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2006年から書き続けたブログの一部を整理したものです。これ以外の記事は国分芳宏の

ブログをごらんください。 

ブログ http://kokublog.asablo.jp/blog 

株式会社言語工学研究所は 2015年 6月に解散しました。現在は mecabの辞書を用いて構

文解析プログラムの開発を続けていきます。結果は HPに反映させていきます。 

ホームページ http://www.asahi-net.or.jp/~wd2y-kkb/ 

 

４回目のコロナワクチン ―2022年 07月 27日 11:16 

もういつ死んでもいいといっているのに、昨日午前に４回目のコロナワクチンを打ってき

ました。 

そのためか、午後は居眠りばかりしていました。 

 

🌸コロナの予防接種 ―2022年 02月 13日 14:08 

３回目のコロナの予防接種をすませました。 

１０時前に終わったので、昼飯を済ませようと築地に寄りました。きょうはコロナ対策の

せいか日曜日のせいかほとんどの店が閉まっていました。 

いつも通りご飯の換わりお酒を飲もうとしたのですが、コロナ対策と言うことでお酒は出

さないという店ばかりでした。 

一軒飲める店を見つけて飲んできました。予防接種の時に「今日はお酒を飲まないように」

と言われたのを思い出してビールにしてお酒は飲みませんでした。 

 

🌸また高尾山 ―2022年 01月 20日 08:25 

昨日はまた高尾登山をしてきました。毎回今生最後と思いながらよろよろと登ってきまし

た。 

減量するのが目的だったのですが、麓で高尾温泉に入って特大生ビールが最高でした。 

富士山は曇っていました。 

http://kokublog.asablo.jp/blog
http://www.asahi-net.or.jp/~wd2y-kkb/
http://kokublog.asablo.jp/blog/2022/07/27/9512481
http://kokublog.asablo.jp/blog/2022/02/13/9463857
http://kokublog.asablo.jp/blog/2022/01/20/9457499
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🌸ふらつき ―2022 年 01月 04日 14:12 

昔は、よほど飲み過ぎない限りふらつくことはなかったのですが、最近はしらふでもふら

ふらしています。 

 

🌸二年ぶりの忘年会 ―2021年 12月 14日 08:29 

今夜は二年ぶりの忘年会です。お酒は毎日飲んでいるけれど何か楽しみな晩です。 

あまり飲み過ぎないようにと思っているのですが、どうなることやら。 

 

🌸ど根性ニチニチソウ ―2021 年 09月 07日 14:15 

 

我が家の塀のどぶ板の隙間に咲きました。種がこぼれたのでしょう。 

 

🌸フェイスブック ―2021 年 08月 25日 09:40 

 フェイスブックでの話は続いていますが、フェイスブック以外の人との交流はなくなっ

てしまっています。 

 昔のブログを見ると時々面白い話があるのですが最近はつまらない話ばかりです。 

 やはり付き合いがないと面白い話が出てこないようです。 

http://kokublog.asablo.jp/blog/2022/01/04/9453431
http://kokublog.asablo.jp/blog/2021/12/14/9447875
http://kokublog.asablo.jp/blog/2021/09/07/9420508
http://kokublog.asablo.jp/blog/2021/08/25/9415026
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 コロナ禍で外食をしようとしてもお酒が出てこないいので自宅で食事をしています。お

陰で貯金が少し増えました。 

 

🌸思い出横丁 ―2021年 06 月 11日 08:45 

ひさしぶりで新宿を通ったのでちょっと喉を湿らせて帰ろうかと思い思い出横丁をのぞい

てみました。都庁に近いせいか全店閉まっていました。 

町には人が大勢出ていて、お酒を飲むところだけを閉めてもどれだけ感染拡大を防げるの

だろうか。 

 

🌸入院 ―2021年 04月 18日 13:35 

しばらくごぶさたしておりました。 

３週間入院していました。原因はお酒の飲み過ぎと思うでしょうが今回は違います。 

昨日やっと退院してパソコンをいじっています。 

若い看護婦さんに囲まれての生活でした。皆さんマスク美人で、その上同じようなお化粧

をしているようで区別がつきませんでした。 

 

🌸暮れに買ったお酒がなくなりました。 ―2021年 01月 28日 16:33 

外へ飲みに行かない分、家で飲む量が増えたようです。去年１１月末にお正月用に買った

お酒がなくなりました。焼酎６本日本酒４本。よく飲んだものです。お陰様で体はいたっ

て健康です。 

雪が降ってきました。雪見酒をしようと思ったのですがやんでしまいました。残念。 

 

🌸最上川洪水 ―2020年 07月 29日 10:09 

さみだれを集めて溢れる最上川 

 

🌸久しぶりで小田原へ行ってきました。 ―2020年 06月 01日 08:29 

http://kokublog.asablo.jp/blog/2021/06/11/9386726
http://kokublog.asablo.jp/blog/2021/04/18/9368442
http://kokublog.asablo.jp/blog/2021/01/28/9341861
http://kokublog.asablo.jp/blog/2020/07/29/9272955
http://kokublog.asablo.jp/blog/2020/06/01/9253038
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小田原へお刺身を食べに行ってきました。東京で食べるよりずっと安くておいしい。お土

産屋は全部閉まっていましたが、お酒が飲める店だけは開いていました。 

 

🌸消毒用アルコール ―2020年 05月 19日 10:21 

 

77 パーセントのお酒と、96 パーセントのウオッカ。 

消毒用に買ったのですが、ウイルスも大分治まってきたようなので少し飲みました。すご

く酔いました。 

 

🌸温泉の素 ―2020 年 04月 09日 16:32 

途轍もなく暇なので近場の温泉にでも行こうと思いました。しかしテレビに、外出自粛と

出ているので温泉の素を買ってきて自宅のお風呂にしました。 

早速お風呂に入って飲み始めました。 

http://kokublog.asablo.jp/blog/2020/05/19/9248361
http://kokublog.asablo.jp/blog/2020/04/09/9233518
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新型コロナウイルスのおかげでお酒の量が増えたようです。 

新型と銘打っているのならこんな古い老人には取りつかないでほしい。 

 

🌸こじゃれた街 ―2020 年 04月 02日 13:38 

小田急線が世田谷代田から下北沢の間が地下に潜りましたが、その跡にまだ全部が完成し

たわけではないのですが、こじゃれた街ができました。 

今日行ってきました。また世田谷代田でビールの飲める店が増えました。 

 

🌸雪が降ってきました。 ―2020年 03月 29日 10:13 

雪が降ってきました。 

外出自粛要請が出ているのでちょうどいい雪です。 

お酒のストックは 3 か月分ぐらいあるのでゆっくり箱入り老人をやります。 

 

🌸世田谷代田に飲み屋ができました。 ―2020年 03 月 21日 16:39 

これまで私の住んでいる世田谷代田には軽くお酒が飲める店がなかった。一軒あるにはあ

ったが 19 時開店で年寄りは寝てしまう時間で行けなかった。 

昨日、世田谷代田の駅前に「ぼんてん 裏のタナ」という店ができました。今日行ってみ

たが立ち飲みでツマミも餃子だけで気軽に入れそうです。14 時開店だそうで私にぴったり

の店ができました。はまりそうです。 

 

🌸箱入り老人 ―2020年 03月 05日 08:37 

新型コロナウイルスとかで外に出られません。毎日「箱入り老人」をやっています。 

昨日体重を測ったら 2 キロ増えていました。このあと元に戻すのが大変です。思わぬとこ

ろに被害が出ています。 

 

🌸九州旅行 ―2019年 05 月 19日 11:48 

http://kokublog.asablo.jp/blog/2020/04/02/9230742
http://kokublog.asablo.jp/blog/2020/03/29/9229226
http://kokublog.asablo.jp/blog/2020/03/21/9226623
http://kokublog.asablo.jp/blog/2020/03/05/9220827
http://kokublog.asablo.jp/blog/2019/05/19/9074445
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 明日から１週間の予定で九州へ行くので久しぶりでズボンを新調した。 

 ズボンを脚の長さに合わせて切った切れはしの写真である。随分無駄が出るものである。 

 

 

🌸年寄りの冷酒 ―2019 年 02月 21日 08:25 

お酒は時間をかけてゆっくり飲むのが好きです。大きなカップで飲むと酔う前に酒が進み

すぎます。小さな杯はゆっくり飲むための道具でしょう。 

 

🌸休肝日 ―2018年 11月 28 日 16:24 

人間ドックに行ってきました。久しぶりで休肝日になりました。 

去年までは１泊の人間ドックだったので、2 日休肝できたのですが今年は 1 日になりまし

た。 

検査項目や方式は違いますがわずか 3 時間で終わります。検査などはいろいろ違った方法

でやった方が思わぬ病気が見つかりそうです。 

お陰様で今回もこれといった病気はありませんでした。 

これからまた 1 年間休肝日はありません。 

 

🌸床屋で  ―  2006年 11月 29日 14:2 

http://kokublog.asablo.jp/blog/2019/02/21/9038855
http://kokublog.asablo.jp/blog/2018/11/28/9004291
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床屋で頭を洗ってもらうときに「どこか痒いところはありませんか」と聞かれます。近年

痒いところはまったくありません。風通しがいいので。 

 

🌸古きよき国分 ― 2009年 03月 20日 14:51 

「世界のナベサダ」だとか「世界のナベアツ」だとか名前のまえに枕言葉を付けている人

がいます。私も何か付けようと思ったのですが、「世界の」をつけるほど有名ではありませ

ん。そこで「古きよき」というのを付けようと思います。これから自己紹介の時に付ける

つもりです。皆さんも私を呼ぶときに付けてください。   

 

🌸夕方 ― 2006年 12月 03日 14:37 

飲み過ぎないようにと思うのは、飲み始めるまでです。 

 

🌸来るもの拒まず ― 2006 年 12月 13日 10:25 

ドアをノックされたら必ず「どうぞ」と答えます。トイレに入っているときでも。 

 

🌸守秘義務 ― 2007年 02月 09日 11:20 

秘密保持契約書には「業務遂行上知りえた相手方の秘密をも漏らしてはならない」と書い

てあります。ですから、言語工学の契約相手が「言語工学の社長は馬鹿だ」と言って歩い

たら守秘義務違反になるのだろうと言ったら、口の悪い友人に公知の事実なのでならない

と言われました。 

 

🌸大器晩成 ― 2007年 02月 14日 11:24 

私は学生時代にお酒を飲みませんでした。大器晩成だといっています。しかし、お酒以外

はいつになったら晩成するのでしょうか。 

 

🌸箱入り老人 

新型コロナウイルスとかで外に出られません。毎日「箱入り老人」をやっています。  

昨日体重を測ったら 2キロ増えていました。このあと元に戻すのが大変です。思わぬとこ

ろに被害が出ています。 

 

🌸 救急車に乗せられました。 ― 2019 年 10月 28日 11:19 

昨日救急車に乗せられました。  

飲み過ぎて神楽坂下交差点で転んだためです。  

当人は全く大丈夫だったのですが顔から血が出ていたので通りかかったセコムの人が呼ん

でくれました。  

http://kokublog.asablo.jp/blog/2019/10/28/9170032
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家内までが呼び出されて大変な騒ぎになりました。  

一通り検査をしてもらって問題ないということで蕎麦を食べて帰りました。  

こういうことがあった後はお酒をひかえようと思うのですが。  

また看護婦さんと仲良しになりました。 

 

🌸 ヤマハゼにやられました。 ― 2019 年 05月 31日 08:46 

 

旅行に出る前にハゼの木を切ったところこんな顔になってしまいました。この顔で 6日間

の旅行をしました。この顔では顔認識はできないでしょう。旅行先で医者にかかって大さ

わぎをしました。 

 

 

🌸 転びました。 ― 2019 年 04 月 11日 08:32 

 

昨日酔っぱらって小田急のホームで転んで顔から落ちてしまいました。  

運動神経がとっくになくなっているためです。  

血が垂れて騒ぎになりました。  

http://kokublog.asablo.jp/blog/2019/05/31/9079132
http://kokublog.asablo.jp/blog/2019/04/11/9058303
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ホームにいた若い女性が数人きて絆創膏を張ってくれました。  

親切にしてくれた女性達に心から感謝します。 

 

   断酒 ― 2018 年 09 月 08 日 06:12 

一週間断酒をしました。  

足にお出来ができて医者に言われたためです。  

一週間も断酒をするのは 10年ぶりです。  

期待していたのですが、体重は全く変わりませんでした。  

 

お酒を飲む夢を見ました。  

 思ひつつ  

 寝れば酒の  

 見えつらむ  

 夢と知りせば  

 覚めざらましを  

今日からまた飲み続けの生活が始まります。 

 

  物凄い雪で雪見酒を飲みすぎました。 ― 2018年 01月 22日 21:02 

 
こんな大雪は今生で最後ではないかと興奮しています。 

 

  プラス志向 ― 2018年 01 月 22日 12:25 

雪が舞っている→雪見酒ができる 

 

  いよいよ始まったようです。 ― 2017年 09月 08 日 11:10 

 今朝歯医者に行くために早く家をでました。  ところがどうしたことかフィットネスク

ラブの方に行ってしまいました。  途中で気が付いて慌てて遠回りして歯医者に行きまし

た。やっと間に合ったのですが歯医者の予約は明日でした。  

 

http://kokublog.asablo.jp/blog/2018/09/08/8957725
http://kokublog.asablo.jp/blog/2018/01/22/8774716
http://kokublog.asablo.jp/blog/2018/01/22/8774449
http://kokublog.asablo.jp/blog/2017/09/08/8672734
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  後期高齢者 ― 2017年 05 月 25日 08:10 

後期高齢者になる忌まわしい日が近づいています。  私だけの話なのですが面倒な仕事が

出てきます。 運転免許証が無効になり、写真つきのＩＤがなくなります。写真を撮って警

察に行かないとなりません。 今まで健康保険証が使えなくなりこれから 3 割負担になり

ます。 これにともないフィットネスクラブの会員証も使えなくなります。 くれぐれも「お

めでとう」などとは言わないでください。  

 

🌸ハンドバック ― 2011年 11月 27日 16:52 

成田のカバン屋の看板に「ハンドバック」と書いてありました。早く直さないと手が後ろ

に回るぞ。 

 

🌸バドミントン ― 2016年 09 月 23 日 06:27 

NHK のニュースでスポーツコーナーをやっている森花子アナウンサーが、badminton を

バトミントンと発音しています。ひとの粗を探すのをいちばんの楽しみにしている老人で

す。 

ちなみにグーグルで調べると 

 バドミントン 44,500,000 

 バトミントン  7,450,000 

 

🌸ググる ― 2006年 11月 23日 14:16 

「グーグル(google)で調べてくる」ことを「ググってくる」のように、日本語のラ行５段

動詞として使われています。  

これまでも「トラブった」、「ダブった」などいくつかカタカナ語が日本語の中でラ行５段

動詞になりました。これから、カタカナで名前を付けるときには、最後が「ル」で終わる

ような名前をつけると良いかもしれません。 

 

🌸バーコードリーダー ― 2006年 11月 24日 14:18 

バーコードリーダーを私の頭に当ててみましたが、何も読み取れませんでした。 

 

🌸袋田の滝 ― 2006年 12月 05日 14:44 

同世代の人たちも言っているのですが、年をとると春の若葉より秋の紅葉のほうが心が和

みます。先日、日曜日は込むと思い、平日に休みを取って袋田の滝へ紅葉を見に行ってき

ました。平日にもかかわらず思ったより混んでいました。どんな人が来ているのかと思っ

て見回すと私を含めて、ジジババババババババ・・。 

 

http://kokublog.asablo.jp/blog/2017/05/25/8574153
http://kokublog.asablo.jp/blog/2016/09/23/8197521
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🌸頭は使いよう ― 2006年 12月 07日 14:50 

サッカーは頭を使う球技だと思います。何しろヘディングがありますから。ジダンはさす

がで、もっとほかの使い方で頭を使ったそうです。 

 

🌸催眠術 ― 2006年 12月 09日 14:53 

私は催眠術を習得しました。シルバーシートに座っている若い人を、瞬時に眠らせること

ができます。 

 

🌸防寒用具 ― 2006年 12月 11日 14:54 

帽子は防寒用具売り場に置いておいて欲しい。 

 

🌸電車の優先席は老人の社交場です。 ― 2013年 11 月 15日 12:15 

老人同士だと警戒心なく話しかけられます。先日も優先席で話が弾んでいまその方とメー

ルを取り交わしています。これからのお付き合いが楽しみです。 

 

🌸シャンプー ― 2006年 12月 15日 10:34 

大分前の話になりますが、家族で海水浴にいったことがあります。夕方、宿に帰ったら、

頭皮が痛いのです。何か付いているのかと思い２回もシャンプーをしましたが、痛みが取

れません。女房に見てもらったら、「あなた日焼けよ」といわれました。 

 

🌸時間比率 ― 2006年 12月 21日 10:43 

同世代の人は「物覚えが悪くなった」とか、「根気がなくなった」とか愚痴をよく言います。

私の場合は幸いに、もともと物覚えが悪く、根気もなかったのであまり悲壮感を感じませ

ん。何が幸いするか分かりません。ただトイレの回数が増えてかつ１回の時間もかなりか

かるようになりました。一日の中でトイレに入っている総時間は２倍ぐらい増えたのでは

ないかと思います。 

 

🌸うだつの町並み ― 2006 年 12月 25日 10:46 

四国を旅行して脇町で「うだつの町並み」を見たあと池田までＪＲで移動したときのこと

です。時刻表を見ると次にくる特急よりも、先に出る各駅停車のほうが早くつくのが分か

ったので各駅停車で行くことにしました。その途中で悲劇が起こりました。 

 各駅停車は一両編成でトイレがありませんでした。どうしても我慢できなくて、やむをえ

ず池田の一つ手前の「佃」という駅で降りて用をすませました。用を済ませてタクシーを

探しましたがこんどは歩いている人さえ見当たりません。やっと床屋さんを見つけてタク

シーを呼んでもらいましたが来るまでに４０分ぐらいかかりました。待って乗れば良かっ

た特急も停車駅ではないので通過してしまいました。年のせいとはいえさんざんなめに、
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あいました。 

 

🌸女性にあったら ― 2006 年 12月 19日 10:40 

女性にあったら容姿を褒めるべきです。そのほうが、ものごとが和やかに進みます。「無理

だ」などといってはいけません。大事なのは練習です。私などは目をつぶっていても言え

ます。 

 

🌸ズボンのすそ ― 2006年 12月 27日 10:49 

ズボンを買うと、すそを２０センチ以上切って端を捨てます。毎回、地球に優しくないと

思います。 

 

🌸いいとしをお迎えください。 ― 2006年 12月 29 日 10:50 

「いいとしを」と言われるたびにその後に「してますね」と聞こえてしまう今日この頃で

す。 

 

🌸スープ ― 2007年 01月 09日 10:54 

 夕食に手の込んだスープが出てしかもおいしかったので、「このスープはおいしいね。」

と褒めました。ところがそれはインスタントのスープでした。 

 

🌸意外な言葉が差別語として扱われています。「アル中」という言葉も差別語なのだそう

です。ですから私を指していうときにも「アルコール依存症」と呼んでください。 

 

🌸顔色 ― 2007年 01月 11日 10:56 

私は顔色の良いのが自慢で、よく「顔色がいいですね」と褒められます。その実は酒焼け

なのですが。 

 

🌸前の晩の酒 ― 2007年 01月 15日 10:58 

最近ちょっと飲みすぎると翌日に残るようになってきました。夕飯のとき、前の晩の酒が

残っていて「今日はお酒を飲まない」といったら、女房に「何かお酒で失敗したの」とい

われました。 

 

🌸新聞記事 ― 2007年 01月 17日 11:01 

「今日会社のことが新聞に出た」といったら、女房が「何か会社で悪いことをしたの」と

いっていました。 

 

🌸雑誌の記事 ― 2007年 01月 19日 11:03 
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かつて、私のことが雑誌に載ったことがあるのですが、女房が「よっぽど記事がないのね」

といっていました。 

 

🌸おなかの形 ― 2007年 01月 23日 11:05 

おなかの上の胸の下あたりに、じんましんのようなものが出てきました。風呂でよく洗っ

たら直りました。どうしても埃がたまりやすい形のようです。 

 

🌸ローライズパンツ ― 2007年 01月 25日 11:09 

若い人の間でズボンを下げてはく「ローライズパンツ」というのがはやっています。これ

は腹の出た老人がしても腹が自由で快適です。ぜひやってみることを勧めます。 

 

🌸夕方（２） ― 2007年 01月 29日 11:12 

コップにお酒のあるうちは「この一杯で終わりにしよう」と思うのですが、空になると「あ

ともう一杯で終わりにしよう」と思います。とまあこの繰り返しです。 

 

🌸脳梗塞 ― 2007年 01月 31日 11:14 

昔、脳梗塞になって左手の握力がまったくなくなってしまったことがあります。握力を見

るために毎日看護婦さんの手を握ったら１週間で直ってしまいました。ぜひ皆さんも看護

婦さんの手を握れるので脳梗塞になることをお薦めします。 

 

🌸流動食 ― 2007年 02月 07日 11:19 

今日はめずらしく非常に忙しい一日でした。食事の時間も取れませんでした。結局朝飯を

除いて夕方の流動食だけで済ませてしまいました。 

 

🌸医者で  ―  2006年 12月 01日 14:31 

医者に行ったら「今日はお酒を飲まないように」といわれたのでビールにしました。 

 

🌸新しい形容詞 ― 2006年 11月 28日 14:21 

「ナウい」という形容詞は老人語だそうですが、若い人のあいだで「うざい」「きしょい」

「きもい」などという新しい形容詞が使われています。私が言うことはありません。私の

場合は、もっぱら言われるほうです。 

 

🌸ズボンのバンド ― 2007 年 02月 16日 11:26 

浅草へズボンのバンドを買いに行きました。気に入ったバンドにはロングサイズしかあり

ませんでした。切れば良いと思って買ってきて、しめてみましたが切る必要はありません

でした。 



14 

 

 

🌸藤原紀香が結婚したら、かぜを引いてしまいました。 

 今年は暖冬のおかげで、いままで引かずにいたのですが。 

 

🌸花粉症 ― 2007年 02月 20日 11:33 

「今年は暖冬のせいで、もう花粉の飛散が始まった。」というニュースを聞いたらくしゃみ

が出てきました。 

 暗示にかかりやすい性格なもので。 

でも歳のせいで鈍感になったようで昔よりだいぶ症状が軽くなりました。歳をとってよく

なることもあるのです。 

 

🌸口臭 ― 2007年 02月 23日 11:35 

女房によれば私には口臭はないそうです。そういえばそばに寄ったことがなかったか。 

 

🌸国分はイモだ ― 2007年 02月 27日 11:39 

「国分」という名前の鹿児島県産の焼酎があります。私は名刺代わりに使って好評をえて

いたのですが、なかなか手に入らないので困っています。この焼酎もイモだそうです。 

 

 

🌸女性にあったら ― 2007 年 03月 02日 11:51 

私はよく女性に今夜一緒に寝ましょうといいます。そんなことが平気で言える歳になって

しまったということです。寝る時間を聞いて、その時間に自宅で床に入るようにしていま

す。 

 

🌸抜歯 ― 2007年 03月 06日 11:52 

今日歯を抜いてきました。今日はブログは休もうかと思っていました。  

 歯医者に今晩お酒を飲まないようにと言われたので前回のようにビールにしました。  

 夕飯がすんだ後、やはり物足りなくて結局焼酎を飲んでしまいました。  

 焼酎を飲んだら元気がでてブログを書く気になり、書いています。  

 考えてみると、ブログに書く話は大体お酒を飲んだときに考えることがほとんどです。 

 

🌸私のブログ ― 2007年 03月 12日 12:00 

ブログを書いていることが女房にばれてしまいました。絶対にばれないだろうと思ってい

たのですが。あまり余計なことを書くなと言われました。最近の私のブログがさえないの

はそのせいです。 
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🌸禁煙 ― 2007年 03月 19日 14:13 

 昔、私はヘビースモーカーでした。それがあるときに、ぴったりと止めました。あまり

急だったのでびっくりして昭和天皇が死んでしまいました。今でもかわいそうなことをし

たと思っています。長生きの秘訣に「決して死なないこと」という話がありますが、禁煙

の秘訣は簡単で｢決してタバコをすわないこと｣です。  

もしこのうえ、お酒を止めると今の天皇まで死んでしまうと困るので、お酒は止めないこ

とにしました。 

 

🌸花よりお酒 ― 2007年 03月 31日 14:18 

 桜が満開です。金曜日の晩にお酒が切れてしまいました。きょう車でお酒を買いに行か

ないとなりません。道が混んでいないかが心配です。 

 

🌸言い訳 ― 2007年 04月 12日 15:23 

先々週までは毎晩来客で飲み続けで、ブログが書けませんでした。  

 来週は、飲む約束がずうっと続いているのですが、どうしたわけか今週は一度も飲む機会

がありませんでした。  

きょう久しぶりといっても４日ぶりですが、ビールを飲んだら元気がでました。  

やはり、ブログを書き、仕事をするためにはお酒が必要なのです。 

 

🌸飛び石連休の中日 ― 2007年 05月 01日 15:44 

 零細企業は連休中も出勤しています。（うちにいても遊んでくれるひとがいないので）  

  連休明けに会いましょうという約束がいっぱいたまっています。  

  それも皆なぜか、すべて４時からになっています。 

 

🌸ファスナー ― 2007年 06月 01日 16:08 

電車で座っていたら前に立っているきれいな女性がズボンのファスナーのあたりを触って

いました。  

 女性にしては珍しい動作だなあと思って見ていました。  

 会社について机に座って自分の前をみたら、私のズボンのファスナーが開いていました。

私に教えてくれていたようです。  

 （このファスナーという言葉は、最初私はチャックと書いきました。皆に言われて書き直

しました。） 

 

🌸一晩独身に返る ― 2007 年 06月 04日 16:08 

 土曜日の夜  

  女房と娘が旅行に行き、せがれも夜、遊びに行って１０年振りで独身になりました。  
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  一升瓶をかたわらにテレビの前に寝転んで見ながら晩酌をしました。  

  前から楽しみにしていたのですが、すぐに寝入ってしまって、お酒の量は以外に進みま

せんでした。 

 

🌸否定の重複 ― 2007年 06月 22日 16:14 

 日本語の文法では、否定の重複を禁止していません。その結果「美しくなくなくない」

などという言い方が間違いだとは言えないそうです。我々の構文解析でも許してしまって

います。  

 読みやすい文章を書くためには禁止するべきでしょう。私は二重否定も使わないようにし

ています。それでも文章を書いていて困ることはないこともないこともありません。 

 

🌸年寄りのブログ ― 2007 年 06月 27日 16:16 

 ある人に年寄りのブログは自虐的な話が多いといわれました。私がこれまでに書いたブ

ログを読み直してみると確かにそのとおりでした。残念ながらこんなことを書くよりない

ようです。  

南無阿弥陀仏 

南無阿弥陀仏 

 

🌸明治村 ― 2007年 07月 02日 15:51 

先週の金曜日に名古屋で時間が空いたので明治村に行ってきました。  

 入場料３千円のところが６５歳以上の人は、２千円でした、初めて老人になってのご利益

にあずかりました。  

ウイークデーだけでも結構ですから、このような割引をもっとやってほしいと思います。  

ういた千円でお昼にビールを飲みました。 

 

🌸辞書のサイズ ― 2007年 07月 07日 15:52 

ある先生に見ていただくことになったので、まじめに辞書のチェックをしていたらいろい

ろ手抜きが見つかりました。  

 急いで手当てをしたところ辞書のサイズがまたぶくぶく増えてしまいました。私の体重と

同じで一様増加関数です。辞書サイズのほうはコンピューターが大きくなることを頼りに

できますが、体重のほうはどうしようもありません。 

 

🌸飲みますか飲みませんか ― 2007年 07月 12日 15:53 

お酒を飲みますか。  

お酒を飲みませんか。  

という２つの質問文は見た目には逆ですが、意味は同じです。  
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 私はどちらの文で問いかけられても、いつも「はい」と答えます。 

 

🌸老人会 ― 2007年 07月 17日 15:53 

 私は小学校のクラスのクラス会がいまだに続いています。先日も３年ぶりで一泊旅行を

しました。６０人のクラスで、２０人近くが集まりました。 女性陣はますます元気です。  

  かつての少年少女はどこへ行ってしまったか５０年という時間の恐ろしさを思い知ら

されました。羞恥心はとっくに磨り減ってかけらも残っていません。朝食が終わると、み

んな薬を取り出し、お前は何種類だ、おれは何種類だといってつまらないことで話がつき

ませんでした。  

  だんだん家の中で遊んでくれる家族がいなくなってきて、このような会を続けてくれる

幹事の方々に心から感謝しています。 

 

🌸どぶろく ― 2007年 08月 06日 15:57 

ある温泉で地酒のどぶろくがあると聞いたので、夕飯のときに頼みました。１８０ｃｃの

ものと５００ｃｃのものがあると言う話しでした。１８０ｃｃでは足りないと思い、５０

０ｃｃのものを頼みました。どぶろくを飲み終わったあと、どぶろくだけでお腹が一杯に

なってしまい折角の料理が食べられませんでした。 

 

🌸物理離れ ― 2007年 08月 13日 15:58 

理工系離れが進んでいると言われていますが、私の周りに大学は物理だったけれど今はコ

ンピューターをやっているという人が驚くほどいます。私を含めて物理では飯が食えなか

った人たちです。電気をやれば電気科の人に負け、機械をやれば機械科の人に負け、しょ

うがなくてコンピューターを選んだ結果でしょう。 

 

🌸水分補給 ― 2007年 08月 16日 15:59 

 今年の夏は暑いですね。熱中症にならないように水分を多くとるようにしています。し

かし、水ばかりだとあまり飲めないので、少しだけ焼酎を入れて飲んでいます。焼酎を少

しでも入れると水だけではとても飲めないような多量の水分がとれます。 

 

🌸夏のかぜ ― 2007年 09月 01日 09:24 

扇風機をかけたままで眠ると死ぬという話があります。私は何回かかけたまま寝てしまっ

たことがありますがまだ一度も死んだことがありません。  

 先週もやってしまったのですが、かぜを引いてしまい喉が痛くて困っています。夏のかぜ

は馬鹿が引くというのは真実のようです。 

 

🌸ガソリン ― 2007年 09月 09日 09:26 
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どうしたわけか、我が社の社員はあまりお酒を飲みません。勇将の下に弱卒ありです。き

っと社長のようにはなりたくないと思っているのでしょう。夕方になると社員に白い目で

見られながらいつも一人で缶ビールを開けています。家まで帰り着くにはガソリンが必要

です。 

 

🌸ガソリンスタンド ― 2007年 10月 09日 09:27 

通勤の乗り換えの駅にガソリンスタンド（立ち飲み）があります。ときどき帰り道でガソ

リンを補給して帰ります。値段も今どき千円札１枚ですみ、車のスタンドより安くあがり

ます。 

 

🌸塩漬け ― 2007年 10月 23日 09:29 

 「タラソテラピー」というのをやってきました。塩水プールで泳ぐことなのですが、波

もなく、真水のプールより良く浮かぶので、水泳がうまくなったような気分にひたれまし

た。２時間程度泳いだ後、体重を測ったところ、１Ｋｇ以上へっていました。透析効果で

水分を取られたためでしょう。夕飯でビールを飲んだらあっという間に戻ってしまいまし

た。何年ぶりかで泳いだので、体中に筋肉痛だけが残りました。 

 

🌸ガソリンスタンド（２） ― 2007年 11月 12日 12:47 

 客先で話していたら、くしゃみと鼻水がでて、風邪をひきはじめたようでした。あわて

て駅のガソリンスタンドに飛び込んで補給をしたら幸いに風邪にならずにすみました。百

薬の長とは良く言ったものです。いまガソリンスタンドはターミナル駅にしかありません。

もっと増えるとよいのですが。 

 

🌸小話集 ― 2007年 12月 10日 12:49 

 フランス小話の本を読んでいます。実は前に読んだことのある本です。一度読んだ小話

は落ちが分かっているので面白くないだろうといわれましたが、読み直しても笑えました。

前に読んだ落ちを完全に忘れていて２度楽しめました。 

 

🌸高齢プログラマー ― 2007年 12月 17日 12:50 

 この歳をしていまだにプログラムを書いています。もしかしたら最高齢プログラマーか

も知れません。昔からの週間で、必ずリスト印刷してそれを見てからでないと考えられま

せん。しかも、目が遠いので、大きな字で。地球に優しくないと思うのですが。 

 

品詞は不定です ― 2008年 01月 20日 14:02 

日本語解析は単語の品詞を一番基本の手がかりに進めています。 単語には品詞が決まって

いることになっていますが、実際には使われ方で異なります。 
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          動詞           名詞 

  勉強    よく 勉強する。    歴史の 勉強をする。 

  生き    長く 生きます     食材の 生きがいい   

 

🌸あんこ ― 2008年 01月 26日 14:02 

お菓子についてのアンケートのデータを処理する機会がありました。我々の辞書の中には、

「あんこ」の仲間の用語がほとんど登録されていませんでした。私が甘いものが嫌いなの

で、おそらく甘いものが出ている記事や、テレビ番組にまったく興味を持たなかったこと

が原因と思われます。酒飲みが辞書を作ったことによる思わぬ弊害でした。  

 

🌸たわごと ― 2008年 02月 19日 14:06 

お酒を飲んでいる間には、面白い話をいろいろ思いついてぜひブログに書こうと思うので

すが、翌朝にはみんな忘れてしまっています。飲んでいるときに考えても無意味のようで

す。   

 

🌸花粉症（１） ― 2008年 02月 23日 14:06 

 去年は花粉症にならず、年をとると鈍感になるので花粉症も軽くなるかと思っていまし

た。 しかし今年は去年の夏が暑かったためだそうでぶり返してしまいました。それも大分

重症で、毎日くしゃくしゃの顔をしています。少ししゃんとしているのは夕方お酒をのん

でいるときだけです。   

 

🌸花粉症（２） ― 2008年 02月 26日 14:08 

花粉症になったつもりでいましたが、今日はなんともありません。 花粉症でしょうと言わ

れて、またしても暗示にかかってしまっていたようです。 たんなる風邪だったようで、ご

心配をかけました。 １月分の薬を買ったのですが、１日飲んだだけで無駄になってしまい

ました。  

 

🌸プチ断食 ― 2008年 03月 24日 14:09 

女房が旅行に行ったので、食っちゃ寝をしていたら、体調を崩してしまいました。 やむを

得ず 2日ばかりプチ断食をしたら、すぐに体調は戻りました。 断食といっても、お酒は断

ちませんでしたが。  

 

🌸表彰されました。 ― 2008年 04月 18日 14:11 

 大学のクラブで表彰されました。私でも表彰されることがあるのです。お酒が飲めるク

ラブなのですが、一番出席率が良かったのだそうです。場所が事務所から近いこともあっ

て、週２回は行っています。私が事務所にいないと、クラブのほうに電話をかけてくる人
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がいました。商品にすばらしいサングラスをもらいました。  

 

🌸別腹 ― 2008年 05月 11日 14:17 

年よりは、朝早いのには強く、５時に起きて那珂湊の魚市場まで魚を食べに行ってきまし

た。 その日の一番最初の客で、お刺身を２人前と、カニ汁を取ってゆっくり食べて来まし

た。 せっかく来たのだし、もう少し食べようかと思ったのですが、満腹感はないのですが

もう魚は受け付けませんでした。 そこで店もすいているので、朝からお酒と言うわけにも

いかないのでビールを飲んできました。 不思議なことに別腹というのでしょうかビールな

ら入りました。  

 

🌸甚兵衛渡し ― 2008年 06月 08日 14:18 

だいぶ前の話ですが、減量のため一日、１００キロメートルのサイクリングをしていまし

た。 朝早く八千代台から東京湾まで出て、その後印旛沼のほとりを通って利根川まで行っ

て帰って来るという順路でした。川沿いの道なので高低はなく快適なコースでした。月に

一度ていどやっていたのですが、あるとき途中の甚兵衛渡しのそばにあるウナギの養殖場

を見つけました。 ウナギを食べると当然ビールを飲むことになります。しかし飲んだ後自

転車で八千代台まで帰るのが大変でした。 ２度ばかり繰り返したのですが、これが原因で

中断してしまいました。 どうしても寄らずに通り抜けることができないので、そのままに

なっています。   

 

🌸アヤメ見物。 ― 2008年 06月 23日 14:20 

佐原の水生植物園にアヤメを見に行ってきました。ちょうど満開でした。交通の便が悪く

１時間に１本も便がありませんでした。 また運悪く乗り換えのたびに１時間近くも待たさ

れるはめになりました。１時間ボーっとしていると、どうしてもカンビール１本というこ

とになってしまいます。家にたどり着くまでに何本飲んだことやら。みんな交通の便の悪

さが原因です。   

 

🌸ペーパーレス ― 2008年 07月 05日 14:22 

久しぶりで仕事に使っているパソコンを更新して、ディスプレーもＷＵＸＧＡという規格

の大きなものに置き換えました。 複数の作業の場面を同時に表示しておけるのでメモをと

る紙がいらなくなりました。思ったより快調です。 うまくするとわが社はペーパーレスに

なるかも知れません。トイレを除いて。   

 

🌸リュックサック ― 2008 年 07月 21日 14:24 

 毎日リュックサックで通勤していますが、この間旅行をしたときに、リュックサックを

前に抱えるようにして歩きました。歩くたびにお腹の上でゆれるのですが、腰痛に良い歩
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き方です。あまり都心では見かけないのですが腰痛のかたにお薦めします。頭に日焼け予

防の帽子をかぶり、目の疲労防止のサングラスをかけ、短い足でゆっくりあるいている人

をみたら、それは私かもしれません。石をぶつけたりしないでください。   

 

🌸雨が土砂降りです。 ― 2008年 08月 05日 14:26 

帰ろうと思ったら外は雨が土砂降りです。やむを得ず雨がやむまで事務所で待つことにし

ました。雷がなって、なかなか止みません。ビールを何本飲むことになるやら。  

 

🌸一点豪華主義 ― 2008年 09月 18日 14:32 

 体重は増えてはいないのですが、去年はいていたズボンがきつくなってきました。どう

も手足の筋肉が落ちた分だけ一カ所に集まってしまったようです。一点豪華主義です  

 

🌸人間ドックに行ってきました ― 2008年 10月 02 日 14:32 

女房に冥土へのみやげ話に直腸検査をしてくるようにといわれて、検査を受けてきました。

痛みは全くなかったのですが、長時間いやな思いをさせられました。今私のまわりの人に

意地悪して検査を受けるように勧めています。やはりメタボと言われました。   

 

🌸徘徊 ― 2008年 10月 06日 14:34 

フランスの小話に「男性が歩くことをウォーキングといい、女性が歩くことをショッピン

グという」というのがあります。 私はさらに加えて「年寄りが歩くことを徘徊という」と

いう句を加えました。 昨日の朝、出かけようとすると女房に「どこへ行くの」と聞かれた

ので「徘徊」と答えました。   

 

🌸タイ料理 ― 2008年 10月 07日 14:34 

お昼に事務所の近くのタイ料理店でカレーライスを食べました。グリーンとレッドのとが

ありました。どちらが辛いかと聞いたらレッドの方が辛いと言われたので、グリーンの方

を頼みました。食べてみたら私には耐えられない辛さでお腹の中まで熱くなってきました。

やむを得ずビールを１本飲んでお腹を冷やしました。明日も行こう。   

 

🌸千葉ポートタワー ― 2008年 10月 27日 14:37 

 健康のためになるべく歩くようにしています。昨日も千葉にあるポートタワーに行って

きました。千葉県在住の６０歳以上の人は入場料（４００円）がただでした。ポートタワ

ーの上から見るとすぐ下の広場で農業際をやっていました。ひまなので寄ってみました。

出店が出ていて生ビールが４００円でした。さっき浮いたお金でビールが飲めました。  

 

🌸レッグウオーマー ― 2008年 12月 16日 14:43 
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寒いです。よく女子高生がはいているレッグウオーマーを見つけてはいています。足から

冷えていたようではいた結果は快調です。色も老人向けの茶色や黒です。ご同輩の皆様に

もお勧めします。   

 

🌸返信 ― 2008年 12月 18日 14:45 

また年寄りのぼやきになりますが、先日先輩に出したメールの返信がなかなか来ませんで

した。つい悪い方に考えが行ってしまって、ぽっくり逝ったかと思ってしまいました。年

寄りは返信をすぐに出すようにしようと思いました。   

 

🌸変身 ― 2009年 01月 08日 14:46 

毎朝、船橋から飯田橋まで総武線で通っています。今朝、前の席に若いいかにも千葉県と

いう女性が座りました。座るとすぐお化粧を始めました。私はずうっと本を読んでいまし

た。 秋葉原で、前の席の女性が私の座っている前を通って降りていきました。その顔を見

てびっくりしました。船橋で見たときとは別人のような東京美人になっていました   

 

🌸色仕掛け ― 2009年 02月 10日 14:48 

ユーザーに注意を促すときなどには色を付けてだすと親切です。 我々のシソーラスパケー

ジも、差別語などは赤で、常用漢字以外が含まれているので注意を促す用語はピンクで表

示しています。 本当はピンクよりも信号と同じに黄色にしたかったのですが、画面上で文

字がはっきり見えませんでした。 そういえば、昔「ピンク」は「桃色」と言っていました

が、最近はほとんど見なくなりました。 また「ネズミ色」「ミカン色」などというのもほ

とんど見ません。色の名前はもともとは「赤」「黒」「青」「白」の４つしかなかったそうで、

それ以外の色の名前は具体的な物の色で表現していたようです。 色の名前もカタカナ語ば

かりになってしまって、私にはよく分かりません、今日の私の服装は「ねずみ色」の上着

に「ごきぶり色」ズボンです。   

 

🌸レッグウオーマー（２） ― 2009年 03月 04日 14:50 

このところまた寒くなったのでレッグウオーマーを引っ張り出してはいています。はいて

みると、ほっとするような暖かさです。考えてみれば今年は風邪を引きませんでした。き

っとそのお陰だと思っています。不謹慎とおこられそうですが、早く地球が温暖化してほ

しい。   

 

🌸不携帯電話 ― 2009年 03月 13日 14:51 

携帯電話を持たされてからもう１０年近くになりますが、いまだによく家に置き忘れます。

持ち歩いていてもリュクサックの中に入れっぱなしで、誰かが掛けてきてもほとんど出ま

せん。たまに私がかけようとしても電池が切れています。そんなわけで誰もかけてこなく
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なってしまいました。若い人がメールで頻繁に使っているのを見るのですが、私は目が遠

いのでもしメールを読むにしても老眼鏡を取り出してで大変です。 ほんとに年寄りの無駄

遣いです。   

 

🌸風邪を引いてしまいました。 ― 2009年 03月 27 日 14:54 

今年は引かずにすんでいたのですが、とうとう引いてしまいました。確かこの前引いたの

は藤原紀香が結婚したときだったと思います。離婚したらまた私が風邪をひいてしまいま

した。  

 

🌸ミシュランの三つ星でお酒を飲む ― 2009年 04月 17日 14:56 

先日１日会社を休んで高尾山に山登りをしてきました。八千代台を始発電車で出発して、

１０時には頂上についてしまいました。ゆっくりと降りてきても麓についたのは１２時前

でした。朝から何も食べていなかったのでソバをたべました。やはりソバだけというわけ

に行かずちょっとお酒を飲んでしまいました。いい気持ちになって帰りの電車はぐっすり

寝て新宿までつきました。真っ昼間から赤い顔をして寝ている老人を見た人は、ホームレ

スだと思ったでしょう。 ご存じのように高尾山はミシュランの三つ星です。  

 

🌸見留める ― 2009年 05月 07日 14:57 

発車を見合わせています。 実施を見送ります。 費用を見積もります。 などのように、「見」

という漢字を使いながら「見る」という意味が全くといっていいほどなくなってしまって

いる言葉があります。私の暴論かも知れませんが、もともとは「見留める」という言葉の

組み合わせであったのが「認める」という漢字があったためにこの漢字が当てられたので

はないかとつまらないことを考えています。   

 

🌸インフルエンザ ― 2009 年 05月 11日 14:58 

豚インフルエンザが日本にも上陸したようです。 豚インフルエンザという名前の時は私も

うつるのではないかと思っていたのですが最近は「新型インフルエンザ」とう名前に変わ

りました。私のような年寄りには関係のない病気に思えてきました。  

 

🌸ウオッカ ― 2009年 06月 04日 14:59 

競馬で「ウオッカ」という牝馬が活躍しているようです。 私の好きなお酒の方はどの辞書

を見ても「ウオツカ」です。 ロシア語では「водка」で、翻字すると「ｗｏｄｋａ」

で、「ウオッカ」のほうが良いと思います。テレビのロシア語講座でも「ウオッカ」といっ

ていました。昔偉い人が「ウオツカ」と決めてしまって、その後だれも直そうとする人が

いなかったのだと思います。ＮＨＫのアクセント辞典を見ても「ウオツカ」になっていま

す。今度アナウンサーがどういっているか気をつけて聞いてみようと思います。このまま
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では飲んでも、のどに引っかかりそうです。   

 

🌸質量保存則 ― 2009年 06月 13日 14:59 

帰宅してシャワーを浴びて体重を量りました。いつも通り晩酌して、食事をしました。寝

る前にもう一度体重を量って見たら、さっきより 1.5 キロ増えていました。晩酌、食事の

重さが 1.5キロあったということでずいぶんあるものです。ダイエットをしている人が月

に 1キロ減らしたという話をきいたことがありますが、私の場合は晩酌を水割りでなくス

トレートにすれば 1キロぐらいはすぐ減りそうです。  

 

🌸暑くなりました。 ― 2009年 07月 15日 15:00 

暑くなりました。 今日は外出から事務所に帰って来てから、短パンと下着で仕事をしてい

ました。快適でした。 羞恥心はとっくにどこかにいってしまっているので。 もう少しす

るとパンツいっちょで仕事をするのではないかと思います。仕事ははかどります。そのう

ちみんなに蹴飛ばされるのではないかと心配です。   

 

🌸銀河鉄道 ― 2009年 07月 17日 15:00 

ＪＲ飯田橋の水道橋駅よりのホームには到着電車の行き先案内がありません。待っている

と「中央・総武線」行きの電車が入ってきます。  

 乗ると、車内の電光掲示板も次の停車駅は表示するのですが、電車の行き先は表示しませ

ん。社内アナウンスも次の停車駅と乗り換え案内しかしません。私はいつも船橋で降りて

しまうのですが、その後きっと宇宙のはてまで行くのではないでしょうか。  

と言うのは少し意地の悪い話ですが、電光掲示板に電車の行き先ぐらいは表示するように

できないのでしょうか。出来ないというのであれば、車内アナウンスででも知らせてほし

い。そんなに難しい話ではないと思うのですが。  

どなたか清野智さんに知らせてください。 

 

🌸エコノミー症候群 ― 2009年 08月 08日 15:02 

 新幹線に３時間乗った。２時間以上座っているのでエコノミー症候群が心配になるとこ

ろである。私の場合はトイレが近く、２時間は持たないので心配はまったくない 。 

 

🌸大好物 ― 2009年 08月 09日 15:02 

 先日ホテルに泊まったら、フロントで抽選があり、大好物の缶ビールが当たりました。

その晩は飲みに行く約束があったので、冷蔵庫に入れておきました。翌朝、持って歩くの

も荷物になるので、朝食は大好物で済ませました。 

 

🌸ジーパン ― 2009年 08月 16日 15:03 
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 この年をして初めてジーパンを買いました。お腹の出っ張ったところより下の方に合わ

せるので思ったより小さなサイズでした。若い人は新品のままはいて外にでかけるのは恥

ずかしいのだそうですが、私場合は、着古したように加工したものはやめました。あまり

に惨めに見えそうなので。 

 

🌸来客 ― 2009年 09月 06日 15:09 

 来社するお客はほとんど夕方です。手帳を見ると夕方だけがスケジュールが入っていま

す。当然、最初からビールということになります。何回も来社してくれている人でもお茶

を飲んだことがない人がずいぶんいると思います。 

 

🌸ダイエット ― 2009年 09月 17日 15:13 

医者にメタボと言われてやむを得ず減量をしました。  

お陰で、体が軽くなって血圧まで下がりました。  

また、昔着ていた背広が着られるようになりました。  

 最近ある会での写真を送ってもらったのですが、  

 久しぶりで自分の顔写真を見たらだいぶしなびていました。  

メタボには変わりませんが。 

 

🌸付き添い ― 2009年 09月 24日 15:14 

歩くのが目的で連休に都立の庭園を３か所も回ってきました。どこも丁度彼岸花が満開で

した。老人週間ということで、都立の庭園は老人とその付き添いは無料でした。女房はま

だ有料なのですが、私の付き添いということにしてすべて無料でした。(老老付き添い） 

 

🌸５日間禁酒をしました。 ― 2009年 10月 25日 15:15 

目の手術で入院したためです。入院中はどこが痛いというわけではなく、お酒が飲めなか

ったことだけを除いて快適でした。看護婦さんとも話はできるし。  

 体重が増えていました。ということは私の体重が増えるのはお酒のせいではないことが証

明されました。 

 

🌸インフルエンザ ― 2009 年 11月 02日 15:16 

今朝の天気予報で今日は寒くなると言っていました。私はこれまでインフルエンザのよう

な現代的な病気にはかかったことはないので、だいじょうぶだと思っています。それに毎

日アルコールで中から消毒していますから。しかし、今風邪を引くと新型インフルエンザ

と疑われて、騒ぎが大きくなりそうなので用心のためにコートを着てきました。しかしさ

すがにまだコートを着ている老人は見かけませんでした。 
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🌸俳諧 ― 2009年 11月 18日 15:16 

 いい天気なので事務所の近くの後楽園に行ってきました。普通の人は入園料は 300円な

のですが65歳以上は150円です。紅葉はまだ少し早いようでした。日照りが暖かいためか、

人出はかなりありました。でも見回すと私を含めて 150円の人ばかりでした。 

 

🌸忘年会シーズンが終わりました。 ― 2009年 12月 21日 15:18 

今年もやっと忘年会シーズンが終わりました。やはり一番恐れていたことがおこりました。

そう、体重が戻ってしまいました。年の瀬が心配です。 

 

🌸腰痛 ― 2009年 12月 28日 15:19 

 暮れの会社の大掃除で本箱を移動させようと押しました。まったく動かなければあきら

めたのですが、何とか動いたもので全力で押しました。20 センチ程度動かしたのですが、

そのあと腰が痛くなってしまいえらい目にあいました。そのあと風邪をひいてしまい、さ

んざんな年末になりました。自宅の大掃除は逃げられましたけれど。 

 

🌸今度は足が痛くなりました。 ― 2010年 02月 11 日 15:23 

みんなに酔っ払って転んだのだろうといわれました。  

 最近は飲み歩いてはいないのですが。  

 一生懸命歩いて体重を維持しているのですが、歩かなくなるとすぐにまたメタボが心配に

なります。 

 

🌸テレビと新聞 ― 2010年 04月 05日 15:26 

人が並んだ状態を言うのにテレビと新聞とで異なります。  

 大行列ができた。       新聞（短く簡潔に）  

 長蛇の列ができた。     テレビ（他の人とはなるべく違った言い方をしたいのでし

ょう）  

 私はテレビでも、もっと簡潔な言い方ができないかといつも思っています。 

 

🌸東京の中心 ― 2010年 04月 16日 15:27 

地下鉄の東西線と南北線とＪＲの中央線の交差する所に飯田橋駅があります。  

まさに東京の中心です。近くにはいつでもお酒が飲める神楽坂があり、後楽園もすぐ近く

です。 そこにはみんなに愛される言語工学研究所があります。 

 

🌸使い捨て ― 2010年 07月 15日 15:34 

いま使っている辞書はぼろぼろなのですが、近々常用漢字が変わるので我慢して使ってい

ます。いつもは辞書はよく使うので使い捨てにしているのですが。そういえばこの国では
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総理大臣も使い捨てのようです。 

 

🌸純国産シソーラス ― 2010年 09月 08日 15:36 

純国産という言葉を良く目にします。食品に書いてあることが多いのですが。  

はなはだしいのには「純国産だからおいしい」と書いてありました。  

どうして国産だとおいしいのか分かりません。  

そういえば弊社のシソーラスも当然のことですが純国産です。  

これからキャッチコピーに「このシソーラスは純国産だからすばらしい」とでも書いてみ

ましょうかね。  

やっぱりダメそうですね。 

 

🌸突然、フィットネスクラブに通い始めました ― 2010年 09月 22日 15:37 

通ったといってもまだ２回なのですが。何十年ぶりに体操をしました。  

 周りの人はどうせ三日ぼうずだろうといっていますが、体操着を買ったりして当人はやる

気です。  

 １時間半いといろいろな道具を使って体操をしたあと、３０分お風呂に入ってきます。  

 血圧も下がって調子が良いようです。（暗示に掛かりやすい方なので）  

 終わった後のビールがうまい。 

 

🌸フィットネスクラブに通い始めて１月になりました。 ― 2010年 10月 19日 15:45 

最初はだめだろうと思ったのですが続いています。  

 週に２回程度通っています。  

でも体重は減るどころか１キロ増えてしまいました。  

 運動が終わった後のビールがうまいから。 

 

🌸歩数計 ― 2010年 11月 01日 15:49 

 ３０日の土曜日は台風で雨が降っていたので、一日中座ったきり老人をしていました。  

  その日一日の歩数計を見たら、なんと９０歩しか歩いていませんでした。 

 

🌸アンクレット ― 2010年 11月 09日 15:49 

 アンクレットというと足を飾る足輪を思いつく人が多いと思いますが、踵から下だけの

靴下の意味もあります。夏に半ズボンにソックスをはいていたときに家族にみっともない

からと言われてアンクレットを履き始めました。  

  寒くなっても、倅のお古のアンクレットを履いているのですが、これが意外と暖かく快

適です。考えてみれば、昔の足袋もこんな長さでした。一番末端を暖めると良いというの

が昔の知恵かも知れません。  
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  アンクレットは若者よりも年寄り向きです。 

 

🌸親指族 ― 2010年 12月 30日 15:57 

携帯電話を一部の人だけが使っていたころ携帯電話を使う人を「親指族」と呼んでいた。  

 今はほとんどの人が携帯電話を持つようになったので、親指族という言葉は聞かなくなっ

た。  

しかし私は不器用で、人差指で携帯を操作しているのでこんどは「人差指族」というごく

まれな人種になりそうです。 

 

🌸昨年 9月からフィットネスクラブに通っています。  

フィットネスクラブと言っても体重は１キロ増えましたが、体調がよくなりました。  

 「ブヨンブヨン」だったお腹が「ブヨブヨ」程度になりました。  

 少し寒さにも強くなったような気もします。  

 今年もよろしくお願いいたします。 

 

🌸今年からツイッターをはじめました。 ― 2011年 01月 06日 16:06 

KOKUBUYOSHIHIROという名前ででています。  

まだプロフィールも張り付けてないのですが、  

 近いうちに整備します。 

 

🌸カリカチュアです。ご笑覧ください。 ― 2011年 01月 09日 16:06 

ホームページ、フェースブック、ツイッターで使っています。こんな顔をしています。普

段そのカリカチュアを見ている人が私を見てあのカリカチュアに人だと分かったそうです。 

  

 

🌸出来上がる。 ― 2011年 01月 14日 16:12 

昨晩も飲んだのですが、私がホストだったので、早目に会館に行っていました。気にする
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ゲストでもなかったので、先に一人で飲み始めていました。ゲストが少し遅くなったので、

ゲストが来たときには私はすっかり出来上がってしまっていました。  

 多義語 建物が出来上がる（完成）、人が出来上がる（酔う） 

 

🌸ツイッターをやっています。 ― 2011年 02月 20 日 16:17 

やはり、ブログへの書き込みが減ってしまいました。ツイッターの方が気楽に書けます。

内容は相変わらず自虐的です。http://twitter.com/KOKUBUYOSHIHIRO 

 

🌸表記の揺れ ― 2011年 03月 15日 16:19 

日本語では意味も発音も同じなのにいくつもの書き方があります。  

 打ち合わせ。  

 打ち合せ。  

 打合わせ。  

 打合せ  

 打合。  

これを表記の揺れといいます。日本語に揺れが多いのは日本が地震国のためです。  

 今回の地震は激しかったので、まだ呼び方が揺れています。   

 東北関東大震災：ＮＨＫ。   

 東日本大震災：フジテレビ：ＴＢＳ。   

 東日本大地震：ＮＴＶ。   

 東日本巨大地震：テレビ朝日。   

 東北地方太平洋沖地震：テレビ東京 

 

🌸英会話の練習を始めました。 ― 2011年 06月 06 日 16:29 

 いつまで続くか分かりませんが、iPhoneで英会話を始めました。ＮＨＫのソフトは速さ

が調整できるので、遅くして聞いています。電車のなかでやっていると、あんな年寄りが

何をしているのかとみんなから覗かれます。ＮＨＫのいい宣伝になっています。 

 

🌸シャンプーの必要量 ― 2011年 07月 10日 16:30 

頭を洗うのに最近は数滴ですみます。もうすぐいらなくなるでしょう。 

 

🌸博物館入り ― 2011年 07月 14日 16:32 

 暑いので冷房に効いた博物館によく行きます。６５歳以上は入場無料なので。一応入り

口で年齢を照明するものを見せますが、私はどう見ても６５歳以下には見えないだろう。

もうすぐそのまま博物館に飾られてしまうかな。 
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🌸帰宅難民 ― 2011年 09月 21日 16:39 

台風で震災以来、半年ぶりで事務所に泊まることになりました。部屋の中にいたので外の

状況がわかりませんでした。  

 震災の時はたまたまつまみがあったのですが今回はありません。アナログのテレビも映り

ません。  

 前回はツイッターに感激しました。  

また飲み明かすことになりますが、さきほど夕飯を済ませたので。何も心配はありません。

気候も良いので下着だけで過ごしています。 

 

🌸彼岸花 ― 2011年 10月 04日 16:40 

後楽園に行ってきました。今年の秋は暑さが続いたあと急に寒くなって体調を壊してしま

いましたが。丁度彼岸花が満開でした。彼岸花は温度ではなくて、日の長さで花を咲かせ

るのでしょう。 

 

🌸シンボリルドルフ ― 2011年 10月 06日 16:41 

昨日のスポーツ新聞にシンボリルドルフが死んだという記事が一面トップで載っていまし

た。私が死んでも何にもでないでしょう。でも考えてみると、彼の方が稼ぎがよかったか

らしょうがないか。 

 

🌸調味料 ― 2011年 10月 18日 16:41 

料理のレシピを見ると調味料にお酒が書いてあります。我がシソーラスではお酒は調味料

に分類していません。お酒はそれだけで飲むもので、調味料として料理にいれたらもった

いない。だいいち調味料としてお酒が入っていても、いなくても私の舌では分かりません。 

 

🌸寝たきり老人 ― 2011年 11月 04日 16:50 

昨日は一日一人だったので、寝たきり老人をやりました。  

 一昨日の晩まではどこか魚のおいしいところへ、食べに行こうと思っていたのですが。  

 今日は少しすっきりしています。 

 

🌸老人の会合 ― 2011年 11月 19日 16:51 

久しぶりで高等学校のクラブの会合がありました。最初 12人が出席するという話しだった

のですが、おそらく二、三人は欠席者いるだろうと思って１０人分の席を予約しておきま

した。しかし、欠席者は一人もいなくて、全員が集まりました。この連中は他に遊んでく

れるひとがいないのでしょう。 

 

🌸小石川後楽園 ― 2011年 12月 07日 16:54 
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小石川後楽園に行ってきました。ちょうど紅葉が見頃です。今日は風もないので水に映っ

て綺麗でした.  

人生も秋の私の同輩が大勢いました。ぜひ行ってみてください。 

 

🌸月食 ― 2011年 12月 10日 16:54 

11年ぶりの月食だそうで、次の月食はいつだろう。  

これが今生最後の月食かもしれないので、遅くまで起きて見ました。 

 

🌸ヒッグス粒子 ― 2011年 12月 14日 16:54 

ヒッグス粒子の存在を証明できるかもしれないというニュースがありました。  

 言語工学研究所のシソーラスにはすでに登録してあります。 

 

🌸高台移転 ― 2011年 12月 29日 16:57 

今回の地震は 1000年に一度の大地震だそうである。ということは、あと 900年以上はこん

なに大きな地震は来ないということです。地震の原因が地殻プレートの摩擦という説明で

も、エネルギーが解放されたということなので少なくとも 500年はないだろう。普通の住

居は 500 年持つとは思えない。500 年ぐらいは今の場所に住居を作って 500 年ぐらい経っ

たら高台移転すれば十分ではないだろうか。 

 

🌸救命胴衣 ― 2011年 12月 29日 16:58 

海のそばの家には津波対策のために、住んでいる人数分の救命胴衣を全戸に備えておくべ

きです。津波で流されても生存する可能性が大幅に高くなるでしょう。津波警報がでて、

高台に逃げるときも、救命胴衣つけたまま逃げればより安全です。 

 

🌸上手な出頭のしかた。 ― 2012年 01月 03日 16:59 

今回の平田信の出頭のようなトラブルを避けるために警視庁では上手な出頭のしかたとい

うマニュアルを作ることになりました。 

 

🌸転んで顔を打ってしまいました。 ― 2012年 01月 29日 17:01 

 昨日転んで目の上を打って今顔がおいわさん状態です。  

 転んだときに手をついたのでが、反応が遅くて顔で地球を受け止めてしまいました。  

 「どうしたの」と聞かれたので「転んだ」と答えたら、  

みんなに「酔っ払って」と先に言われました。  

  でも顔で良かった。手を怪我したらご飯が食べられなくなってしまう。 

 

🌸忘れ物 ― 2012年 02月 20日 17:01 
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いつも早く来てくれている社員が今日は休みです。  

そんな日に限って鍵を忘れて、事務所にはいれませんでした。  

 社員に電話をしてすぐに来てもらい、なんとか部屋に入れました。  

 考えてみると忘れ物は小学校のころから多かった。 

 

🌸風邪を引きました。 ― 2012年 02月 27日 17:02 

もう冬は終わって今年の冬は一度も風邪を引かなかったと思ったのですが、今になって引

いてしまいました。日曜日に減量のためもあって食事をきちんとしなかったのが原因のよ

うです。風邪と言っても鼻水がでるだけです。夕べ、お酒を飲んで酔っぱらっているとき

は、鼻水は止まっていました。今朝、風邪薬を飲んだら鼻水はとまったのですが、頭がボ

ーっとしています。私は流行にはまったくうといので、インフルエンザということはあり

えません。熱もでませんし。 

 

🌸老人の飲み会 ― 2012年 04月 06日 17:05 

何十年ぶりで、旧友と飲みました。老い先短いので、生きているあいだにしゃべってしま

おうというわけかみんな良くしゃべる。こちらもすっかり良い気分になってこの年をして

午前様をやってしまいました。 

 

🌸日食眼鏡 ― 2012年 05月 19日 17:08 

ニュースで日食眼鏡が話題になっています。辞書に登録する身としてはあと何日話題にな

り続けるのでしょうか。すぐに誰の話にも出なくなるでしょう。 

 

🌸輝かしい 1週間 ― 2012 年 05月 20日 17:09 

いよいよ明日から、輝かしい一週間の始まりです。  

 ５月２１日（月） 金環食。次は 300年後だそうです。  

 ５月２２日（火） スカイツリーオープン。私が登るのはいつになるか。  

 ５月２７日（日） 1週間の最後を飾って、古きよき国分の 70歳の誕生日 

 

🌸アナログレコード ― 2013年 01月 29日 12:55 

我が家にアナログレコードが 200枚ぐらいあります。一応プレーヤーもそろっているので

すが全然聞きません。YouTube の方が絵も出るし、曲の途中を何回でも聞けるしはるかに

便利です。みなさんはもうアナログレコードは捨ててしまいましたか。私が死んだら捨て

られるのでしょう。 

 

🌸奥さんと妻 ― 2013年 01月 05日 14:33 

 正月はテレビづけでしたが、ひとつ気になる用語がありました。大分お年をめしたかた
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が「うちの奥さん」と言っていました。私の感覚では「奥さん」というのは尊敬語です。 

もうひとつ「誰々の妻」という言い方も気になります。ＮＨＫでもこの言い方をしていま

す。「誰々の婦人」と言うべきです。ちなみに英語でも your wife とは言わず Mrs. と言

うそうです。 

 

🌸太陽の黒点の数 ― 2013 年 01月 08日 09:56 

 寒さのためか今年の正月は我が家の水仙が一輪も咲きませんでした。11年周期で変わる

太陽の黒点が少ないままだという話を聞きました。黒点が少ないと太陽の磁場が弱くなり、

宇宙線を防ぐ効果が減り、霧箱と同じ原理で雲が増えて地球が冷えるのだそうです。今年

の冬が寒いのはそのためでしょうか。  

 

🌸飲み始めの時間 ― 2013 年 01月 11日 16:33 

暮までは、夕方 6時までは飲まずにいたのですが（日曜日は笑点があるので 5時半です）。  

しかし正月以降 4時になると飲みたくて落ちつかなくなります。 

 

🌸ビオラ ― 2013年 01月 15日 14:06 

 信じてもらえないかも知れませんが、毎日ビオラを弾いています。他人に聞かせられる

ほど上手くはないのですが、自分一人で弾いて結構楽しんでいます。高級な楽器を買わな

い限りお金のかからない年金生活者向きの趣味です。近所迷惑ですが。ご近所さんごめん

なさい。 

 

🌸YouTube ― 2013年 01月 18日 11:24 

今までは知らない曲の楽譜を弾いてみても、曲の良さまでは分かりませんでした。YouTube

で聞いてみたら素晴らしい曲だと分かり楽しんで弾いています。YouTube は素晴らしい。

YouTube ではこのほかに「ドッキリ」をキーに検索して見ています。海外の「ドッキリ」

でも言葉は分からなくても十分笑えます。 

 

🌸Ｔバック ― 2013年 02月 23日 15:50 

「ティーバックでおいしい紅茶を飲む」という記事がありました。臭くないのかしら。び

っくり。 

 

🌸桜は 2分咲きでした。 ― 2013年 03月 22日 16:24 

桜に浮かれて出かけました。まだ少し早くて 2分咲きでした。久しぶりで車で出かけたの

でお酒を仕入れてきました。日本酒１本、焼酎 4本、計５升です。そんなに仕入れても痛

む心配はまったくありません。それよりいつまで持つかな。フェイスブックだと消えてし

まいますが、ブログだと消えないので仕入れた日をここに書いておきます。私の個人メモ
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です。 

 

🌸昔入っていたオーケストラの演奏会 ― 2013年 06 月 30日 08:35 

昔入っていた東京ムジージク・フローのいうアマチュアのオーケストラの演奏会がありま

す。ブルックナーの 4 番ロマンティックを演奏しました。2 楽章のビオラが素晴らしかっ

た。私はもう 30年ぐらい前に辞めているのですが、私が抜けた結果か素晴らしいオーケス

トラになっていました。 

 

🌸ジェジェジェ ― 2013年 08月 28日 06:55 

「ジェジェジェ」は今年の流行語大賞になるでしょう。関東弁では「ギョギョギョ」がお

そらくこれにあたります。  

もうひとつ文末の「！」を「ジェ」と読ませてはどうでしょうか。「！！！」は「ジェジェ

ジェ」と読みます！ 

 

🌸食材の偽装 ― 2013年 11月 06日 08:07 

食品偽装が話題になっていますが、食べた人は今までだれも気がつかなかったわけです。

ということは高級食材は値段が高いだけの意味がなかったということではないでしょうか。

高級食材の価値を評価するためには目隠しテストをしてみるといいでしょう。おそらく

極々一部の人にしか価値は分からないでしょう。我々には普通の食材を使って安く提供し

てほしいものです。 

 

🌸高尾山の紅葉 ― 2013年 11月 27日 08:40 

昨日は、朝 5時に八千代台を出発して 8時半に高尾山口に着きました。まだケーブルカー

も動いていなかったので、歩いて登りました。9 時には頂上に着きました。いつもは頂上

でビールを飲むのですがまだ店はどこもやっていないので一休みして下山しました。雨上

がりで富士山と雲海がきれいでした。紅葉も丁度良かったのですが、カメラを忘れてせっ

かくの景色が撮れませんでした。次回からはカメラとビールを持って登ります。 

 

🌸ながら歩き ― 2013年 11月 29日 09:17 

「ながら歩き」の元祖は二宮金次郎です。  

 肥溜めに落ちたことはなかったのでしょうか。 

 

🌸虹 ― 2014年 05月 04日 14:17 

http://kokublog.asablo.jp/blog/2014/05/04/7301830
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買い物にでたら、晴れて薄曇りなのに空に虹が出ていました。凹んだような形の虹でした。  

テレビで「環水平アーク」と言っていました。珍しい現象だそうです。いい冥途の土産が

できました。 

 

🌸接待飲み ― 2014 年 06 月 18 日 06:49 

「取引先との接待飲みは労働時間か」という話が出ています。そうだとすると私はこれま

で相当の労働をしていたことになります。 打ち合わせはいつも 4時からで、5時からは毎

日のように飲みに行っていました。 

 

🌸企業家 ― 2006年 11月 22日 13:55 

企業家とは、誰も雇ってくれなかった人のことをいいます。我々の仲間には大勢います。 

 

🌸すごくごめんなさい ― 2016 年 08 月 23 日 17:20 

SMAP 解散のことで木村拓哉が「すごくごめんなさい」と言っていました。 

私の文法では「すごく」という副詞は程度副詞で、「すごく大きい」「すごく美しい」のよ

うに形容詞を修飾します。「ごめんなさい」という動詞を修飾すると奇妙に聞こえます。 

私だったら単に「ごめんなさい」というか「すごくご迷惑なことになってしまってごめん

なさい」と言うかのどちらかです。 

イケメンが言うとこんな言い回しも許されるのです。汚らしい年寄りのひがみでしょうか。 

 

🌸ついに私は赤絨毯を踏んだ ― 2017 年 05 月 21 日 10:14 

http://kokublog.asablo.jp/blog/2014/06/18/7347064
http://kokublog.asablo.jp/blog/2016/08/23/8160542
http://kokublog.asablo.jp/blog/2017/05/21/8569693
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参議院 70 周年だそうで、国会議事堂が公開されました。暇なので見学してきました。明

治の建物で細かいところまで彫刻がしてあり、一見の価値はありました。 

会議室がたくさんあって、これだけ部屋があるのなら政治家はわざわざ赤坂の料亭に行く

必要はないのではないかと思います。  

 


