高いのは知っているから、「やめよう」とは言ったんだよ。なのになのに～・・・
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夕食後「イチゴ食べよう！」ということになって、パックから出したら・・・・
半分くらい食べられないじゃん!!
形のまま食べられるものは一つもなかったよ。

・・・と言うことは・・・全部ダメじゃん！！
一つ一つよく見て食べられないところを切って・・・

う～・・・・こんなもの売るなよ！！！！
値引き品でもなかったのにこんな粗悪なものを置いておくな！！
う～・・・

私、かなりご立腹。
今度そのスーパーに行ったら、「お客様の声」の紙に絶対書いてやる！！

No(295)

■…2003年11月20日 (木).......うふふ

今日は雨～

朝、ダンナを駅に送っていったん家に戻りウッキーとご飯を食べて、さあ、保育園に行きまし
ょう。と車に乗ったら。。。
窓のところに雨が残ってたの。ワイパーの後に沿って縦１センチ横４センチくらいかな？それ
を見てウッキーが
「新幹線みたいだよ～！ほらほら～！」

走行中いきなり車の窓を指差して
う「虹みたいだね～！！」
ま「（心の中で）はぁ？虹なんて出てないよ？」
う「ここだよ、ここ！」
ワイパーの描く線が「虹みたい」なんだよね。
ま「ホントだね～」

園に着いて、屋根のついてるところで傘を地面でクルクル～♪
う「ママ～、見て見て～！お花みたいでしょ～？」

ウッキーのおかげで雨だけど「うふふ」な朝になったわ～
No(296)
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■…2003年11月21日 (金).......詩人誕生？

ウッキーが、歌を作ったのよぉ。
もしかしたら、保育園で習ったの？って思ったんだけど・・・・習ったのにしてはちょっとお
かしいので、おそらく作ったんだろうと・・・
本当はメロディーもあったんだけど、メロディーは書き取れなかったわ。

では、ご紹介

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
『どんぐりのたまご』

ぼくらのどんぐりのたまごは
たいせつなたまご
そしたらば　なにかが　うまれた～/
みずにあてました
そしたら　ふたつ　うまれた～/
そして～　たまごは～　どんぐりが～
かえった～　うかんだ～/

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

「/」も自分で「ここにこれ（/）付けて」とか言ったので付けてあります。
No(297)

■…2003年11月26日 (水).......最近のウッキーは・・

なぜだか宅配ピザの「ピ○ーラ」のメニューを見るのが好きみたい。
気付くと見てる。
ハム太郎がついているから？？？
今はハム太郎はそんなに好きじゃないから違うと思う・・

この間笑ったのは、メニューを見て
う「ママー、このピザおいしくないよ。だって梅干がのってるもん。」

梅干は乗ってないだろう・・と思いながらよく見ると・・・
それは梅干じゃなくて「イタリア風ソーセージ！」
確かに梅干に見えないこともないけど・・・ウッキー、あんまりピザには梅干は乗せないと思
うよ。。。



2013/04/28 13:06♪　DIARY　♪

150/215 ページfile:///Users/yatz/Dropbox/Public/yatzwebのDATA/tackynote.htm

もちろん、ちゃんと説明をしましたよ。
No(298)

■…2003年11月27日 (木).......やってしまったよ・・・

朝、目が覚めたら・・・な、なんと９時半！！
びっくりしたよ。
全然気がつかなかったもの。
最近ダンナが「目覚まし（携帯電話）は枕の下におくといい」というので実践していたの
に・・・

何ででしょう？？？

連日の寝不足がたたったかな？
急いでウッキーを起こしてものすごーく急いで用意して・・・の割りに「ケーキ食べてく？｣
なんてしっかり食べて行ったりして・・・

時間がない時って本当に余裕がないので、ウッキーにもきつく言っちゃうので後から「ごめん
ね」って思うんだ～。。今日も結構きつく言ってしまったわ。。。

保育園に着いたら英語教室が始まっていた・・・・

今週は実はまともに保育園に行ってない。。。
月曜日はお休みでしょ？
火曜日は皮膚科に行くために早退。
水曜日はお休み（ズル）
そして今日は大遅刻。。。
明日はスイミングがあるから早く起きて行かなきゃねっ！！

No(299)

■…2003年11月28日 (金).......こんなことをしている場合では・・・・



2013/04/28 13:06♪　DIARY　♪

151/215 ページfile:///Users/yatz/Dropbox/Public/yatzwebのDATA/tackynote.htm

本当なら、こんなことをしている場合ではないのだけど、
ウッキーがどうしても作りたいって言うんだもん。
「クリスマスツリー作る」って・・・

どうやろうかなぁ・・・と思ってふと見たら、今さっき飲んだペットボトル
が・・
これに折り紙をペタペタ貼って作りました。

意外とかわいく出来て満足。。

はぁ～・・
発表会まで日がないわ～
きっとみんな同じ気持ちね。頑張る。

No(300)

■…2003年11月30日 (日).......終わった～

発表会が終わりました。
はぁ～・・
昨日は「大丈夫かい？」って感じだったけど、
本番はみんな頑張ってくれて良かったです。
予定より３０分早く終われたことも良かったなぁ・・・と。。。

とにかく、一区切り。

・・・・・・・・・・・・でもね、３月に２台ピアノが控えてて
・・・・・・・・・・・・どうすんだ？私。。。

明日から少しお休みがあるので、ウッキーといっぱい遊ぼうと思います。
No(301)

■…2003年12月 1日 (月).......ウッキー念願の・・
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今日はお休みなのですが、なかなかのハードスケジュール。

今日はちょっと長い時間待っていなければならなかったので、そこで絵本を
見つけました。（写真）
最初は「ペンギンだ！オレンジだ！」と手に取ったのですが、ペラペラめく
っているうちに泣きそうなくらい感動して買ってきました。
ウッキーもこの本の中身が理解できればきっと優しい子になってくれ

る・・・・と思ってね。

でも、せっかくのお休みなので、ウッキーの念願の保育園のお友達の家に遊びに行くことにし
ました。双子の男の子でね、４月からのお友達。ウッキーはもう、ずーっと前から「遊びに行
きたい、遊びに行きたい」と言っていたんだけど、私の仕事の都合もあって、なかなか行けな
かったのよね。前にも書いたかもだけど、お母さんから「遊びに来てくださいね」のお電話ま
で頂いて・・・

行ってきましたよ。

まーーーー！！元気なこと！！
男の子三人だとすごいね。格闘場みたい。
でも、ウッキーが男の子と遊んでいるところはあんまり見たことがないので新鮮でした。
パパさんが帰ってくるまで居座っちゃって・・・申し訳なかったです。。
また、遊びに行かせてください。ペコリ。

その後、『イチゴ』を取りに別の家に。。。
そこでも遊んで１１時くらいに帰ってきちゃた。ウッキー夜遊びだ。
今日は特別ね。

ウッキーは楽しい一日だったね。私も楽しかったよ。
No(302)

■…2003年12月 2日 (火).......クリスマスツリー

今日はウッキーと１００円ショップへ・・・
そこで売ってたのよ。クリスマスツリーのオーナメントがたっくさん！
ここ連日「クリスマスツリー飾ろう！？」と言われていたので、飾りたくて
しょうがなかったんでしょうね・・・いつの間にかいくつもいくつも買う気
になってて・・・「お願いだから減らしてください」と３つだけ（３つもな
んだけどさ）買って来ました。
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金色の小さめのボールと金色の葉っぱとベルのチェーンと銀色のプレゼントとベルの付いたチ
ェーン。
さすが１００円。ボールの紐付けはセルフだったよ。めんどくさっ！

去年までは金色のリボンと金色の長いリボンと金色の大きめのボールだったの。
ウッキー全部飾ろうとするから、お願いだから・・・と金色の長いリボンだけはやめてもらっ
た。
でも、なんだかいろいろ付いてるツリーになっちゃったけど、色的に統一されているので
（金、一つだけ銀）なかなかかわいいツリーになりました。。
ウッキーはとってもご満悦でした。

No(303)

■…2003年12月 3日 (水).......餅つき

写真はいつもお世話になっている友人Ｍの家で・・・・
なぜだか床に寝そべり二人で仰向けに・・りさっぴと。。。
あんまりバカなことをしだすので「写真撮ってやる～」と撮ったの。

今日はウッキーの保育園で「餅つき大会」・・・大会？
役員さんは参加なので、行ってまいりました。

・・・私ってなんだかウロウロしているだけだなぁ・・・いつも・・
と思ってしまったわ。

年長さんは一人づつお餅をつくのよ。それを記念に写真に撮るの。
ウッキーは年中さんだから、それは来年。でも、お餅つくのに合わせて「ヨイショ！」と掛け
声をかけてました。あと、クラスごとの写真も撮ったよ。
年長さんは盛り上がってましたね。
先生が「音もよく聞いて～！」と言っていました・・・そうよねぇ、餅つきなんてあんまり今
やらないからね・・ペッタンペッタンって言ってても実際の音を聞いたことない子はたくさん
いるわけだから、貴重な体験かも・・・

お餅はおいしかったよ。
子供（年中・年長さん）はきな粉と磯辺巻だけ食べたんだけど、役員さんはそれプラスあんこ
と大根おろしのも食べたの。。。園児たちに見つかっちゃって「あー！あんこ食べてる～ズル
イ！」と言われてしまったよ。。
あと、園児は丸いお餅をお土産で持ってくるんだよ。
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ウッキーも「あのね～お餅つくの見たんだよ～」と楽しそうに話してくれました。。。。
餅は食べないくせに「イチゴ餅を作るんだ」とかまたわけのわからないことを・・・

No(304)

■…2003年12月 4日 (木).......こんな風に・・・

お迎えに行った帰りにブランコで遊ぶウッキー。
いつもはバスなのでこんな風に遊んでいられないので、
たまにはいいか！
と遊ばせておいた。
でも、夕方はとても寒い！！
耐えられなくなって「早く帰ろうよぉ！」と言ってしまったわ。

No(305)

■…2003年12月 6日 (土).......図々しくも・・・

今日は土曜日です。
月曜日にウッキーは保育園のお友達の家に遊びに行って以来毎日のように
「次はいつ行く！」と勝手に予定を決めて・・・
それが土曜日だったのよ。
相手のお家の予定もあることだから・・・と言っても、行きたくて行きたく
て。。。

いつもなら自分で電話なんてかけたりしないのに自分で電話を持って来て
自分で「ウッキーですけど・・」ってかけてたよ。。
あいにく、お母様はお仕事。でも、おばあちゃまが「いいですよ。」って言って下さってね。
でも、「私も仕事なので、ウッキーだけおいてくるようになっちゃうんですけど・・・」と説
明すると
「いいのよ～、子供は子供で遊んだ方が楽しいだろうから・・」と・・・・
なんて優しい！！
さすがに朝からはご迷惑だろうとおもい、午後からダンナに送ってもらうように頼んでおい
た。。
ダンナ曰く、「早く、早く！」とうるさくてなだめるのが大変だったらしい・・
お昼ごろ私が先方に電話を入れて、最終ＯＫを貰ってダンナに電話。
送って行ったら、車から飛び降りて（？）いったそうな・・・

夕方お迎えに行ったところ、ニコニコ顔のウッキーが。。
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帰りにけんちん汁まで貰っちゃった。エヘ。
とってもおいしかったです。ご馳走様でした。

ずーっと「楽しかった」って言ってた。

私の仕事の都合もあってあんまりお友達と遊ぶ時がないから、よっぽど嬉しかったんだろう
ね。。
子供同士で遊ぶこともとっても大切だものね。

これからもよろしくお願いします。。
No(306)

■…2003年12月 7日 (日).......ウッキー・アイロンがけをする・・

写真は夜行ったお好み焼きやさんでのもの・・
まだ途中のお好み焼きと、ダンナの手。

今日は溜まりに溜まったアイロンをかけようと思って用意を始めたら、
「やる～！！」
と、今までゲームをしてたウッキーがさっさと電源を切りやる気マンマン。
ウッキーのハンカチは小さいから大丈夫かな？とやってもらうことにした。

・・・・・・・・すんごい嬉しそう。楽しそう・・・・・

頑張ってかけてくれました。

そのあとパパとママ（私）のハンカチを私がかけてたんだけど、
途中から奪われた・・・
「忙しいなっ！たくさんやるものがあって！」と嬉しそうにいいながらやってくれた
・・・・のはいいんだけどさ～
真ん中しかアイロンかかってないし（大人のハンカチは大きいじゃない！）、たたむのもすご
い形だし・・・「ママがやるからいいよ」って言うと怒るし、「こうこうこういう風にしてや
ったら？」とやり方のアドバイスをしても怒るし・・・・結局好きにやらせたの。。。後でや
り直さなきゃ・・かな？？？

No(307)

■…2003年12月 8日 (月).......え？
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今日ねぇ・・・
ウッキーバスに乗れなかったんだって。。。。

いつも帰りはバスなんだけどね。仕事柄お迎え行けないからさ。
４時過ぎに着くんだけど・・・
「さて、迎えに出るか！」って時間に電話がなってね。
「保育園ですけど、ウッキーくんバスに乗り忘れちゃって・・・」
「・・・・・・・・え？」

たまたま今日はお休みが続いて時間があったから迎えに行ってあげられたけどさ。

先生曰く・・・「バスの時間だよ～って呼んだ時にウッキーくんがいなかったので（乗る場所
に）行ってるかと思って・・・そうしたら、４時ごろうるうるして『バス行っちゃった～』っ
て来たんですよ」

ウッキー曰く・・・「ベルが逆さまになってて、直してたら、後ろに落ちちゃって直してたら
バスが行っちゃってた・・・」

どう思いますぅ？

先週は仕事がお休みだったからお迎えに行ってたので、先生たちも混乱しちゃったのかもしれ
ないけどね。私もちゃんと朝ウッキーに「今日はバスで来てね」って言ったんだけどね。

先生方ぁ。。確認してよ！って感じだよね。プン！
No(308)

■…2003年12月 9日 (火).......おばかな私・・・

シーツを洗おうと洗濯機に入れました。

しばらくしてそろそろ終わる頃、洗濯機のところに行きました。

ん？・・・・・・・・・ガーン！！

洗濯機がふた開いたまま！
洗剤もも何も入れてないし、スイッチさえ入れてない。。

何してたんだろう・・・・この時間・・・
もう乾かないじゃん！！
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なんておバカな・・・
本当におバカさんかも・・・・(T T)

No(309)

■…2003年12月10日 (水).......注射

インフルエンザの予防接種をしてきました～。。

ウッキーさぁ、インフルエンザはいいとして、実は日本脳炎の追加をまだしていないんだよ
ね。。

最初の接種自体が時期はずれだったので、一年置いてっていうのがちょうどインフルエンザの
季節にぶつかり、そのたびにインフルエンザを優先してきたため、なんだかんだと２年空いて
しまったのであるぅぅ。
先生に言った所、「春ごろ受けるように」と言われたので、今度は逃さないようにしない
と・・・

夜、友人からメールが・・・
「インフルエンザいくら？○○病院はもうワクチンがないって言うんだよね」って。
そう！インフルエンザって病院によって金額が違うんだよね。
私はもう「予防接種はココ！」って決めてるからいくらでも（いくらでも？）しょうがないん
だけどさ。同じ効き目なら安い方がいいに決まってるよね。
それはそうと、ワクチンがない？！？！？！
数年前は確かにそんなこともあったけど（・・・・その年・・周りがそんなこと言ってても普
通～に接種してきた私。）、その年以降ワクチンは余るほどに作ってるはずなのに・・・な～
ぁぁぜ～ぇぇ？
去年インフルエンザ大流行だったから今年はもしかしたら去年より接種する人が増えているの
かな？

実は去年から私は接種しているの。ウッキーはもっと小さいときからやってるけどね。そした
ら去年大流行（周りでだけかなぁ？）だったので、接種しといてよかったよぉと思いました
よ。

接種していても侮ってはいけないわ！
手洗い・うがいは忘れずにしないと！

No(311)
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■…2003年12月11日 (木).......大好物なのだ！

ハーゲンダッツのカスタードプディング
タダでさえ、プリンアイスが好きな私にとって
もう、もう、大好物なのだ！

一応季節限定なので、発売したてのときに「食べなきゃ！」といっぱい買い
込んで食べたのよ。（ちょうどロシアのバレリーナがアイスの食べすぎ
で・・って話題の時でね。ダンナによく言われたよ）

で、ある日を境にパタッと見なくなってとっても悲しい思いをしていたら、最近またＣＭを見
たの。
ＣＭやってるってことは・・・・！！

あったのよ～！！
サティに２個だけ・・・でも、これは３日くらい前の話。
昨日行ったらたーくさんあった。ウフフ～

でもさ～
おいしいものって食べると減っちゃうんだよね～・・（おいしくなくても食べれば減る
か・・・）

お願いだから、レギュラー商品にしておくれ～
No(312)

■…2003年12月13日 (土).......ニモ

注：この日記を書いているのは１４日です。。

ウッキーは最近「ファインディングニモ」がお気に入り。
さて、みなさーん。「ファインディングニモ」ですよぉ。「ファイティン
グニモ」じゃないですよ！ある雑誌の映画情報ページで全部「ファイティン
グ」になってたの・・・・確認しましょうよ←某雑誌。でも、パッと見た
ら、そう思っちゃうよね。「ファインディング」なんてなじみがないもの

ね。日本人には。。。

そう、この日もマクドナルドのハッピーセットで３つ目（ニモ・ブロートは持っている）のお
仲間をゲット。
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手に持っているのは「マーリン」。「ニモ」のお父さん。
私はてっきり女の子のお友達かと思っていたよ。
よく見るとちゃんと顔が老けている。。
この日カレはニモの絵本も買ったよ。

（次の日もマックに行き、４匹目のお仲間をゲット。あと、コカコーラについてるニモとブロ
ートのストラップも手に入れた。・・・・）
私は個人的にスクワートがほしいんだけどね。。。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ウッキー、ピアノの発表会に自作の曲で出る気らしい・・・・どうしよう・・・すんごい嬉し
そうに「どれにしよっかなぁ？？あれがいいかな！うーん、やっぱりあれにしよっかな
～？？」と言っていたよ。。。うっ（＊。＊）

No(313)

■…2003年12月14日 (日).......頭が・・・

ここ一週間くらい前から口の中を噛んでしまい、同じ場所を何回も噛むのでさらに悪化。
金曜日あたりは口をあけるのも痛いくらいでした。
まだ、ちょっと痛いんだけど、だいぶよくなってきた。

でも、変にかばうせいか言葉が変。
というか、頭と口がつながってない感じ。

微妙に頭と違うことを発言している。
うう～。。。

No(314)

■…2003年12月15日 (月).......創作。

私が生徒さんのくじ引きを作っていたら、それを見ていたウッキーが「僕も
作る～！！」ととなりで作り始めた。
こいのぼりと（・・・すんごい時期はずれじゃない？）と写真の題名「くじ
をする人」の絵。
説明を聞いてみると、「じゃんけんをしてね、勝つと商品がもらえる
の！」・・・おいおい、それは「くじをする人」ではなく「じゃんけんをす

る人」じゃないのかい？？ま、いいか。
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で、もう一枚じゃんけんボタンがかかれた紙があるわけだ。
絵の人は「チョキ」（まぁ、ひらがなで書いてあるけどさ）を出してるわけ。
・・・・なのに・・なのに・・・
「（うれしそうに）僕、この人に負けちゃった～」・・・・・（・・;）

なぜ？すでにチョキを出している人に負けるかなぁ・・？？

ちなみに作ったこいのぼりを見ては「あ～５月が楽しみぃ！」と言っていましたよ。

No(315)

■…2003年12月18日 (木).......コレクション？？

ウッキーのコレクションのほんのほんの一部。
「写真撮るから並べて～」とお願いしたところ
「小さいのだけ」と５個並べてくれた。
『ポケモンキッズ』の方を撮りたかったんだけどな・・・

ウッキーは揃えたがるんだよね。誰似？
しかも箱に書いてある順番どおりに買いたがるんだ・・まったく・・

No(316)

■…2003年12月20日 (土).......クリスマス会♪

ウッキーがとっても楽しみにしていた保育園のクリスマス会でした。
最近は保育園のことも順序だてて話せるようになったので、今日の会のこと
も「最初はひよこさんでしょ？次がはとさん・・・・・」とかプログラムも
覚えていて、教えてくれました。（まだ時々わかんないって言うんだけど
ね）

踊りも見るたび上手に（ウッキーなりにね）なって、歌も・・・何とか歌っ
てるみたいだったし。。去年は歌の間中キョロキョロしてたからね。リズム・・今回はタンバ
リンだったね・・も全員微妙に怪しかったような気もしますが、ウッキーも一生懸命やってい
ました。

クリスマス会よりもその後、ウッキー大変でした。
お友達のＴくんＲくんのお家に行きたくて行きたくて、遊びにいけるものと勝手に計画してい
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たみたいで～・・
「遊びに行きたい」と言われた時に「それはママだけでは決められないからＴくんＲくんのマ
マに聞いてごらん」って聞きに行ったら「今日はお出かけしちゃうので今度ね」と言われた
の。。。。。。そうしたら・・・すねちゃってすねちゃって。ダーっと走って門のほうに行っ
てしまったのぉぉぉぉ。
追いかけて、なだめて、説明して・・・・疲れたよ。
よっぽど行きたかったんだね。今度また行こうね。

その後ユメユメとご飯を食べに行ってきました。
その頃にはご機嫌もなおってた。

夕方りさっぴの家に。
なんだか途中でお菓子を買ってもらったみたいなんだけど、ウルトラマンのお菓子（おもち
ゃ？）をＭ（りさっぴのママ）にかってもらえなかったらしいの。（ポケモンのお菓子は買っ
てもらってるんだよ）そうしたら、ウッキー文句言ったんだってぇ！信じらんない！
きつく叱っておきました。

なんだか最近ウッキーはおこりんぼう・・・反抗期？自我の芽生え？わがまま？・・・・わが
まま説が有力かも・・・

今日は雪降ったね。すんごい風に乗ってすごい雪でした。積もりはしなかったけどさ。寒かっ
たものね～。。

No(317)

■…2003年12月21日 (日).......ダメじゃん・・・私

今日は念願の「木更津キャッツアイ」を見に行く予定だった。
で、その前にやっくんの買い物をして、映画を見て～、私が夜用事があったので時間が限られ
ていたのね。
ネットで上映時間を調べて、さて行きましょう！！

買い物も済み、さて映画よ～・・その前にちょっと小腹が空いたからマックでも・・・それで
時間だから行きましょう・・・と行ったら・・・・・

ガーン・・・・・
上映時間がネットでは１６：００ってなってたのに、１５：２０～始まってる！！
ワーン(TOT)
ショックでショックで・・・・
最初から見たかったので諦めて帰ってきちゃった。
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やっくんの方ががっかりだよねぇ・・

来週出直します。。。。ね。

教訓：上映時間は直接映画館に問い合わせましょう。。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゅーん・・
No(318)

■…2003年12月22日 (月).......お仕事はとりあえず終わりぃ！！

今日で普通のお仕事は終わりました。
後は一日補講をして終わりです。

今日はテーブルにみかんを出しておいたら、みかんを重ねて『みかん雪だる
ま』何だって。作ってたよ。

あと謎の本も作ってた。ウッキーにしか読めない・・・・
No(319)

■…2003年12月23日 (火).......クリスマスパーティー１

今日はお友達のおうちでクリスマスパーティー。
クラッカー鳴らして、お寿司を食べて、ケーキを食べて、うーんと遊んだ。

ウッキーはねぇ・・・
カルタをやって（相手は１年生と３年生の女の子）自分がずっと取れなかっ
たら「もうやらない！」ってやめちゃったんだよぉ・・その後「ママが代わ
りにやって～」ってずっと言ってた。。。ママがやったら圧勝しちゃうじゃ

ん！？だからやらなかったら・・ずっと怒ってた。
まぁ、怒ってたのはそこだけかな。

楽しかったみたい。

No(320)
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■…2003年12月24日 (水).......メリークリスマス

２２日でお仕事が一応終わったため、今日からは保育園にお迎えです。
帰りに「ママァ、ウッキーね、まえまわりできるようになったんだよ」って
見せてくれた。
なかなか写真がうまく撮れなくて何回も回ってもらったら「気持ち悪くなっ
ちゃった」って・・・・ごめんなちゃい。

この日はね～ケンタッキーを予約しておいたので取りに行った。
でも、その中にポテトはなくて、ウッキーは「マックに行く」とごねだした。
「お買い物終わってからね」と買い物している最中も「早く行こうよ！」と何回も何回もうる
さく言うのでちょっと怒ったら・・・
「ママ、どうして怒るの？いつもママは優しいのに・・・・」・・・だって。
あー・・あれで優しいのか・・・と思ってしまったわ。

No(321)

■…2003年12月25日 (木).......クリスマスパーティー２

今日はダンナのお姉さん宅でクリスマスパーティー。
左からウッキー・まりあ・ありす。
ウッキーはゲームキューブがやりたくてやりたくて、昨日もらった
「ポケモンコロシアム」も持って行ってやらせてもらってました。
（ウチにあるキューブはまだ箱から出ていない・・）

写真はきっとマリオパーティーをやってるところだね。
後半の方が楽しそうにやってたなぁ。
もうみんなゲームなんだなぁ・・と思いました。
帰りの車でウッキーは思い出し笑いをして少ししたらぐっすり寝てました。
たのしかったね。
帰りたがらなくてね。でも、一人でお泊りは出来ないんだよね。。。。早くできるようになっ
てくれ。。。でも、最近わがままちんだからな。ウッキーは。泊まったら泊まったで大変かも
ね。

クリスマスは子供はいっぱいいろいろもらえていいねぇ。しばらくは遊ぶものがいっぱいあっ
て飽きないだろう。。。いいなぁ。。

No(322)
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■…2003年12月29日 (月).......ウッキー髪を切る

しばらくウッキー髪を切らないでいたら、朝起きるとねぐせがものすごいの
で、切らなきゃなぁ・・・と思って切りに行きました。

朝、ポケモンコロシアムをやっていたんだけど、自分ではなかなか進められ
なくて、殆ど私がやっているの・・・・めんどくさいよぉぉぉ面白いけど。
ウッキーが横からうるさいし・・・

そうそう、ウッキーは美容院の息子さん（私のとこにピアノに来てくれている小学２年生の
『こうちゃん』）がお目当て。行く前に「今から行こうと思うんですけど、こうちゃんはいま
すか？」って電話したもの。。

２時頃？行って・・・出たのは６時。。。ウッキーは確かに髪も切ったけど、その間こうちゃ
んはそろばんにも行ってるし・・・
３人並んでゲームしてましたよ。。。（一緒になってやってるなって・・・）
結局半日居座ってました。スイマセン・・・

帰りに行ったスーパーで「ウッキーくじ」の景品を買いました。
・・・・・何って？
なんだかピアノの生徒さんに引いてもらうんだって。。
私がクリスマスにやってるのを見てやりたくなったらしくて・・・
でも、ウッキーがやるものだから、チョコ１個とかエンピツ１本とかだけどね・・

No(323)

■…2004年 1月 1日 (木).......あけましておめでとうございますm(_ _)m

あけましておめでとうございます。
みなさま今年もよろしくお願いいたします。

さて～、写真はウッキーの２００４年初作品。
題名『水族館』

年末から日記はさぼっているのですが・・・忙しかったわけではありませ
ん。
でも、パソコンは開けませんでした。
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なんだか眠くって。。。寝てしまっていました。
１１時くらいになるとふ～って眠気が襲ってきて後で起きようと思っても絶対起きられないで
「朝」なんてことが続いていました。
昼間何をしてるわけでもないんですけどね。

まぁ、去年のことはもういいよ。

今年はいろいろ頑張る！
No(324)

■…2004年 1月 2日 (金).......いろいろいっぱい

今日は初詣の後、家族で羽生の「水上ゴルフセンター（？）」へ。
ウッキーもパパのクラブで練習中。
ゴルフ用の手袋は、ちゃんとウッキー用を持ってますよ。
この間子供用のクラブ買ってあげるって行ったのに・・・
「ウッキーは持ってるからいらない」って買わなかったの・・・・ウッキー
のはプラスチックのおもちゃなのに・・・

ゴルフの後はその近くになる『水族館』へ。
なんてとこだっけ・・・？？さいたまなんとか水族館・・・・？？？
そとの池で鯉にえさをあげるウッキー。
ゴルフ→水族館（で、鯉にえさ）のコースはパパと二人でよく来ているらし
いよ。

その後実家へ。
実家には「ピーチ」というパピヨン犬がいるんだけど、や
んちゃだからウッキーはちょーっと・・・
写真に写っているのはダンナの妹のミニチュアダックスの
「ラン」。
この子はとーってもおとなしくてウッキーも大丈夫。

お気に入りになってしまい、ずーっとなでなでしてました。
「ピーチ」を呼ぶ声と、「ラン」を呼ぶ声が全然違うのはなぜ？ウッキー・・
ピーチがくると逃げ回っていたのにランには「お友達になろうね～」なんて言ってウッキーが
ランを追いかけてた。
全然触れなかった時と比べるとすごい進歩！

No(325)
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■…2004年 1月 3日 (土).......ひさしぶり～

真ん中に写っている「まさよちゃん」は高校の時からの仲良しで、（みんな
（大人ね）高校の時の同級生なんだけどさ）家も結構近いのになんだか３年
ぶり？もっと？っていうくらい会ってなくて、今日は本当にたまたま捕まえ
ることが出来てほんとだったら飲みたいとこだったんだけど、子供もいるし
ファミレスで会いました。
私は普通のお勤めの人とちょっと時間がずれちゃうし、この年になるとみな

さんなかなか気軽に出かけられないので、いきなりちょっと遊ぶのが難しいんだよね。年のせ
いかみなさん平日はあまり夜遊ばなくなってきたね。（写真の若干一名は違うみたいだけ
ど・・・さて、誰？私じゃないよ。まさよでもない。）
写真は左上が「ree]左下が「Ｍ」その横が「Ｍ」の子供のりさっぴ。で、その上の大人が「ま
さよ」「まさよ」が抱っこしてるのが「ウッキー」で、手前に「私」

No(326)

■…2004年 1月 5日 (月).......その真剣さを・・・

ウッキーは今ゲームに夢中なの。。
ゲームボーイアドバンスではロックマンをゲームキューブではポケモンコロ
シアムを・・・
どちらもこっそり進めているのは私なのに・・・

ゲームをやるくらい真剣にピアノとか本を読むとか字を書くとか他のことに
費やしてくれたらすごいのに・・・・

No(327)

■…2004年 1月 6日 (火).......朝は苦手なのだ・・

いつものことだけど・・・全然起きなくて・・・
というか、７時半ごろ一度起きて下の部屋まで来たのよ。
お！今日は早いぞ！・・と思うのもつかの間すーやすーや寝てしまいました
よ。。二度寝は気持ちいいんだよね～ってそんなんじゃいけないわ！
今日は私も早くからピアノに行かなければいけないのでお休みさせるわけに
もいかない。もう、ズル休みはしないようにするのだ！（←当然なのだ！）
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目標は９時までに保育園に行きたいの。
でもねぇ・・・いつも９時半になっちゃうんだよねぇぇぇ・・・
９時半ならいいほうかな？？
周りの人は「小学校行ったらゆっくりも出来ないんだから今のうちゆっくりしておきな」と言
ってくれるんだけどサ・・・

早く起きてくれぃ！
No(328)

■…2004年 1月 8日 (木).......こうちゃん

この二人将来ユニットを組むかもよ・・・・（どんなだよ！笑）

それは冗談だけど・・・

ウッキーはこうちゃんが大好きで、ウッキーくじをやってもらいたく
て毎日「こうちゃんは？」って聞くので、レッスンの後待っててもらいました。
その後もウッキーは遊びたくて遊びたくてこうちゃんのお母さんに電話で許可を得てちょっと
だけ（？）遊んでもらいました。
もちろん『ポケモンコロシアム』。ウッキーの出来ないところをこうちゃんにやってもらう
の。
二人とも、ポケモンの話になるとしゃべるしゃべる。。。
ずーっとしゃべってたよ。
ポケモンの動きも真似してさ。
ウッキーは大満足。
良かったね。遊んでもらえて。

No(329)

■…2004年 1月 9日 (金).......ウッキーの料理
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写真はウッキーの作った（？）「プルートサラダ」
プルートって何なの？？

白菜を茹でてマヨネーズかけて周りにかまぼこを置いただけ。
最初は生の白菜がお皿にドンと乗っていたので「それじゃ食べられないから
茹でよう！」と説得して茹でたの。
包丁も使ったんだけど見ているこっちがヒヤヒヤしちゃうよね。

でも、なんだか料理（？）はしたいみたいよ。
家でもいろいろやりたがるもの。
危なくない包丁の使い方を覚えてくださいね。。。でも、やらせないと覚えないからね
ぇ・・・・一人で作れるようになるのはいつかな？

No(330)

■…2004年 1月10日 (土).......早く！早く！

今日はウッキー「たくちゃんりょうちゃん」よりお誘いがあり、お家に遊び
に行く約束をしたの。
「お昼ごはんを食べてからね」ということで「早く行きたい」と言って聞か
ないウッキーを何とかなだめてお昼ごはんを食べました。

大好きないくらおにぎり。
「これ食べたら行っていいの？」って一所懸命食べてます。

夕方迎えに行ったら楽しそうだったよ。
「時間だから帰ろう」って言っても『ヤダ！』って。。。
お家帰っても「今日ねぇー、○○して、○○してねー」って楽しそうでした。

No(332)

■…2004年 1月13日 (火).......「俺」

今日は連休明けの保育園。
今月は発表会の練習が始まるので早く（？普通の人はもう来てる時間だけどね。ウチにとって
は早く）来て下さいと言われているのでゆっくり出来ないのだ。
行ったらちょうど仲良しの「たくちゃん・りょうちゃん」がいてね。
連休中ずーっとやっていた『ポケモンコロシアム』の話が始まったの。
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で、うっきーったらいつも私の前では自分のことを言う時「ウッキー」って（ウッキーじゃな
いけどさ）名前を言うの。でも、お友達の前だと「俺ねー」って・・・「俺」だって。

わー！知らないウッキー発見だぁ。。ふふふ
No(331)

■…2004年 1月14日 (水).......たしざん

ウッキーがいきなり「足し算」を始めた。
２＋２＝なーんだ？
とかさ。。。
で、こっちが問題を出してもなんとなく出来てる・・・・ものもある。
答えが１０未満のものかな？正解率が高いのは。

誰に教えてもらったんだか・・・・不思議ねぇ。。子供って。
No(333)

■…2004年 1月15日 (木).......寝ぼけマン

今日ダンナは飲み会だった。
で、帰りは遅かったのよ。
帰るなり買ってきたお弁当を食べてグゥzzと居間で寝てしまいました。

ｚｚｚｚｚ
（私はその間起きているんだけどね。ウッキーもそばで寝ているの）

１時近くになったから
「ここで寝てないでちゃんと寝ようよ。ウッキーは私が連れて行くから・・」
って言ったのね。
で、起きたのはのはいいんだけど、いきなり
「おい！ウッキー起きろ！上行くぞ！」
ちょ、ちょっとやめてよぉ！！起こさなくていいよ。。。
ウッキーは起きなかったけどね。。

私が歯磨きをしに行ったらいきなりダンナが階段脇の部屋を空けて電気つけてて・・
ん？何だ？
と思ってみてたら・・・・「あ！間違えた」って。。寝ぼけてたのかい！
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後から二階に行ってみると・・
ん？？？？
別におかしいわけではないけど、掛け布団が裏返しぃぃぃ！
まぁ、機能は変わらないだろうからいいんだけどね。。
一応直してあげました。

時々寝ぼけるんだよね～・・・
No(334)

■…2004年 1月16日 (金).......ガングリオン

私の足には１０年以上ガングリオンがある。
今思えばこのガングリオンのせいでずいぶん悩まされてきた。
時々痛いし、痛いとまともに歩けないし、指の付け根に移住してきた時は手は上がらないは車
のハンドルは握れないわで大変な思いをしてきたの。
そのたびに医者に行き抜いてもらうんだけどね・・・
抜いてもらえばもう痛くない。

そのガングリオンが最近また痛み出した。
しばらく痛くならなかったにぃぃぃぃぃぃぃ。。
痛い・・・
正座とか床に座ると痛い。。。
また病院かなぁ・・・・やだなぁ、、めんどくさい・・

No(335)

■…2004年 1月17日 (土).......飲み会

飲み会でした。
高校のクラブのメンバーで。
なんだかんだ１年に２回は会っている？多い時は３回？
結構集まってる方だよね～この年で。。

今回は１４日に子供が生まれて、風邪をひいて熱があるかも～とかいいながらも来た人とかい
て（男の人ね）みんなに「来てていいのぉぉ？」とか言われてたよ。。。ちなみに病院にいる
奥さんには内緒らしい・・

このメンバー終電を気にしなくてもいいということもあってか、この日は一次会が終わるのが
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１時半・・・オイオイ！！私はここで失礼したけど、５人ほど２次会へ・・・・毎度家へ着く
のは５時ごろらしいよ・・・・私はそこまでいたことないけどね・・・

No(336)

■…2004年 1月18日 (日).......ファインディングニモ

見てきましたよ。ニモ。
面白かったですね。
『木更津キャッツアイ』では「この映画長いよ～」とかうるさかったウッキ
ーも真剣に見ていました。
モンスターズインクも見ていたので、笑える場面もあってウッキーはよかっ
たんじゃないかな？　

写真は映画を見終わってお食事のあと、りさっぴと。
No(337)

■…2004年 1月26日 (月).......木琴

なんだか急に「木琴やりたい」って言う人がいてさ。
出してあげたわ～！
なんだかてっきと～なんだけど、一生懸命やっている人がいました。
写真だけ見るととってもうまい人みたい？？

No(338)

■…2004年 1月27日 (火).......なんだかね

なんだかさ、
今日は周りでゴタゴタしてたよ。
３月末にピアノのコンサートに出るんだけどさ
それが・・・・うーん・・・・
師弟関係って一度こじれると難しいんだよね。
私はこじれてないよ。。。ちなみに。。
どうなるんでしょうか！
ピアノはそのときの心の状態にとても左右されるので、
心配です。。。
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どうにかうまくことが進めばいいんだけど・・・・・・・しこりは残るかな？
No(339)

■…2004年 1月29日 (木).......年下のお友達

今日はウッキーは保育園をおサボり・・・いえいえ、風邪気味なのでお休み
ということで（パパには内緒）、最近こっちに新築して帰ってきた（？って
言うのか）友達のところへ行ってきた。
ウッキーより一つ下の「翔太」くんがいるので一緒に遊んだ。
ウッキーが男の子としかも年下の子と遊ぶのを見るのは初めて（おそらく）
なので、新鮮でした。

翔太くん闘いが好きらしい。二人して「仮面ライダーファイズ」のお面を取り合いしていまし
た。ウッキーは「カイザ」なんだって。だからファイズのお面は付けちゃダメなんだって。。
。翔太くんのこだわりがあるらしく衝突することもしばしば・・・
気がついたこと。。ウッキーは家では闘いのとき実際けってみたりするのに翔太くんには蹴っ
たりしなかった。剣で「ヤー！」ってやる時もなんとなく手加減をしていた感じがしたよ。。
。普段「ウッキーはお友達のことは蹴ったりぶったりしないんだよ」と言っていたのはあなが
ち嘘ではないようだ。。平和主義はパパに似たのね。きっと。

なんだかんだとたくさん遊んで仲良くなったのかな？
また遊んでもらおうね。

No(340)

■…2004年 2月 2日 (月).......ボケまくり・・

朝、出かける時に携帯を準備した。
ウッキーを保育園に送って、帰り際携帯を持っていないことに気付いた。
「あれ？玄関に忘れてきちゃった？」
と思い、家についてみると、玄関に携帯がない！
「ああ、充電のところね！」
・・・ない！

バッグの中を確認。
ない。
机の上にもどこにもない。
あっれ～？
最後の手段。自分の携帯に電話をした。



2013/04/28 13:06♪　DIARY　♪

173/215 ページfile:///Users/yatz/Dropbox/Public/yatzwebのDATA/tackynote.htm

台所の方から何やら鳴っている・・・・・・・・・・・・・あったよ。
もう！
なんでそこにあるのかが全然思い出せなくてね。
朝は忙しいからね～・・・・
思い出せない自分がとってもイヤでした。

No(341)

■…2004年 2月 3日 (火).......節分

節分でした。
実家で豆まきをするので、ウッキーも一緒にやったようよ。
なんだかお腹にいるイジワル虫をやっつけてくれるんだとかでじいじ、ばあ
ば、私のお腹にマメを撒いてました。
（写真はばあばのイジワル虫を退治するウッキー）
お家に帰ってからはもちろんパパにも。

No(342)

kayoon > イジワル虫じゃなくてイタズラ虫だって・・・   ..2004/02/15(Sun) 16:48 (347)

■…2004年 2月 7日 (土).......発表会

今日は保育園の発表会でした。
ウッキーは「黒ひげ海賊団」のお遊戯と「かぐや姫」の音劇と「友達賛歌」
を歌って「山の音楽家」のリズムをやったの。
今年は家でいろいろ話してくれたり、踊ってくれたり（これがさ～買い物の
途中でもいきなり踊りだしたりするんで困ったこともあったのよぉ）したの
で、とっても楽しみでした。

あのね。席取りのために皆さん早くから並ぶのよ。
開くのは７：３０なんだけどね。
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去年は後ろの方だったから、少しは前の方で見たいな～と思って７：２０頃に保育園に着いた
の。
もうすでに列が・・・・先頭は４：２０だって・・・（＠O＠）そんな芸当私にはムリだ
わ・・・
去年より早く来たはずなのに・・去年と同じ位の席・・・・どういうこと？
まぁいいけど。

発表会も無事終わり。
頑張った姿を見られてうれしかったわ～。
来年はもう少し早起きしようかしら・・・

写真は帰りにユメユメと（やっと二人一緒に写せたよって感じ。ウッキー逃げ回ってて・・）

そうそう。家について着替えようとしたらウッキー「ヤダ」って言うの。
（発表会は白いシャツ、白タイツ、半ズボンて決まってるのよ。）
何でかと思って聞いてみたら・・・
「タイツ好きなのぉ！着替えたくない！」ってさ。。。。。ママ知らなかったよ。ウッキーが
タイツ好きなんてさ。
バレエでもやれば好きなだけはけるぞ。あとは芸人になって全身タイツとか・・・・（それは
イヤだ）

No(343)

■…2004年 2月 8日 (日).......忙しかった。

私の今日は実に忙しかった。
　７：４０　自治会の清掃。（本当は８：００なんだけどさ。早く行かないと）
　　　　　ウッキーも参加
１２：００　ウッキーを私の実家へ。１３：００から自治会の集まりがあるので。
　　　　　　両親に見ていてもらう。
１３：００　自治会の集まり。
１４：００　帰宅。布団を取り込み、掃除機をかけ、靴を洗って・・・・
１５：００　ウッキーを迎えに実家へ。
１５：２０　ウッキーたちは近所のスーパーに行くというので乗せて行き、
　　　　　　実家に戻ってピアノの練習。
１７：４０　帰宅
１８：１０　レッスンに行く。ウッキーは仕事から戻ったパパと一緒にお留守番
２０：００　帰宅。
　　　　　　連日の早起きのせいかウッキーは寝ている。。
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２１：００　ご飯。お昼ごはん食べてないんだよ今日。
　　　　　　お寿司を食べに行こうとウッキーを起こしたらめちゃめちゃ機嫌悪く、
　　　　　　どこにも行かない。何にも食べないと言ってまた寝てしまったので
　　　　　　宅配専門のお寿司を頼んだ。
２３：００　眠くて眠くて・・・・
　　　　　　頑張ってお風呂に入って（ウッキーは寝たまま入れた。）寝ました。

お疲れ。私。
　　　

No(344)

■…2004年 2月11日 (水).......死ぬかと思った・・・

今日はお休みだからいろいろやろうと思っていたのに・・・
１：００頃眠くてちょっと横になったのね。
３：００ごろ目が覚めたらお腹が痛くてさ！
マジ。救急車呼ぼうかと思ったよ。
ウッキーも寝てるし・・パパはいないし・・
とりあえず耐えた。
ホットカーペットの上にお腹をベターっとつけて寝てました。
５：００過ぎくらいまで寝てたよ。
ウッキーに「もう夜になっちゃったよ」と起こされた。
何とか復活。

最近忙しいからストレス？風邪？
でも、一度病院に行った方がいいかしら？？？

ごめんね。ウッキー。
今日はお散歩しようとか、お買い物も行こうとか思ってたのに・・
結局一歩も外に出てあげなかったね。

私もやりたいことが一つも出来なかったよ・・・・
お洗濯もお掃除もお昼も食べてないよね。
ごっめーん。
はぁ・・・
誰か私の書類を作ってください。。。。
確定申告のもやらなきゃ・・・
何でこんな時に演奏会が・・・
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うううううううううううううううう！
No(345)

■…2004年 2月14日 (土).......結婚式

今日は大学時代のお友達「よっちゃん」の結婚式。
彼女は舞台照明の仕事をしている。
大学時代のお友達って卒業してから年に１回会うか会わないか・・・
だんなと遊んでいる人たちとはたまに会うけどそれでも年に１回？２回？
でも、あんまりみんな変わってはいないんだよな。。
写真は花嫁と私。

実は着替えを持っていくのが大変だったのでダンナに車で送ってもら
った。
私が披露宴に出ている間ダンナとウッキーは「ポケモンセンター」
へ。
入店制限で１時間待ちだったそうな・・・

ダンナ曰く「狭い上にせかされているようでゆっくり買い物は出来ない。値段もよくわからな
いしぃ。休日に来るものじゃない」だそうな。。。
ウッキーはうれしかったみたいだけどね。
私も一度行ってみようと思います。。
写真は本日買ったもの。。

No(346)

■…2004年 2月15日 (日).......携帯依存

写真はウッキーの描いたハンバーガー。上からブルーベリーソース・パン
（バンズって言うのか？）・チーズボール・レタス・ブルーベリー・チョコ
レートソース・メロンソース？（忘れた・・・）・パン。本当にあったらち
ょっとイヤかも・・・・

今日は携帯をもって出るのを忘れた。お昼に出かける時に忘れて、途中で気
付いたの。「そうね～２・３時間だからいいや」と思って取りには戻らなか
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ったのよ。平日なら戻るけどね。仕事の電話がかかってくるから。今日は休日だしいいや。と
思ったの。
でも・・・・「急な電話があったかも」とか「ダンナからメールが来てるかも」とすごーく思
わないにしてもちょっと気になったりする。
ダメだね。携帯に頼ってるよ。時計も持たなくなってるしな。
お財布・ハンカチ・携帯とバッグに入ってないと落ち着かないようになってるよ。

ゴメンナサイ。ここからは親ばか全開。。
夜。ウッキーがお絵かきをしていた。
最近は字を書くようになった。「分からないものはこれを見て書いてね」とひらがな表を渡し
た。
かいたものをみてみると、「ままありがとうみんなありがとう」の文字と絵が。そのほかも
「みんなやさしいねままもいいね」「みんなもいいこだよ」「みーんなだいすき」と文字と絵
を４枚。
なんていい子なんでしょう(ToT)

No(348)

■…2004年 2月16日 (月).......ショック！

ウッキーがパンの点数を集めるともらえるバッグが欲しいらしい。。
なので点数が集まるまではそこのパンを食べなきゃでしょ？
今日も買ってきました。
ウッキーがちょうどその点数を張る紙の前で「男の子の～♪・・」と歌っていたから
「あ！今日パン買って来たから貼っていいよ」とパンを取り出して・・・・

ない！ない！ない！ない！
シールが貼ってない～(TOT)
泣いても泣ききれましぇん・・・・・
ダンナが「シールだけはがしちゃう人もいるからよく見て買わないとぉ」って・・
そうだった。。私は数年前はがしている現場を目撃したことがあったのだ。
でもさー普通シールだけはがすようなせこいことはしないと思うじゃないですか・・・！？
なんでそんなことするかなぁ・・・
今度はよく見て買わないとっ！！

No(349)

■…2004年 2月18日 (水).......ちょいぶる（ゴメンナサイ・・愚痴だ）
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今日はちょっとブルー・・・

あのね。今日ＡちゃんとＢちゃんがねレッスンに来たの。
入った瞬間からね、いつもと雰囲気が違うのよ。パワーダウンて感じで。
まずＡちゃんピアノの前に座ったものの「ヤダ」とか「ヤなの」しか言わないで弾こうとしな
い。何回か「弾こう」と言ってみてもダメだったので「いいや」と思って弾かせなかった。こ
の子は結構カンペキ主義なので、ちょっと出来ないところがあると弾こうとしないことはよく
あるんだよね。でも、なんで「イヤ」なのか何が「イヤ」なのかよくわからなかった。。。嫌
われてるのか？
「もう、やめるから」って言われちゃったし・・・
でも、ノートはやろうとするんだよ。○つけた数だけシール貼れるからね。
本当はちょっとカチンと来たの。
練習しないと帰ってもらうピアノ教室もあるって言うし・・レッスンを受ける態度が出来てな
いんじゃお話にならないでしょ？レッスンは自分のやりたいことだけをやる場所じゃないじゃ
ない！
Ｂちゃんは本を一冊とノートを忘れ、パワーダウンがさらにダウンしちゃった。しかも、この
子も弾くのを自分で「これだけ弾く」って決めてそれしかピアノの前に持っていかなかったの
よ。ノーとやってるときも「つまんない」とかいうし・・
おまけに「練習減らしたい。疲れるから・・」（ピアノにくる回数を減らしたいそうです）で
すって。
今日だけのことだったらいいんですけどね。
やっぱり私にも原因があるのかもね。
言葉は悪いけどなめられてるんだよ。あんまり今のスタイルを変える気はないんですけ
ど・・・
どうしてもやる気がない時だってあるのはわかります。そのときは来なくていいよ。子供だか
らしょうがないけど、来るんだったらやることはやりましょうよ。
ピアノはとっても精神的なことがすごく現れる楽器なので、精神状態が悪い時は弾けないこと
もあります。過去に見かねて「帰っていいよ」と言った事もあります（「何かあった？」って
聞いて、話した上でね）。
次の子にも影響が出かねないのであまりやる気のないときは私から「帰ってください」って言
っちゃうかも・・・・

No(350)

■…2004年 2月22日 (日).......ガーデニング
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誰に似たのかウチの子は花に水をやったり、草取りをしたりが好きらしい。
今日は念願のガーデニングを開始。
ちょっと前にじょうろだけ買っておいたのよね。手に持ってるやつね。
でも、水をやるところがないからしまっておいたの。
今日はプランターも買って、土も買って、球根も買って。。
一つは球根がすでに植えてあるプランターをそのまま買ってきたんだけど

ね。
あ！シャベルも買ったね。
本当は種まきをしたかったみたいなんだけど、まだ売ってなくてね。
球根にしたんだ。ちょっと芽が出てるからいけるかなぁ？と思って・・

すごく風が強くて大変だったけど無事植え替えも出来ました。

毎朝ウッキーが水をあげるんだって～。。。　　　　　　　　　　　私はやらないよん。
No(351)

■…2004年 2月24日 (火).......河豚

今日、ダンナは宴会で河豚を食べている。
私のフグ歴は子供の食べたきり・・・・子供の時に食べているのも凄いのかもしれないけど
さ。
当時はなんだかあんまりおいしさがわからなくて「うーん・・・」だったけど。
テレビなんかで『フグの白子の網焼き』とか見ると「うまそー！」と思ってしまう。。。
きっと今ならフグのおいしさがわかるはず！
と勝手に思っているのでフグが食べたい。

余談だけど・・・・
私の知っている子で５歳くらいの時に「好きな食べ物は？」って聞いたら「フグ」って言った
子がいたのよ。。。

ダンナは会社の宴会と称しておいしいものをいっぱい食べてる気がする。
ズルイ。
私もフグが食べたーーーーーーーーーーーーい！
だれか連れてってくれないかなぁ・・・・
もしくはダンナの会社関係の方々宴会をやるときはお隣の部屋にもう二人分取ってください。
静かーに子供と食べてそーっと帰りますから。。。
河豚ーーーーーーーーー！！

No(352)
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■…2004年 2月29日 (日).......確定申告・・

確定申告をしに（正確には確定申告の用紙に記入するために）横浜へ。
ダンナ方の親戚なのでダンナの母も一緒に行った。
そこで、ウッキー、ケーキ作りを手伝った（？）らしい。。。
私は申告書を見てもらっていたのでその姿は見ていないけど、
料理（？）好きなんだよね。
早く晩御飯を作ってくれるようにならないかなぁ・・・・？？？

No(353)

■…2004年 3月 1日 (月).......こんなものを・・・

最近、友達に生協を頼んでいるので、月曜の夜はそれを取りに寄ることが多
い。
そこにおいてあった「トラ」
なぜかサングラスをかけ普通に鎮座していたので撮っておいた。

No(355)

■…2004年 3月 2日 (火).......今日はお仕事お休みなので・・・

この日は事情があって仕事を休んだ。
本当ならウッキーのお友達のところへなんていっている場合ではない
ところだったけど、「事情」が思っていたより時間が早く始まり、無
事終わったので、安心してウッキーのお帰りの時間までに帰ってこら
れたの。

ウッキー帰ってくるなり「今日、ＴとＲはＤの家に行くんだってぇ！昨日も行ったんだよ。毎
日行ってるんだよ！」ととってもうらやましげに話し出した。
「今日ママお仕事ないよ」と言ったら
「早く！早く！ウッキーも行く！」この上ない速さで園服を脱ぎだした。
一応連絡入れないとじゃない？だから「待って。お電話して聞いてからじゃないとね。」
ＴくんとＲくんのお母さんに電話をかけて「出てちゃんとお話してごらん」と持たせた
ら・・・
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テーブルの周りをグルグル走りながら「ウッキーだけど、今日、ママ、お仕事ないから、ウッ
キーも、行くから、ねぇ、行っていいでしょ？」とすんごい早口で話してたので、これじゃ、
話が通じないと思ったので代わって貰った。
「いいよ～。でも、今Ｄくんちに行ってるからどうしようか？」・・・・結果。Ｄ君の家はお
母さんはお仕事でいないので、私が上がりこむ訳にもいかないので結局ＴくんＲくんの家にお
邪魔することに・・・
で、写真。
三人して各々にゲームボーイアドバンスＳＰを持ち、対戦したり、覗き込んでみたり・・・・
この年で遊びの道具がゲームなんだなぁ。。と思いながら。
本人たちはすごい楽しそうでしたよ。
特にウッキーは嬉しそうでした。
結局７時ごろパパが駅に着いた時も「パパを迎えに行って来ていいよ。」って。。。だれんち
だよ！
パパを迎えにいってまたウッキーを迎えにいきました。

いつも遅くまですいません。。
No(354)

■…2004年 3月 3日 (水).......ひな祭り

保育園で作った雛人形。
トイレットペーパーの芯を使って作ったらしく、お家でも「ねぇ、トイレッ
トペーパーの芯ちょうだい」とうるさかった。
でもさ、そんなときに限ってないじゃない！？
一つはあったけどもう一つは実家に頼んで取っておいてもらった。
で、作ったのがコレ。

ずいぶん色黒のお雛様になっちゃったけど。。お内裏様は真っ白。。。

No(356)

■…2004年 3月 5日 (金).......悩みはやってくる・・・

ウッキーは４月にピアノの発表会に出る。。。。んだけど、全然練習しないし、第一弾けてな
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いし・・・で毎週レッスンはやってくる。
弾かせないとって焦る私とすんごいマイペースなウッキー。。

ピアノは嫌いじゃないらしい。
でも、いつもいつもレッスンは申し訳ないくらいレッスンじゃない。（私の友達のところに通
っている）
ふざけちゃって、、、私が見てるからふざけちゃうのかと思って「ママはいないほうがい
い？」って聞くと「ヤダー！ダメー！」・・・

この日の練習の時も発表会の曲は両手で弾くのに（そんな難しいもんじゃないのよ）片手でし
か弾かない。
「両手で弾こう」と言っても「ンンンンン～」って嫌がる。（「そそそそそ」じゃないよ。
「んんんんん」だよ）
「練習しないと弾けないよ」って言っても「ンンンンンン～」
そのうちこっちもヒートアップしてきて声が大きくなるじゃない？
気が付いた。
ウッキー小さくなって嫌がってる。

ちょっとショックだったのよね。

私が大きな声を出したから萎縮しちゃってるのかも・・・・・
ピアノのたびに怒られてるから・・・・・
怒りたくて怒ってるわけじゃないんだけどさぁ。
ウッキーの態度が練習に向かってない事がイヤだったんだよね。
私のところに通ってるウッキーと同じ年やウッキーより小さい生徒さんがちゃんと弾いてるの
にウッキーは出来ない・・・って考えたりしてた。。

でも、考えてみればウッキーはそうまでしてピアノを弾きたいわけではないのよね。。。って
思ったら、発表会も出なくてもいいし、ピアノもやめてもいいよって思ったの。

一応習い始める前に意思確認はしたんだけどね。
もう少し自分で「どうしてもやりたい」っていうまで待てばよかったかなぁ。

ウッキーに「発表会でなくていいよ」って言ったら「出る」って。
「ピアノやめてもいいよ」って言うと「やめたくない」って。

「じゃあ、どうして練習しないの？」って聞いたら
「練習で間違えるのがイヤなの」って・・・・・・
何回も間違えて上手くなっていくのよぅぉぅぉぅぉ
でも、そんなことわかんないものね。
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シューン・・・・
深ーく悩んでしまいました。。。。

No(357)

■…2004年 3月12日 (金).......ケーキつくるぅぅぅぅぅぅ！

なぜか料理が好きらしいウッキー。
今日もとんでもない時間にとんでもないことを言い出した。
ケーキを作りたいんだって。
言い出したらきかないから・・
本当は実家で作るはずだったんだけど、「やっぱりお家で作る！」とな。
そんな気力ないのになぁ・・・と思ったから「ママケーキ作る元気ないから

明日にしよう」って言ったら
「ママが元気がないと悲しい・・」ってちょっと泣き気味だったのでぇ・・

作ったさ～！９時半から。

まぁ、ホットケーキのもとが期限切れだったのでちゃんと小麦粉・卵・ベーキングパウダー・
砂糖で作りましたよ。

途中パンケーキを覚ましている間に本を読み出して「もう作らないからいい」などと言い出し
て私にこっぴどく怒られる事もありましたが、なんとか完成しましたよ。
これがご飯とか言ってたのに結局みんなに見せるまで食べないんだって。
で、１１時ごろお茶漬け食べてました。。。

No(358)

■…2004年 3月13日 (土).......明日はドキドキなのよぉ。

今日はちゃんとじょうろでお水をあげたよ。
・・・いつもは神棚のお水を窓からあげてるの。。命中率５０％なので、日
によっては土が乾いて・・・・ウッキーが早起きしないからよ！

今日は予定外の事があったので今からちょっとドキドキ。（詳しくは「音楽
の日記」を見てね。ピアノのページから行けるよ。本当はジャンプするよう
にしたかったんだけど失敗したの。）
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今日も、ウッキーはりさっぴの家にお世話になった。
もう、りさっぴが来ると「ママ、行っていい？ねえ、行っていい？」ってうるさいほど。
まぁ、私としてはとってもありがたい。今日も私がレッスンが入っていたの。
ウッキーのことはパパに頼んであったのよ。
なのにりさっぴの家に行くって。。
でも、いつもいつもなので申し訳ない。。
散々遊んで、普通にご飯食べて、普通にお風呂も入ってくるからね。

今日は行く前に「ママが帰ろうって言ったら帰る」といったのにぃ。のにぃ。。
２回も「ヤダ！」って言ったのよ。

No(359)

■…2004年 3月17日 (水).......練習！

練習させましたよ。
ピアノの。
この前弾いた時本人にとっては割りと上手く（？）弾けたようで、まぁ、練
習させるまでが大変でしたけど、前回よりはやる気を出したようでした。
でも、長くは練習は出来なかったね。
褒め倒して持ち上げて持ち上げて弾かせましたよ。

一曲弾くと「上手だった～！」といい子いい子して・・・・・はぁー・・

でも、暗譜はイヤなんだって・・・
たくさん弾けば覚えちゃうんだけどねぇ。子供は。
発表会は暗譜ですよ！ウッキー。
がんばれ～！

No(360)

■…2004年 3月21日 (日).......集中力が持ちましぇん・・・
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今日は（も）レッスンが昼間からあったので例によってウッキーは友人Ｍの
家へ。
そこで「どうぶつの森」に興じるウッキー。
りさっぴがバスタオルで作った（？）座布団（「枕」だったかな？）に正座
をしているウッキー。。。

なんだか二人してタオルをかぶって・・・・
「おかげマン」って何だよ！？

私は今日１時から４時過ぎまでピアノの合
わせをしていて（予定では３時過ぎには終
わるハズだったのに・・・）疲れました。
最後の方はへろへろでした。

Ｍ宅で晩御飯もご馳走になり。。。いつも
いつもありがとうございますぅ。

コンサートが終わったらお礼します（予定）

No(362)

■…2004年 3月24日 (水).......同伴謝恩会

今日は卒園式でして。
本当ならウッキーはお休みなんだけど、私が役員ということもあり、謝恩会
のお手伝いをするんです。で、ウッキーは一緒に行くことに。おうちに誰も
いなくなっちゃうからね。
朝になって「行かない」とか言い出してすんごく困ったけど、ゲームと引き
換えに行ってくれることを承諾してくれました。・・・買収だな。

写真の後ろでは卒園児と保護者の方々が先生と涙のお別れをしているのにウッキーは・・・・
来年はううっ・・・卒園だってよ！ウッキー！

謝恩会会場にウッキーの写真の後ろにある水のオブジェがありまして・・
よく見ればわかると思うんだけど「小便小僧」は一つもないんです。
なのに・・ウッキーは・・・大きい声で「小便小僧！」「小便小僧！」と大
はしゃぎ・・・恥ずかしかったよ。。。

No(363)
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■…2004年 3月25日 (木).......ありがと～う！

今日はとりあえず保育終了の日。１時お帰りなのだ。
で、私には問題が・・・・この一週間コンサートの練
習が不定期に入り結構大変。それはいいとして。。こ
の日も練習が入って・・・・さあて、ウッキーどうす
る？ってなったのよ。見てくれる人がいなかったらし
ょうがない練習はキャンセルだったんだけど・・・お

迎えに行くちょっと前、ゆめママに電話したの「今日ヒマ？悪いんだけど・・・赫々
云々・・」そしたらね。「いいよぉ」って。
ありがたい。助かったよ。
練習が３時に終わって迎えに行ったんだけど「もっと遊ぶ～」と結局６時くらいにバイバイし
ました。

最近は保育園の中では男の子は男の子、女の子は女の子で遊んでいるようで、二人で遊ぶこと
はあまりないみたいだったけど、二人で仲良く遊んでいました。

本当にありがとう。
No(364)

■…2004年 3月26日 (金).......どうしても行きたくない・・・

本当だったら今日ウッキーは保育園の特別保育に行っているはずだっ
た。。
でも、どうしても行きたくないんだって。
なぜかというと、先生が「明日からお休みです」って言ったからなん
だって。

ウッキーのいうこともわからなくはない。確かに保育園なんだけど、春休みが多少あるので、
この日からお休み。先生の言うことを比較的よく守る（？）ウッキーはそんなことを言われた
ら「明日からお休みだー！！」と思ってしまうよね。
でも、ウッキーは特別保育をお願いしてあるの。
他にも特別保育受ける子はいると思うよ。
何だけどねぇ・・・
どーうしても行きたくないんだって。。
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仕方なく、保育園には正直に「どうしても行きたくないって言うので休ませます。」とお電話
しましたよ。
パパに怒られちゃうよねぇ・・

で、ここ。某病院の近くの公園に来ています。
車で１時間くらい。
今日は私が父を病院に連れてくる日だったので待ってる間に寄ったわけで
す。
ちょっとしか遊べなかったけどね。
恐竜（のオブジェ）がいる公園で、もっと小さいときは怖くて公園にも入れ

なかったけど、今回は「恐竜だ！」と指差すまでは出来ました。
でも、近づくことは出来ませんでした・・・・トホホ

さて、病院は一緒に連れて行けたからいいとして、
私は昨日と同じように夕方からピアノの練習が入っているの。
さーあ、どうしよう。ウッキー！
これがあるから特別保育を頼んだのに・・・どうすんの？ウッキー
過去、連れて行った事があるんだけど、当たり前に大人しくしていなかったので・・・という
かちょろちょろ大変だったので、絶対連れて行かない！
「どうするの？」とウッキーに聞いたところでウッキーにはどうすることも出来ないじゃな
い？
誰かにお願いするしかなくなるわけよ。ウッキーは保育園なので、基本的に平日はお友達のお
母さんはお仕事をしているわけ。だから、急になんて絶対頼めないし、そんなに親しくない人
に頼むわけにも行かないじゃない？
うーん・・・・携帯のメモリを見ながら考えて・・・・
あ！っと思いついた。
即電話をする。
「うん。いいよぉ！でも、ラッキーだったね。昨日までいなかったんだよ」
うぅっ・・・（i i)ありがたい。
中学の時の友達で、最近こっちに戻ってきたのよね。で、以前も遊びに行った事があったので
（日記にも書いてあるね）ここだぁ！と思って電話したら・・OKしてくれてよかったよ。し
かも、３時過ぎに行くって行ってあったのに３時にそこの翔太くんから「まだなの？早く来て
よ」と催促が・・・
ウッキーを置いてピュンといってきました。
仲良く遊んでいたようでよかったです。
終わってからも長居してしまいました。
ありがとうね～！！

でも、この日私はウッキーのクスリを皮膚科に頼んでおいたのに取りに行くのを忘れてしまっ
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たの・・・ダメダメちゃん
No(365)

■…2004年 3月28日 (日).......ピアノデュオコンサート

今日はピアノのコンサートの日でした。
この一週間・・・実は本当に大変でした。

ブラームスの曲です。
アンファン（インファンテ）と
いうスペインの作曲家の曲で
す。
先生と弾きました。

終了後ウッキーと、友達の子たちと撮りました。私がちと変な顔なの
は気のせいよ。。（photo by laughin)

コンサートのことは音楽の日記に書いておこうかなぁと思います。
No(366)

■…2004年 3月29日 (月).......お休みなのに・・・

昨日コンサートが終わったので、今日はお仕事お休み～！
でも、山のような洗濯物と格闘したよ。
ここ１週間殆ど家の事はしていなかったので、洗濯物がたためないのよぉ
ぉ。。本当に山になっていたので、それをたたむのは大変でした。

まぁ、そんな話はいいとして、
今日は（今日も？）ウッキーとは大喧嘩！
もう、どうでもいいよ状態になっちゃってね。
実は口もききたくなかった。。でも、「ママぁ、ママぁ、
どうしてお話してくれないのぉ？」とか言われるとゆらい
じゃいますね。

全て、ウッキーが悪いんだけどね。
結局いつの間にか仲直り。
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ちょっと頼まれたものを届けに寄った場所で楽しそうにしてたので撮ってみました。

ウッキーは明日保育園に行ってくれるでしょうか。。行ってくれないと困るんだな。

No(367)

■…2004年 4月 1日 (木).......ちょっと掃除しただけなのに・・

夜、もういい加減いやになってウッキーのおもちゃの掃除をした。
ちょっとだけね。
ウッキーの遊んでないおもちゃをどうにかしたくてね。
黙って捨てると絶対文句言われるから、ウッキーに「いらないおもちゃはこれに捨てて！紙類
はこっち！」とやらせてみた。

・・・・・・なんだかイヤになったよ。
あれだけ買うときに「買ってぇ！買ってぇ！」とごねたものも（しかも結構高かったりする）
「ポイっ」って入れちゃうからさ。
あと、食玩はウッキーには無駄なおもちゃなんだなぁと。。
ウッキーが捨てるたびに「あぁ！それはあれだけごねて買ったもの・・」とか「欲しい欲しい
って泣いたくせに」とか思っちゃうんだよね。
でも、そんな事言ってたら何にも捨てられないから。ね。

結構捨てたはずなのに、全然スペースが空かないのはなぜ？

しかも、ちょっと掃除をしただけなのに雨降ってきたよ・・・
No(368)

やっつ > 最後の一行だけ爆笑しました   ..2004/04/03(Sat) 10:37 (369)

■…2004年 4月 4日 (日).......イチゴ狩り

イチゴ狩りに行きました。
雨降ってて寒かったけど・・・
楽しんできました。
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大きいイチゴを採るのに燃えていたウッキー。
で、食べて飽きちゃうと「はい！ママあげるね」って私はウッキーの
食べかけばかり・・・・・

一昨年だかイチゴ狩りに行ったときは「洗ってないイ
チゴは食べられない。ヘタ（葉っぱ）の付いたイチゴ
は食べられない」って採る専門でほとんど食べなかっ
たのよね。今回はたくさん食べてくれてよかったよ。

りさっぴのみみあて（？今はなんて
言うの？）をつけて妙におばかさん
度がＵＰしているウッキー！

No(372)

■…2004年 4月 7日 (水).......嵐

最近時々５時前に目が覚めるんだよぉ。・・年とったかな？
今日は、となりで寝ているウッキーがバンバン布団を足ではいじゃうので、眠れなくなっちゃ
ったんだよ。
で、お友達に借りた「嵐」のDVDを見ることにしたよ。
くぅ～！
かっこいいねぇ。
でも、なんとなくお母さんのような目で見てしまっているのよね。
ああ！頑張ってるわね！とかね。
かっこよかったッす。
桜井くんが結構好きなんだけど、嵐は結構みんないいです。
ジャニーズはすごいなぁ。。。と。素直に感心。
もしかしてもしかすると、お友達が来年コンサートに連れて行ってくれるかも。あの中に混ざ
るのは年としてどうかなぁ？？と思うんだけど、お友達も同い年で「全然平気だよ！」って言
うんだもん。一度はジャニーズ関係のコンサートに行って見たいんだもん。

No(370)

■…2004年 4月 8日 (木).......変なメールが来た！

今日友人の家にいたら、変なメールが来た。
私が私にメール出してる。
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？？？

出してないよ。

おそらく転送メールだろう。携帯に来たんだけどね。
アドレスがパソコンのアドレスだったから。本文もなかったし。

やーな感じ！！

不安になって家でパソコンを開いたら、ＨＴＭＬ形式のメールが来てた。
しかも、開封確認も来てた。開封確認は何でだか氏名が書いてあった。
本当にその人がだしたのか・・・？？？

本当にやな感じぃ！！

私のメールソフトはポスペなので、ＨＴＭＬ形式のメールはそのままじゃ見られないんだよ
ね。なので、少しはいいのかも・・何かいてあるかわかんないから。
どうして携帯には拒否できるシステムがあるのにパソコンのメールにはそのシステムがないの
かしら？？？
私のプロバイダだけ？できないの・・・
すんごい多いんですけど・・・訳わかんないメール！
すんごいムカつくんですけど！
どうにかしてよ！
イタメとかしないでよ。広告もいらない！
むぎゃー！！

No(371)

■…2004年 4月10日 (土).......咲いた！

ウッキーが育てているプランターのチューリップが咲きました。

No(374)

■…2004年 4月11日 (日).......ウッキー初ピアノ発表会（独奏）
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ウッキーのピアノの発表会でした。

最初はなんだかやる気もなくてこっちがイライラしっぱなしだったけど、間
際になってやる気を出して（？）くれたので、どうにかこうにか暗譜もでき
て頑張って弾けました。

自分のとこの発表会とは違い父母会みたいなものが組織されているのかお母
様方がたくさんお手伝いしていてびっくり！しかもみなさんテキパキ！
私はなるべく保護者の方の手は借りないようにしているのでね。

周りのお母様方はほとんど初対面だったので、緊張しました。
ウッキーがちゃんと弾けるかもすっごいドキドキだったけどね。
「（子供が）ご自分で作曲したんですか？」とか「一緒に弾くんですねぇ！」とか言われまし
た。

ウッキーは長時間（短時間もだけど）じっとしているのはムリでした。
「早く終わらないの？」とか「カタツムリ弾いたら帰る」とか・・静かにしなさいっていう
の。もう、やだ！と思ったけど何とかなだめてましたけど。
ああいう場所でのマナーなんかも学んでいただかないとね。

それにしてもビデオを見るとなんだかウッキーって笑いを誘うのよね～。
No(373)

■…2004年 4月14日 (水).......カニと。

カニです。カニ。
なぜでしょう？カニを見るとうれしくなるのは。。
日本人はカニ好きだよね。

なぜ、カニが我家にやってきたかというと・・・
なんと！パパがゴルフで優勝したんです。。ビックリ！
最近ゴルフにすっかりはまったパパさん。会社を休んでのゴルフです。

今までは参加賞とかしかもらってきたことないのに、いきなり優勝。
・・・・・・だから、雨だったんだな。

初めてパパがゴルフをやって良かったなと思えた日でした。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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ウッキーがね。
「歯が抜けちゃうの？」ってすんごく怖がって言うの。
『うん。子供の歯から大人の歯になるんだよ』って教えてあげた。
「やだ！抜けるのヤダ！」
『みんな大人の歯になるんだよ』
「おばあちゃんの歯になるのはやだぁ！」

・・・・・・・・・おい！いきなりおばあちゃんの歯にはならないよ。しかも、ウッキー男の
子だし・・・

最近保育園で大人の歯になって虫歯になったら治らないんだよ。みたいな話を聞いてきたみた
いなのよね。それでそんな事を言い出したみたいなんだけど・・

No(375)

■…2004年 4月15日 (木).......難しいよ。

ウッキーは昨日、保育園を休んだ。
昨日、保育園では体操教室でブリッジをやったらしい。。
それをみんなが教えてくれたんじゃない？
帰ってから「ブリッジやりまーす！」と。
でも、その前に準備体操。
「まずは裸になるぞー！」・・・なぜ？まぁいいや。

パパも一緒にやれと二人でやってましたね。
なんだかウッキーオリジナルの体操になってきていて・・・
で、その準備運動で難しいのが写真の
「ジャンプしながら深呼吸！」

・・・・・・・・・・・・んなもん出来るかぁ！

No(376)

■…2004年 4月20日 (火).......保育

（おそらく年に１・２回しかない）保育参観。
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この日は一人ずつお名前を言って乗ってみたい乗り物を一つ言いました。
ウッキーは飛行機に乗りたいんだって。

その後役員決め。
前からわかっていた事ではあるのですが・・・
私今年は会長です。。。

どうすんだよぉぉぉぉ・・・と心の中で叫びつつ
受けたものはやりましょう！とは思っております。
本当は私なんかよりふさわしい人がいたのよぉ・・ちょっと事情がありまして、私がやる事に
なってしまいました。。。。
こんな頼りない会長じゃなぁ・・・

早速６月にバザーです。
もう頭いっぱい！

No(377)

■…2004年 4月29日 (木).......お休み

今日はお休みぃ。
しかーし。例によってやる事がいっぱい。
ふと、ウッキーの兜を出していないことに気付いていっそいで出しましたよ。今から兜を出す
っていうのに折り紙を出して帽子やら謎のものやら作るウッキー。（写真左）もう！なぜに一
つ出したら一つしまえない？・・・・親がそうだからあんまり怒れないんだけどさ。折り紙も
のりもはさみも足の踏み場がないほどに散らかされたので、窓全開なのに怒鳴ってました。。
まぁ、それでも何とか片付けさせて兜も無事出せました。
いいお天気だったので布団も全部干したんだけど、何を思ったかウッキーびちゃびちゃの雑巾
を持ってきて（本人絞ったつもり）こともあろうに「枕」を拭きだした。
またもや全開の窓も気にせず「ヤーメーテー！！」
・・・でも、ウッキーはウッキーなりにお手伝いをしたかったらしく。。。。ウッキーは誰に
似たのか掃除が好き・・？？。。。その後いろいろ拭いてもらいました。。。

No(378)

■…2004年 5月 1日 (土).......ウッキー

ちょっと前の事だけど・・・
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ウ「ねぇ、ママ？ウッキーがブタになったらどうする？」
ま「ウッキーがブタになったらかわいがるよ。」
ウ「ぶーぶー」

ウ「ねぇ？ウシになっちゃったら？」
ま「かわいがるよぉ」
ウ「パオォォォン！」

・・・・・・・・・・・・それってゾウ！
No(380)

■…2004年 5月 2日 (日).......小山遊園地

本当は今日はパパさんお仕事だったのよね。
でも、お仕事しなくてよくなったらしく、お出かけすることになりました。
ウッキーが「遊園地行きたい」とずっと言っていたので、遊園地へ。
しかも、小山遊園地へ。
お天気も良かったので人が結構いました。
最初に「アマゾン下り」に並んじゃったら進むのが遅い遅い！・・そのうち２時間待ちの表示
が・・・小山遊園地で２時間待ちぃ？？途中ウッキーが「やっぱり怖いからやめる」とか言い
出したけど、せっかく並んでいるのでなんとかなだめて待ちました。やっくん曰く「一番人気
らしいからな」ってどっから聞いてきたんじゃい！怖い怖い言ってたウッキーもちゃんと乗れ
ましたよ。（以前静岡で乗ったときはおお泣きしてたけどね・・・・）
観覧車も（写真一番左）「お山が見えるよ～」とかご機嫌でした。
夕方になったら寒くなってきちゃってね。上に着るものを持ってくるんだった・・・
あんまり寒くてコーヒーを飲み（ウッキーは寒いのにかき氷）に入ったら、急に「なんだか悲
しくなってきちゃった」とウッキー。どうしたの？って聞いたら「みんな帰って行っちゃ
う・・」と泣きそうに・・・
楽しかったんだね。蛍の光のＢＧＭも悲しくさせちゃったんだね。
楽しかったみたいで良かった。

No(379)

■…2004年 5月 3日 (月).......ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロ
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今日はどこにも行かず、何もせず、家族３人家の中でゴロゴロゴロゴロしていました。
いいのか？
ふと気が付くと、パパ（ママ）はパソコンウッキーとママ（パパ）はゲームという光景でし
た。
パパは普段ゲームなんてやらないんだけどファミコンミニの「ゼビウス」が欲しいと言い出し
て、アマゾンで頼んであげたの。それが今日届いたのよ。
だから、パパまでゲームに興じてしまったわけ。
私はすっかりポケモンの育てやさんと化してるね。
ポケモンを交換して卵を産ませる作業に時間を費やしております。
ゼニガメを５匹アチャモを３匹（かな？）もうすぐミズゴロウ・チコリータ・ヒノアラシが生
まれる予定・・・・
。。。。本当にいいのか？
やらなきゃいけないことは山ほどあるのにね。
ウッキーは『星のカービィ　鏡の大迷宮』をクリアするのに一生懸命です。
私は一つやったよ。お化けタンポポを抜いたの。何であんなに巨大化したんだろう・・・・１
ｍくらいはあったね。葉っぱもトゲトゲしてて痛くてさーーー！新聞紙で巻いて引っこ抜きま
した。
それだけだ・・・・・・・・・

No(381)

■…2004年 5月 5日 (水).......こどもの日

今日はーこどもの日ー
なぜか昨日
「明日になったらウッキーに『ありがとう』って言ってね」とパパにもママにもお願いしてい
たウッキーです。
・・・・・たぶん～「母の日はお母さんにありがとうって言う日よ」とか何とか保育園で教わ
ってきたんだね。母の日はお母さん・・・てことはこどもの日はこども＝この家のこどもは
僕。ということになったんじゃないかしらぁ？
朝、パパに「ありがとう」といわれたウッキーはすッごく嬉しそうでした。
・・・・・・・・ママはちょっと忘れててね。パパが言ってから気付いて言いました。ちゃん
と。

「こどもの日だから俺の行きつけの飲み屋に行こう！」というやっくんの訳分からない理由か
ら車で１時間くらいの（やっくんの仕事場の近く）居酒屋さんに行って来ました。
写真は居酒屋のカウンターに座ってトリビアを見るウッキーです。
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ちなみに・・行きはやっくんが運転。帰りは私が運転でしたよ。私は一滴も飲んでないですか
ら。

その後どうしても「鋼の錬金術師」の主題歌（一つ前のラルクの）が聞きたいというのでレン
タルやさんへ。他にも借りたいものがあったし・・・・
・・・・・・・品物なさ過ぎ。レイアウト悪すぎ。
結局何もなくて、お目当てのＣＤが中古で３００円で売っていたので買ってきてしまいまし
た。うーん・・・

No(382)

■…2004年 5月 8日 (土).......エクササイズボール

お友達の結婚式の引き出物としていただいた『エクササイズボール』
引っ張り出してきて遊んでました。
やる場所がないので、２階でやってましたが、「ウッキー、ママは御用があるから一人で遊ん
でね」って言うと「ダメ！」っていうくせに、「次はママに貸して」って言うと「じゃあ、マ
マは遊んでてね」とさっさと階下に降りていってしまいました・・・・ママ淋しい・・

No(383)

りさ > いいなぁ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～   ..2004/05/16(Sun) 16:44 (389)

■…2004年 5月 9日 (日).......母の日

保育園で作った母の日のプレゼント。
「ママありがとう」って言ってくれました。

No(384)

■…2004年 5月11日 (火).......ウッキーの大事なあかちゃん

ばぁばにもらったらしいの。ウッキーの大事なあかちゃんらしいよ。
もう、すんごいかわいがりようでした。名前は「リョク」
「ママァ、リョクが淋しいって言ってるよ。パパとママがいないからだって」とか言ったり、
ご飯も用意したり（実際用意したのは私だが・・）
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お買い物に行ったのね。さすがに中には連れて行かなかったんだけど、靴のコーナーに寝そべ
って「ここでリョクと遊びたぃぃぃぃ」とちょっとごねたりしたよ。。。

リョクは「お茶犬」なんだけど、なんだかお茶のおまけについてるらしく、「リョクのパパと
ママにする」とそのおまけつきのペットボトルを２本買わされました。

なんだかすごく嬉しかったみたいで、それはいいんだけど、人前で「ママ、大事な赤ちゃんあ
りがとう」とか言うのはやめましょうね。誤解されるから。ママのは自腹だから・・・

No(385)

■…2004年 5月13日 (木).......顔ちっちゃ！

ピアノの生徒さんなんだけど、ウッキーと遊んでくれるの。時々。
ウッキーにはお兄ちゃんみたいで嬉しいんだね。
二人並んでゲームをしてるんだけど・・・
「こうちゃん顔ちっちゃ！」と思って撮ってみました。
ウッキーも顔ちっちゃいけど、こうちゃんちっちゃい。

No(386)

■…2004年 5月15日 (土).......新緑が・・・・

新緑の季節となりました。
今年は私・・・・新緑が・・・・ダメなんです。
全部が全部ダメなわけじゃないです。新緑アレルギーでもないです。
数日前いきなりダメになりました。
きっかけはーーーーーーーーーー
車のライトに照らされた近くの道路の植え込み小さな葉っぱがブツブツに見えてしまいまし
た。新緑だから妙に光ってるし・・・（写真撮ろうと試みたけど・・）
何年も何年も毎日通っているところなのに・・・なぜ今年気付いてしまったのか・・・書いて
いる今もちょっと鳥肌が・・・ブツブツ嫌いの方に一度お見せしたい。（見たくないよね）

No(387)

kayoon > これに書いてあるのだけがダメなんです。大きい葉っぱとかは大丈夫だ
よ   ..2004/05/15(Sat) 22:13 (388)
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■…2004年 5月17日 (月).......ウッキーの忙しい日。

毎朝ウッキーが保育園に行くとＲちゃんＴちゃんが駆けて出てきてくれる。嬉しいねぇ。
で、月曜日はあちらのお母さんがお仕事がお休みなので、ウッキーは遊びに行かせて頂く事が
よくある。
月曜日の朝は「今日は遊びに行ってもいい？いい？」とうるさい。
今日はＲちゃんＴちゃんの方から「今日は遊べるぞぉ！」と言われて、断るわけないじゃな
い？ウッキーは遊びたくてウズウズしてるんだから。。
お母さんに電話しなきゃ・・と思っているとメールが来た。
仕事の前に送っていかないといけないから、お迎えに行くことに。ＲちゃんＴちゃんも一緒に
乗せて帰ることに。
家に到着したら、もう、ママなんてどうでもいいのよね。ちょっと淋しい・・
全然ママの事なんて見向きもしないで遊んでいるもの。
よろしくお願いします。ということで私はお仕事へ・・・
帰りは送ってもらうの。いいねぇ、ウッキー。（いつもすいません）
帰ったらすぐ今度はりさっぴの家へ。
私の仕事が終わったら、りさっぴの家にお迎えに行きます。
ウッキーお友達のうちのはしごだよ。

「今日は楽しかった？」って聞いたら「うん！」って。とっても嬉しそうに言ってました。
ね。

No(390)

■…2004年 5月21日 (金).......マック

また、まとめて書くと怒られちゃうんだけどさ・・・
明日は遠足だというのにマックに行きたいとウッキー。
お目当てはハッピーセットのおもちゃ。「クラッシュギアニトロ」
私的には「今更クラッシュギア～？」と思っていたんだけど、ウッキー非常に燃えています。

・・・というか、ウッキーは何でも揃えるのがお好き。しかも書いてある順番に。。
揃えたいもののパッケージに番号やアルファベットが付いていたらその順番通りに買いたいら
しいよ。付いてなかったら左上のものから。
もっと小さい時に順番通りに買えなかった事があってね、もう、怒って怒って・・こっちも最
初はなだめてたけどそのうちキレちゃって「そんなんじゃ買うんじゃなーーーーい！！」とい
ったこともあったわねぇ。。。最近は少し大人になったのか番号順じゃなくても「次あったら
これ（空いた番号のところ）買う」と言ったりしています。。。。。買わなくていいです。マ
マは大変です。
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さて、このクラッシュギアウッキーはウッキー独自のルールでパパとバトルをしておりまし
た。
用意するもの：マックのクラッシュギア　スーパーボール２個
遊　び　方　：クラッシュギアを向かい合わせにおきます。
　　　　　　　スーパーボールをその前に置き、決め台詞（あー忘れちゃったよ・・ダメじゃ
ん）を言いながら、スーパーボールを相手のクラッシュギアに転がして当てます。以上。
・・・・・・・・・・クラッシュギアは走らせないのかい？
謎でしょ？
でも、本人すっごい楽しそうだったわよ。

No(391)

■…2004年 5月22日 (土).......遠足

遠足はディズニーランドでした。
朝も早くてどうしようかと思ったけど、ウッキー頑張って起きました。
６：３０に起こすと「ウッキー早く起きた！」とガッツポーズ。
寒かったね。寒かったよ。前の日暑かったからそんな感じの用意しかしてなかったらすっごく
寒かった。ウッキーにはとりあえず上着を着せたけど、下は短パン。寒かったかなぁ・・・

何しろ保育園の遠足ですから、１０時ごろ着いて４時には出発なので、あんまりアトラクショ
ンには乗れない・・
でも、トゥーンタウンの中の小さなジェットコースターと、ジャングルクルーズとアリスのテ
ィーパーティーとミッキーマウスレビューは入った。
待ち時間２０～２５分のものを選んで乗ってきました。
個人的には「プーさんのハニーハント」と「トイストーリー」の新しく出来たやつ（バズライ
トイイヤーのアストロブラスター）に乗りたかったんだけど、プーさんは最初に見に行ったら
１４０分待ちだったから諦めたさ。ファーストパスも１７：３０と１８：３０だったよ。も
う、帰ってるよその時間じゃ・・

ジェットコースターは並んでる間中「怖いからヤダ」とか言ってたくせに乗り終わったら「あ
ー楽しかった！」・・・って顔がこわばってたけど？この分じゃ、まだ、スプラッシュマウン
テンやスペースマウンテンなんかはムリかなぁ。。
ジャングルクルーズはお気に入りみたかったよ。帰り際もう一回乗るんだとダダをこねたほ
ど・・
アリスの・・はウッキー２度目なんだけど（４年前に乗ってる。大泣き）今回は泣かなかった
ね。あんまり早くまわすと「だめー！！」ってうるさかったけど。
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ミッキーマウスレビューも４年前に入ってるけど、今回は楽しそうに見てました。いろんな反
応が見られて、まぁ、入ってよかったなぁと思いましたね。

途中から雨も降ってきちゃってね。大降りではないんだけどとにかく寒かったし。あと１５分
あったらスターツアーズに入れたのにな・・待ち時間が書いてなくてさー！待ち時間探してる
間に雨降ってきたせいで（？）列がながーくなっちゃたのよね。（ちょうどパレード中止決定
の後だったからかもね。）
集合時間ギリギリだったから諦めたよ。その時間でちょっとお腹を満たしてからバスに乗れた
けど。お買い物も出来たし。

でも、楽しかったね。なんだかウッキー、ディズニーランド大好きになっちゃたみたいで夏と
クリスマスに来たいらしい。
次に来る時はプーさんに乗るぞ！

後でどこかに写真はアップしましょ。
No(392)

■…2004年 5月23日 (日).......ピアノの展示会

友人とともにピアノの展示会に行ってきました。
といっても私は買うわけではないのですが・・・

会場ではお店の方が付いてきて説明とかしてくださるのですが、私と友人Ｍ一家とその友人Ｏ
と行ったのですが、それぞれ自由に見てまわるので困っていたのではないでしょう
か・・・？？

一応私が先生なのですが、お店の方はＯさんを先生だと思っていたらしいです。私子連れだっ
たしな・・・

No(393)

■…2004年 5月24日 (月).......本当に忘れてた・・・

久々にいいお天気で、最近バザーの準備や遠足でバタバタしていて、雨が続くと体調がよくな
いせいもあって、昨晩からの天気予報で「今日はお洗濯だけして、疲れてるからゆっくりしよ
う」と思っていたの。
で、もうそのつもりでウッキーを保育園に送って行き、帰ってきて傘を干そうと広げている時
に「あ！今日は病院の日だ！」・・・思い出した！！
私がかかっているわけじゃないよ。月に１・２回親を乗せていくの。
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いつもは１０時前には迎えに行くのに、今日は保育園のお母さんと立ち話までしてまもなく１
０時だし、化粧も何もしていないし、洗濯機には脱水して干してなくて何日目？って言う洗濯
物が入っているし・・あ～！もう、今日こそは干せると思ったのにぃ！とかバタバタ考えなが
ら着替て家を出ました。

忙しいのはヤダヤダ。

２時前に帰ってきて、家に戻って洗濯機を回し、洗濯物を干し、タオル類は実家の乾燥機を借
りることとして、食器を洗い、仕事へＧＯ！

・・・なんだやれば出来るじゃん。とか思っちゃった。
でも、気持ちが疲れた～

No(394)

■…2004年 5月28日 (金).......ぱっか寿司

今日は、回る寿司を食べに行きました。
本当は近所のＫ潮に行きたかったんだけど、ウッキーがイヤだって言うの。
理由は「お兄ちゃんが笑うから」
以前も書いたけどね。ウッキーは笑いかけられてるのを笑われてると思っているらしいんだ
な。違うのにね。きっと子供好きなだけなのにね。
・・・・・ということで、ちょっと車で１０分くらいの「○っぱ寿司」へ。
なんだか大きくなってから行った事ないんだけど・・・・まぁ、一度くらいいいかな？と思っ
て行きました。
初めてなので、勝手が分からない。
なんだかレーンに流れているのはケーキやプリンばっかりでお寿司は回ってない・・・
インターホンのところに「注文は一度に３品まででお願いします」とな。
ケッ！めんどくさっ！
しかも、一度注文したものが出てくるまで追加注文はしちゃいけないんだよ。
だったらもっと寿司回せよ！
ひどいでしょ？
ひどいよね。
まぁ、せっかく来たんだからとぐっとこらえていましたが。
「あ！マグロが来る」と思っても、私たちの前に来るまでにきれいになくなってるしな・・・
回転寿司の宿命か・・それなのに注文させてくれないんだよ。
本社に言ってやろうか・・・・
一番不満だったのはご飯がなんだか硬いところがあってさ。生炊き？硬めに炊いたご飯という
より、水を吸ってふやけたお米って感じ？なのがいくつかあった。
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いいのか？かっ○寿司
お会計のお姉さんも無言でレジ打ち出すし・・「伝票失礼します」とか、その前に一度レジか
ら離れているんだから「お待たせしました」とか言えないのか！チェーン店のくせに！
多分もう行かないな。絶対とは言わないけど・・

No(395)

■…2004年 5月29日 (土).......パパと一日

今日はママはお仕事（いつもだけどね）、久しぶりにパパもいたので、ウッキーはパパと
一日遊んでいました。
昨日いきなり「むさしの村に行きたい」と言い出した。
「白いお砂があるんだよね。」・・・・あったっけ？ん？それって・・もしかして・・・・ネ
ーブルパーク？
で、今日行ったのよ。パパと。私の思ったとおり。ネーブルパークでよかったみたい。
すっごく楽しそうだったみたい。（写真はやっくんが送ってくれたの）
お昼は合流して食べました。
午後から私はまたお仕事。ウッキーはパパと木を切ったりしたらしい・・・でも、ミミズが怖
くて足がすくんで動けなかったらしいよ。。

No(396)

kayoon > 写真・・・デカっ！   ..2004/05/31(Mon) 21:46 (397)

■…2004年 5月30日 (日).......暑かったらしいね。

今日は暑かったらしいね。
私は一歩も外に出なかったの。でも、ベランダには出たよ。
洗濯機を４回回して、靴を５足洗って、バザーの縫い物をやってたら一日が終わった・・・・
ウッキーは文句も言わず一日私と家の中にいてくれました。ゲーム三昧だったな。

私の住んでいるここら辺は暑いのよ。
きっと３２度くらいはあったでしょう。うへぇー！夏は暑いかなぁ・・・あんまり暑いのはや
だな。

５日がバザーなのでその日が晴れてくれればいいな（祈）。

No(398)
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■…2004年 5月30日 (日).......びっくり！！！！！！

ずーっとずーっとウッキーの片方の耳の中に何か見えていたの。でも、なかなか取れなくて、
あんまり奥は怖くて出来ないからいつも諦めていたのね。嫌がるし。
そうしたら昨夜。お風呂上がって耳を見てみたらすごい近くに見えたの。今だ！と思って耳か
きをしたんだけど・・なんだか戻っちゃったのよ。
そうしたら今日ウッキーが急に「ママぁ、ウッキー耳からハナクソが出てきた」って言うじゃ
なーい！
「ハナクソぉ？・・・・・！！」きっと昨日出てきたのに違いないと思ったね。
で、ウッキーに「それはどうした？」って聞いたら
「また耳の中に戻した」・・・・戻すな～～～！！！
ちょっと見せてごらん！と見せてもらって、昨日の事があったのでピンセットを用意しておい
たの。それを持って耳の中の物体をつまみだした・・・・・

すんごいびっくりよ！ホントよ。見たらびっくりするよ。みんな。あんまりすごい
んで写真に撮って載せようかと思ったけど見て気持ちいいものでもないのでやめました。で
も、ティッシュに包んで夜パパが帰ってきたら見せましたけどね。あんまり大きい物体だった
ので、現物を持っていって耳鼻科の先生に見せに行こうと考えたくらい。
耳栓のように穴にすっぽりと入っていた・・・というより詰っていたって感じ？なので、さぞ
すっきりしたんじゃないかな？今までよく平気でいたよね。
だって、本当に本当に大きかったよ。耳掻きの先より大きかったね。普通の綿棒の先くらいあ
ったかも・・・
聴こえも悪かったと思うんだよねぇ・・
まぁ、取れて私もすっきり。ウッキーもすっきりしたに違いない！
でも、なんだ・・あれ・・・・？？？（まだ取ってあったりする）

No(400)

■…2004年 5月31日 (月).......ちょっと贅沢・・・？？

今日はお友達とランチした。
きっかけは朝保育園の前での立ち話で「最近ものすごく、濃厚なチーズケーキが食べたいの
よ」と言ったから（私がね）。
近くのイタリアンでも食べに行こうということだったんだけど（そこのレアチーズケーキがお
いしいのよ！）月曜定休。。しゅーん。。。
で、私は行ったことのないやっぱりイタリアンのお店に行こうと・・・ガーン、やっぱり定
休。
で、タウン誌を持ち出しちょっと遠いけどイタリアンのお店を探したので、そこに行ったの。
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もち、初めて。
お水の変わりに最初からアールグレイティーが出てくるの。（ランチメニューの「アールグレ
イティー付き」っていうのがこれだね。。と思いながら・・）
でもさぁ、私はアールグレイティー好きなんだけど、嫌いな人もいるよねぇ？
で、デザートはっと・・レアチーズはなかったの。
近くにおいしいコーヒーやさんがあると言う。そこのレアチーズもおいしいらしい・・・とい
うのでそこへ。
ランチではしごだよ！ちょっと贅沢ぅ。
そこは何年か前・・・・かなーり前に一度いった事があるんだけど、しばらくぶりに行って正
直まだやってたんだねぇとちょっとホッとした。
でもね、でもね、レアチーズケーキは今日はなかったの・・・・ぐすん。
ま、今日はチーズケーキに縁がなかったということで。
でも、おいしいカフェオレを飲めました。
また来よう。今度来る時はレアチーズケーキがあるといいなぁ。

No(399)

■…2004年 6月 2日 (水).......激痛

夜いきなり、わき腹？に激痛が！！
息をするのも痛い。
内臓？いうよりは表面の方。
肋骨？
痛い。。。病院？・・・ダンナ酒飲んじゃってるから行くなら救急車だな！
痛いよぉ・・・
えーい！寝てしまえ～
・・・・・って感じでこの日は寝ました。
寝ても痛いんだな。。。。

明日からバザーの準備で病院行くヒマもないよぉ。。って感じでした。
No(401)

■…2004年 6月 3日 (木).......肋間神経痛！？

昨日の痛みはまだ続いていたんだけど、何とか起き出して、保育園に行きました。
そこで、以前肋骨にひびが・・とか言ってたお母さんがいたのでちょっと捕まえて聞いてみ
た。
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そうしたら肋骨にひびが入ってたんじゃなくて、肋間神経痛だったんだって。
症状を聞いてみるとソックリ同じ。
じゃあ、私もそうかなぁ・・・
「病院行っても湿布しかくれないのよ」
って言うからわたしも湿布してみようっと。
本当ならコルセットで固定するといいらしい。
出産の時使ったウエストニッパー（？）があったなぁ・・・と思ったけどどこにあるか見つか
らなかったので、湿布だけしてみました。

・・・・・・・・・・・効いてるかも！

昨日できなかったミシンもやる事が出来ました。（バザーに出すので作らなければいけない
の・・）

No(402)

■…2004年 6月 5日 (土).......バザー！！

やっとバザーが終わりました。
実に後援会の会長をやるって決まった時からプレッシャーでした。
あー！終わってよかった。
人を使う（？）っていうか、人の上にたってまとめるっていうのは向いてないよ。私。
今の仕事はもう、私の好きなようにやればいいからそんなにストレスは・・・ないこともない
か・・・
保育園のお母さんたちの顔も名前もよくわからないのに、仕切るなんて・・・
ハプニングはつきものなので、多少バタバタするのはしょうがない。
でも、お天気だったし、まぁ終わってよかったなっと。
まだ、来週はゴミ出しをしないといけない。
アンケート資料も作らないと。
・・・・まだまだかも・・・
とりあえず終わってよかった良かった。

No(403)

kayoon > 写真は仲良しの匠くんと   ..2004/06/06(Sun) 16:13 (404)

■…2004年 6月 6日 (日).......激痛が・・・

ここ３日間。私を苦しめていた激痛が・・・バザーが終わったらすっかり引いちゃったわ。や
っぱり精神的なもの？？
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今日は寝かせてもらいました。
パパは出かけちゃったんだけど、ウッキーに許可を得てお昼寝をさせてもらいました。
私が寝ている間私の隣でゲームをしてたみたい。
飽きたのか、起こされた。
でも、１時間くらいは寝せてもらえたわ～ありがとう。

２日前くらいに買ったポケモンの砂絵。日曜日にやる約束で毎日「日曜日になったら砂絵やっ
ていいんだよねぇ」と我慢していたので、今日ちゃんとやりましたよ。
ほとんどママがやったけどね。
ウッキー砂絵好きなんだよねぇ。。

さてさて、明日からまた頑張りましょう。。
・・・・・これから書類作りよ。

No(405)

■…2004年 6月11日 (金).......マンガ月間なの

今月は毎週金曜日にマンガが発売されるので、ちょっとマンガ月間。
４日にはワンピース。今日はのだめカンタービレ、来週は金色のガッシュベル
どれもコミックスでしか読んでないので、続きが気になるぅぅぅぅぅ！！
ワンピースはアニメが追いついてしまうんじゃないかと勝手に心配したりもする。（私以外に
も心配する声はあるらしいけどね。余計な心配だよ。）
のだめはいいねぇ。皆さんもぜひご一読くださいな。

No(407)

■…2004年 6月13日 (日).......またしても・・・

一歩も外に出ない一日でした。
ウッキーには「お散歩行こう！」とか誘いをかけたのに「ヤダ！」と言われてしまってね。
・・・・まぁ、私も日曜日が休みがないからその日にたまった洗濯物をやってしまわなければ
次の週がすごい事になってしまうんだけどね。
あ！今日は町内の清掃の日だったからそれはいったわよぉ。
ウッキーはなぜだか本当になぜだか草取りが大好き。
朝、「ウッキー草取りの時間だよ」って言ったらシュタッ！て起きたもの。。普段の日にこれ
くらい起きてくださいよ。
ちゃんとウッキー用の軍手をして草取りに行きました。
いつもは皆さん早いのに今日は２番だったよ。班長さんの次だった。
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一週間は早いねぇ。
先週も結局保育園で書類作ったりいろいろ忙しかったから・・・あ～でも、火曜日にはバザー
のアンケートが帰ってくるから集計しなきゃ。。ひーん！
そしたら次の週はお泊り保育でしょ？８月の頭には夕涼み会があるから７月末からその準備で
しょ？ふー・・忙しいんじゃん！

No(406)

■…2004年 6月13日 (日).......スパッツマン

ウッキーねぇ。。スパッツ好きみたいなの。。
写真がないのが残念だわ。撮っておけばよかったよ。
小さいころは私がラクなのでよくはかせていたんだけど、男の子だし、年長さんだし、はかな
いだろうと思っていたの。実際去年ははいてないしね。
何で家にスパッツがあるかと言いますと、２月にあった保育園の発表会で衣装としてスパッツ
を用意しなければいけなかったのよ。で、「え～？はかないのにぃ」といいながらも買ったの
よ。だからあるんです。
自分で着替えを選んだらなぜかスパッツなのよね。
前もそんな事があったよね。
ウッキーは「スパッツ大好き」なんだそうな・・・ちょっと泣けるのは気のせいかしら？
いいんだけどさぁ・・・・いいんだけどねぇ・・・

No(408)

■…2004年 6月14日 (月).......(T T)

仕事が終わって近くのスーパーに行った。
車を降りたらウッキーが「♪かーえーるーのーうーたーがー・・・♪」と歌いだした。
『いきなり歌いだしてどうしたの？』って聞いたらね。
「歌ってママを元気にしてあげるの。今ママ元気なかったでしょ？」っていうのよぉ。。。。
。。ダー(TOT)
別に元気がなかったわけではないんだけどね。
うぅっ！その気持ちが嬉しすぎますぅ。
ママなんていっつもウッキーのこと怒ったりおっきな声出しちゃったりしてるのに・・・ウッ
キーはママの事思ってくれているんだねぇ・・・ダー(TOT)
ママ反省。
ママもウッキーもいつもニコニコ仲良しでいたいよね。
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話は変わって。
信じられない言葉を見つけたよ。
１０代の子は別に変と感じないかもしれないけど・・・
「かきあらわせれない」
漢字で書くと「書き表せれない」か。
なんか一文字多くない？または少なくない？
・・・というか何？これ・・
大塚愛の「サクランボ」（ひらがなだっけ？）の中にあるんだけどね。
音数に合わなかったから無理につけたのかな？
うーん・・・・？？？？？
それにしても変な言葉だよねぇ。ねぇ？

No(409)

■…2004年 6月18日 (金).......父の日

今度の日曜日が父の日ですが、ちょっと早く我が家には父の日が来ました。
私からはめざましテレビのお天気お姉さんの高樹千佳子ちゃんのフォトブック。ウチのダンナ
千佳ちゃんのすごいファンでね。朝、「千佳ちゃん出るよ～」って言うと階段を駆け下りてく
るくらい。（今はそうでもないかな？）
正座して見てたりね。。まぁ、いいけど。
ウッキーからは保育園で作った一応ウォールポケットになってるみたい。「パパのお部屋には
扇風機を置いてあげた」だそうです。（右側に描いてあるらしい）パパ暑がりだからね。寒が
りだけど。

No(410)

■…2004年 6月19日 (土).......ハル君

今日は土浦に住む、大学の後輩の家に夜行った。私の仕事が７時までだったから、それか
ら出かけて、９時ごろ向こうに着きました。ゴメンナサイね。遅くに。
で、１歳のハル君と念願のご対面。かわいい～！！
でも、あんまり「かわいい」を連発するとウッキーに怒られちゃうから。
ウッキーも初めて「おにいちゃん」なーんて言ってもらえてちょぅっとテレ気味で訳分からな
い行動をしていましたが・・・なんせウッキーさん超マイペースなもので・・・
ウッキー着く前に「ハル君は小さいからまだジャンプとか出来ないから教えてあげるんだー」
とか言っていました。ウッキーがジャンプすると「ピョン」とか言いながらハル君もジャンプ



2013/04/28 13:06♪　DIARY　♪

210/215 ページfile:///Users/yatz/Dropbox/Public/yatzwebのDATA/tackynote.htm

して見せるんですよ。。。全然ジャンプじゃないけど。やっぱり子供は子供同士がいいんだよ
ね。ウッキーのやることを次々まねするハル君。かわいいわぁ。。
ウッキーもこんな頃があったんだよね。
小さい子はかわいいわ～。あのプニプニ感・・・赤ちゃん欲しくなっちゃうねぇ。。。

No(411)

■…2004年 6月20日 (日).......ガーデニング

今日は、保育園のママ友の子がピアノの発表会だったのでちょっとだけ見に行った。発表会と
いえばお花でしょ！ということでお花を買っていった。でも、大きいと帰って気を使わせるの
で、小さいものをね。
で、今日は時間もなかったので、初めてのお花屋さんに行ってみた。
そこで、ウッキー「これは何？」「アジサイだー！アジサイだけど『パリ』って書いてある
よ」とおはしゃぎ。
お花屋さんにも「お花好きなのね～！？」と言われました。
黄色いゆりをみて「ママー、これプチトマトの花に似てるよぉ」・・・プチトマトの花っ
て・・ママ、知らないさぁ。テキトウに「へぇ～そうなんだぁ」とか言ってたら、お花屋さん
が「小さい花何ですけどね。こんな感じの黄色い花ですよ」って・・・・ウッキー物知りじゃ
ーん！！

夕方、ウッキーとグラジオラスの球根を植えて、日々草、オジギソウ、ホウセンカ、ぽんぽん
百日草（？）の種まきをしました。
春に続いてウッキーのガーデニングは夏も続きそうです。。。

No(412)

■…2004年 6月24日 (木).......ウッキーやけどする。

明日お泊り保育だと言うのにウッキーやけどしちゃったよ。
やけどしたのは昨日かな？
炊きたてのご飯を運んでたら転んじゃったんだよね。で、手にほかほかのご飯がベターっと付
いちゃってね。「熱いー熱いー」と泣いてました。急いで水で冷やしたんだけど、冷やしたり
なかったんだな。やけどに塗る薬もなかったのでそのままにしちゃったから・・・
ここだけ水ぶくれになっちゃった。つぶしたいんだけどつぶしちゃダメだって言うの。ウッキ
ーが。

No(413)
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■…2004年 6月25日 (金).......お泊り保育

今日はウッキーお泊り保育。
なんだかちょっと寂しいよ。
こんな感じは・・・そうねぇ。ウッキーが保育園入ってお買い物に一人で行った時いつもつな
いでたちっちゃい手がなくってちょっと寂しかったのに似てるな。そん時以来だ。
ウッキーはお友達の家にも、親戚もちろん実家にも一人でお泊まりした事がない。だから実は
とぉっても心配だったの。１ヶ月前くらいは「行きたくない」とか言ってたしね。
そんな心配は無用だったみたい。朝は７時くらいからリュックを背負って「早く行こう！」っ
てうるさいくらいだったから。

私は役員さんなので、お泊り保育のお手伝いに行くのだ。
カレーを作るお手伝い＋写真を撮ったりするの。
カレーはほとんど手伝わなくて良かったけど、ウッキーピーラーで指切っちゃったんだ～。自
分の子供の班には入らないんだよ。お手伝いは。
私の行った班はみんな眠そうだった。・・・夜眠らないと困るのでお昼寝はさせなかったんだ
って。ウッキーは普段から寝ないからいいけど、お昼寝を欠かさない子にとっては辛かっただ
ろうに・・・

まぁ、私はお泊りはしなかったのでキャンプファイアー（小雨の中やったの）を見て帰ってき
ました。
で、やっくんが一人で飲んでるところに合流。
ウッキーが生まれて初めて（？）二人で外で飲みました。

No(414)

■…2004年 6月26日 (土).......タフな子供

ウッキー帰ってきました。
ぐずることもなく、ぐっすり眠ったようで、元気に帰ってきましたよ。
で、家についてちょっと休んで、私は仕事なので出かけようとするとウッキーも行くって言う
から一緒に。途中お腹空いたとパパに「デニーズ行きたい」とメールをして（ウッキーがした
んだよ）４時前に３人でデニーズに行って超遅いお昼を食べて、そこからウッキーはパパと
「打ちっぱなしに行きたい」と私とは別行動に。私はお仕事だからさ。
で、すぐに行ったはずなのに、６時くらいに「今から行くから」のメールが・・？？？
７時過ぎに家に帰って見たら「！」
しまじろうが届いたらしく、今月号は紙を作るセットが入っててそれを作っていたらしい。。
パパはゴルフのパンツを洗濯してたのかな？
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まぁ、９時ごろ帰ってきてご飯を食べて・・・寝たのはやっぱり１１時過ぎ。
ウッキーは今日６時起きだったんだよね。。。
疲れているからゆっくり休んでくださいって書いてあったのに・・・

No(415)

■…2004年 6月30日 (水).......しょうたくんちにて

翔太くん（きみやん）ちに行った。
正確には午前中私が行って、午後からウッキーがお迎えに来てもらって行った。
で、私は７時半ごろ迎えに行ったの。
結局９時過ぎまで居させてもらったんだけどね。
夜花火をしたの。
きみやんのお家は新築できれい。お庭もバーベキューコンロ（っていうの？）があったり、芝
生のところはパパさんがパターを出来るようになってたり、とっても凝った造りになってい
る。いいねぇ。
そう。花火。ウチじゃぁめんどくさくてなかなかやってあげないけど、今年初めての花火だっ
たしよかったね。

No(416)

■…2004年 7月 7日 (水).......結婚記念日

今日は結婚記念日です。
本当はステーキやさんに行くはずだったんだけど、水曜日は定休日なんだって。で、結局カラ
オケにしたの。
ウッキーなぜかパパとデュエット中。しかも洋楽ばかり。
一人で歌うのは今日は「やだもーん」とか言って一曲しか歌わなかったけど、パパとの時はノ
リノリで歌ってました。

No(417)

■…2004年 7月12日 (月).......ムシキング

最近ウッキーたち保育園の流行はムシキング。
だいぶ前からあったのは知っていたんだけど、ウッキーはやってなかったのね。
それがさ、仲良しのお友達がやりだしたんじゃないの？季節も夏だし。。



2013/04/28 13:06♪　DIARY　♪

213/215 ページfile:///Users/yatz/Dropbox/Public/yatzwebのDATA/tackynote.htm

ムシキングとは・・・・
１００円入れてやるゲームで、一回やるとカードが一枚出てくるのね。で、そのカードにバー
コードが付いていてそれをゲーム機にスキャンして強くするのよ。虫カードとわざカードがあ
るの。でも、出てくるのは１枚だから・・
で、基本的にジャンケン（ボタンがあってね）をして勝つと技が出せるのよ。
じゃんけんに勝ちさえすれば、弱い虫やわざでも、勝てるってわけよね。
その出てくるカード！
これがまたレアカードとかあってね。ヤフオクで１枚３０００円以上。２枚で１００００円以
上とかで出てるのよ。ヒー！！

先週やり始めて、ほとんど毎日、サティにムシキングをやるためだけに通ってるのよ。いい加
減にしようよ。一回行って３回やって３００円。一ヶ月行ったら９０００円になっちゃうじゃ
ん！！ウッキー！
そのうち熱も冷めるだろう・・・・と願っているよ。本当に。

No(418)

■…2004年 7月13日 (火).......お誕生会

今日はウッキーの保育園の６月・７月生まれのお誕生会でした。
実は昨日・・ウッキーにとっては「超最悪」だった事があったみたいで・・・それはね。
「○○○○（名前）です。６歳になりました。」ってみんな言うんだけど、ウッキーは誕生日が
１７日だから本人まだ５歳なのにぃって思ったんじゃない？練習で「ウッキーです。５歳にな
りました。」て言ったらしいの。そしたら、みんなに笑われちゃったんだって。で、「超最悪
だったよ」ってずっと言っててね。朝の車の中でも言ってたの。だから車の中で練習もして行
ったのよ。

本番・・・ちゃんと言えたよ！！大丈夫でした。
それより何より、メロディオン演奏が心配だったのよね。
思い起こせば２年前・・・初めてお誕生回に行った時、年長さんがみんな上手にメロディオン
を弾いているのを見て「すごーい！！」って思ったのよね。その年にウッキーもなったんだな
ぁ・・・と思うと泣けちゃうじゃない？
先週の時点で本人も不安はあったらしいのよね。でも、昨日は「ひけた！」って言ってたから
ね。
心配だったけど、上手に弾けて「成長したのね。」と感激してました。・・・まぁ・・ウッキ
ー途中で口の差込のところが取れちゃって一人直していたけどね。。
楽しい誕生会でした。

No(419)
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■…2004年 8月 3日 (火).......うーん・・・・

ちょっとしばらくネットは出来ないかも。。
って、７月もほとんど日記を書けずにいたんだけどさ。
忙しいのとなんだかちょっとで・・・

すいません。
No(420)

■…2004年 9月15日 (水).......実は・・・

ご存知の方もいるかと思いますが、先月１７日より入院してました。
手術もしました。
とりあえず、今日退院してまいりましたので。。。。

また来月検査入院しないとなんだけどね・・・・・
No(421)

■…2004年10月11日 (月).......運動会

本当は９日だった運動会が延び延びになって今日になりました。
私は後援会会長のくせに、病人なものだから、準備から何からほとんど参加をしてなく
て・・・本当は率先してやらなきゃいけないのにね。ホント他の役員の方々に感謝です。
ウッキーは保育園最後の運動会お遊戯の「浪速いろは節」が相当お気に入りでＣＤを借りてき
て、車の中でも練習してました。
スーパーの中でいきなり踊りだしたりするのはちょっと困ったけどね。
年長さんは結構たくさん出ました。
かけっこ、玉入れ、お遊戯、親子競技、組み体操、後はお昼の体操と最後の親子踊り。

雨だったせいもあって、ちょっとかわいそうではあったけどね。すごーく降ったり、止んだ
り・・・・すごーく降った時に当った年少さんのお遊戯なんかはほんとビショビショでかわい
そうでした。「やむまで待ってあげればいいのに・・・」と母と文句を言いながら見てまし
た。

本当でしたら、私、観客席になんていられないんですよ。毎年役員だったから初めてです。観
客席で見たのは。今年は身体の事情が事情なので皆さんに「座ってなさい！」と言われて座っ
てました。
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でも、開会式の「後援会長挨拶」だけはちゃんとやりました。（紙を見ながらね・・・へへ
へ・・・見ないで言えるとかっこいいんだけどねぇ。。挨拶とか人前でしゃべるのは苦手な
の・・）

競技の中の、親子競技は「聖火リレー」なんだか赤いボールを聖火に例えて台の上に乗せてそ
れを持って走るんですよ。子供⇒親⇒子供・・・・って。今回は私、一切競技に参加できない
ので、本当ならパパが走るはずだったんだけどさ、延期になったせいでお仕事になっちゃっ
て・・・急遽、義姉（京子さん）にお願いしました。ありがとうございました。
最後のお遊戯は洋子（母）に頼みました。ばあばの踊りが見られるなんてめったにないか
ら・・・フフ

見に来てくれたＭ、理沙とお友達のおっきいちーちゃん。うちのじいじ、ばあば、京子さん、
ちーちゃん・・どうもありがとう。

ウッキーはとっても楽しかったって言っていました。
No(423)

■…2004年10月12日 (火).......おうちはいいよ

入退院を繰り返してはいますが、１１月からは通院だけでよくなることを期待しますよ。
体調は悪くはないっすよ。
お医者さんから見たら治したいところがたくさんあるんでしょうけどね。

すばしこくは動けないけどおうちはいいよ
No(422)


