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待ってました!「おわら風の盆」 投稿者：夢子 投稿日：2007年10月12日(金)08時58分58秒
返信・引用
new[おわら風の盆］、ちびくろさんとご一緒でよかったですね。旅のこぼれ話は折々伺っていたけれど、とても素
敵なHPになりましたね。動画の響きもよく、翠昌さんも仰
っているようにに幽玄な夜へのいざない、そう、［真夏の夜の夢］ならぬ夏の夢覚めて後の［おわら風の盆］「心に
しみじみの世界」が翠昌さんの言葉と共に伝わります。次
号も楽しみです。
http://www.jorudan.co.jp/norikae/norimap.html

-------------------------------------------------------------------------------ありがうございます 投稿者：管理人 投稿日：2007年10月 3日(水)23時50分9秒
返信・引用
ちびくろばっぱ様
ご一緒に行った「おわら風の盆」は楽しかったですね。3日の朝は好天気、飛騨高山では日
傘を差しての観光、暑くてアイスをほお張って食べたりし
て、、。移動中にガイドさんから「風の盆はお天気が悪いことが多い」と聞き(先生からも)、まさかこんなにお天気
が良いのに！！と思っていたら、途中から曇行きが怪しく
なり、窓ガラスにポツポツと雨が、、「止みますように」祈りながらの到着でした。諦めかけたころに、念願の夜流
が観れた時は、本当に嬉しかったですね。帰路に踊り子さ
んと記念写真も写して、地元の皆さんは好意的で踊りのポーズも見せてくれました。いま思えば「雨もまた楽し」だ
ったのでしょうか？。ちびくろばっぱさん、楽しい旅を有
難うございました。
http://sui22042006.hp.infoseek.co.jp/

-------------------------------------------------------------------------------素敵に ♪おわら恋唄再び♪ 投稿者：ちびくろばっぱ 投稿日：2007年10月 3日(水)22時04分3秒

返信・引用

動画とともに流れる哀愁のメロディー♪再び、 一ヶ月になりますね、嬉しいですね又聴けました。動画期待して
いました。雨上がりのもゃっとした中、良く撮られました
ね。町民広場も、ちびくろでは観客の傘ばかりで踊り子さんの頭だけでしたよホ・ホ
ったです。翠昌さんとご一緒で天も助けてくれました。若

でも本当に雨が上がってよか

い踊り子さんと写したり、ハッピの男衆とも写したりと雨の為のサービス？思いがけずの記念に。楽しい旅を翠昌さ
ん有難うございました。
-------------------------------------------------------------------------------ありがとうございます 投稿者：管理人 投稿日：2007年10月 3日(水)20時24分16秒
返信・引用
乙女？ママ様 訪問コメント有難うございます。カメラに疎い翠昌ですので、今回はちびくろばっぱさんとご一緒
に先生に教えて頂きました。私のカメラは、夜の撮影に
IOS感度設定は無理とのことで、オート撮影で撮りました。夜でも街灯があり明るいところは、まあまあ写りました
が、暗いところの写真は写りも暗くて、見ずらい写真になり
ました、カメラは難しいですね。３日間で人口2万人が30万人になるといわれるほど「風の盆」は幽玄の世界に、ひき
込まれるといわれます、是非行ってみてください。
乙女？ママさんが是非食べたいと仰っている、先生お薦めの近江市場”ひら井”やさんは、次回の更新でお知らせし
ますね。有難うございました。
http://sui22042006.hp.infoseek.co.jp/

-------------------------------------------------------------------------------素敵な夜流し「かぜの盆」 投稿者：乙女？ママ 投稿日：2007年10月 3日(水)12時13分28秒
返信・引用
「越中おおわら節」の動画で始まる、翠昌さんの素敵なHP「かぜの盆」更新おめでとうございます。写真撮影、夜
は特に難しいぜすね。あいにくの小雨交じりのお天気だっ
たそうでが、翠昌さんの動画＆写真撮り方お上手ですね、会場の雰囲気がHPから溢れてます！。乙女？ママ、北陸方
面旅行は夏冬3度だけですが、6年前8月、宇奈月温泉で素敵
な「かぜの盆」のポスター観ました。機会があったら行ってみたいです。運刻斎先生のお勧めの、近江市場の、ひら
井やさんの美味し～い「海鮮丼」是非食べたいでーす。「
かぜの盆」以外の更新楽しみにお待ちしたます。
http://tomie321.hp.infoseek.co.jp/
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-------------------------------------------------------------------------------先生、ありがとうございます 投稿者：管理人 投稿日：2007年10月 3日(水)00時18分23秒
返信・引用
楽しかった風の盆の旅も、早いですね１ヶ月が経ってしまいました。きょう出来上がった時は嬉しかったです。夜
の写真撮影で動く被写体は難しいです、傘を差しての撮影
は手もゆれて最悪でした。先生、ちびくろばっぱさん、翠昌と、それぞれの想いが出ていたのでしょうか？。難しい
ことは分かりませんが、先生のお話はよく分かります。先
生は男性の良き先輩、ちびくろばっぱさんは女性の良き先輩、私はまだまだ未熟な者。これからも御二人の素敵な先
輩に、PCや人生のお勉強を教えて頂きたいと思っておりま
す。どうぞ宜しくお願い致します、有難うございました。
http://sui22042006.hp.infoseek.co.jp/

-------------------------------------------------------------------------------風の盆競作 投稿者：運刻斎 投稿日：2007年10月 2日(火)22時25分42秒
返信・引用
運刻斎、ちびくろばっぱさん、翠昌さん３者競合の風の盆になりましたね、おのおの個性があって面白いと思いま
す。同じ踊りを見ても視点とか人生観とか美意識が微妙に
異なりますので、、人間の面白いところですね。運刻斎は写真の品質にはうるさいので完璧なピント、露出、構図な
どを大切にしています。
http://www5e.biglobe.ne.jp/~tomoya/link181.html

-------------------------------------------------------------------------------ありがとうございます 投稿者：管理人 投稿日：2007年 9月29日(土)00時24分36秒
返信・引用
夢子さま 訪問コメントしてくださり有難うございます。ビデオはカメラの動画で撮影しました、動画にすると写
真の枚数が少なくなります、撮る時は考えて映しますので
、その加減も難しいです。［トリミング」も難しいですね、翠昌のPCは古いので！DVDを作れません、ビデヲカメラを
持っていても自分でDVDを作れず(娘の結婚式)、先生にお
願いしました。先生には感謝でいっぱいです。私こそ夢子さんの後をついて勉強させて頂きますので、どうぞ宜しく
お願い致します。
ならねこさんの舞台背景の大きなハイビスカスが素晴らしいですね、さすがです。6日(木)[ジプリの森原画展]で楽し
くお話して見学できた事、昨日のように鮮明に思い出しま
す。[琉球エイサーコンサート]のご成功おめでとうございました。来月の朗読劇の演出、舞台監督も凄いですね、ご
成功を夢子さんと一緒に祈ってます。
夢子さんのHP更新、後でじっくりと拝見させて頂きます。
http://sui22042006.hp.infoseek.co.jp/

-------------------------------------------------------------------------------翠昌さんのお得意分野、楽しいです! 投稿者：夢子 投稿日：2007年 9月28日(金)16時24分0秒
返信・引用
箱根ヴェネチアングラス美術館、とてもきれいですね。アクアマリンでの動画は、自分が魚になったように浮遊感
のなかでやすらげます。ビデオもカメラ（最新作期待して
ます！（笑）もバッチリですね。hpではサイズを気にしなければならないので［トリミング」が必要ですが、いろい
ろ挑戦して私たちを楽しませてください。私もまた、運刻
斎先生に音楽関係を教えていただきたいと思っています。後からついてゆきますのでよろしくね。
翠昌さんありがとう！ 豆腐卯＆コーヒーぜりーレシピ、（豆腐ゼリーは翠昌さんが以前夢子掲示板にゴーヤ料理と
一緒に掲載してくれたもの）確かに受け取りました。お忙
しい中
貴重な時間を割かせてしまいましたね。さっそく、挑戦いたします。では明日又．．．
http://yumeko1203.tiyogami.com/

-------------------------------------------------------------------------------お寿司が大好きな、、 投稿者：管理人 投稿日：2007年 9月25日(火)23時41分16秒
返信・引用
編集済
美味しいものにも目が利く先生、コメントありがとうございます。昨年の春の旅行も箱根でした（7月更新・星の
王子さまミュージアム）、母がお寿司を食べたいと話しま
したので探しましたが、芦ノ湖周辺に無く苦労しました。地元の人に聞いて生きた魚をその場で生け捕りのお寿司屋
さんに行きました。場所は分かるのですが、お店の名前は
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今分かりません。今度箱根に行った時には、先生お薦めの宮下駅近く「やまひこ鮨」を訪ねたいと思います。有難う
ございました。
http://sui22042006.hp.infoseek.co.jp/

-------------------------------------------------------------------------------箱根のグルメだったら 投稿者：運刻斎 投稿日：2007年 9月25日(火)20時28分21秒
返信・引用
やまひこ鮨をお勧めします、箱根登山鉄道線で宮下駅下車すぐ、箱根の街道から一歩中へ入った処にひっそり佇む
お鮨屋さんです、箱根の山で鮨？？と言わずぜひ一度お訪
ね下さい。流通が発達した現代だからこそ実現したお店、お魚はすべて相模湾の旬の素材が中心。その確かな味は我
儘な運刻斎をして「まいった」と言わせる位の出来栄えで
す。その割りにお値段は高くなく、千葉県の成田やY市の市役所前にも支店がある「○○っ子寿司」よりやすいので
す。「○○っ子寿司」でお刺身を１品とって握りの「松」を
頼んで２－３杯飲むと２人で約17,000円～20,000円くらい取られますが此処では2人で約15,000円で同等以上の満足感
が得られます。「○○っ子寿司」だって決して悪くは無い
のですが、職人の寿司とファッションの寿司の差が如実に出ている実例として挙げて置きます。
-------------------------------------------------------------------------------ありがとうございます 投稿者：管理人 投稿日：2007年 9月25日(火)00時09分26秒
返信・引用
ちびくろばっぱ様
いつも訪問、コメント有難うござます。 箱根は？と言えば「箱根の山は 天下の剣
関も物ならず 萬丈の山 千仭の谷、、、」と滝 廉太郎

函谷

：作曲のこの歌が直ぐに思い浮かび、訪れたことが無くても、誰もが！子どもの時から知っている素敵な所ですね（
翠昌は東京生まれなので特に）。ちびくろばっぱ様も同じ
ですね。お友達とお二人で湯本から甘酒茶屋まで歩く計画で、来ないバスを待つ時のお気持ちはさぞかし心ぼそかっ
たことと思います、ご親切なお土産やさんが通りかかって
良かったですね。昔から時代劇や箱根駅伝でお馴染みなので、なぜか弥次さん喜多さんの旅姿が想い浮んできてしま
いました（現代版の2人）。翠昌たちは甘酒茶屋で美味しい
、お餅と串こんにゃくを食べました。箱根は楽しくて良いところですね。
http://sui22042006.hp.infoseek.co.jp/

-------------------------------------------------------------------------------箱根の山は天下の・・名所！ 投稿者：ちびくろばっぱ 投稿日：2007年 9月23日(日)22時57分10秒

返信・引用

恒例の素敵旅第2編、更新おめでとうございます。箱根っていいですね。気楽に行けて、奥
が深くて、変化あり、温泉ありですよね、ガラス美術館や森の小さな水車小屋？などはて、何処のおとぎの国へ迷い
込んだかしら？の感じ、写真爽やかです。水族館の魚達の
演舞、自然の美しさに驚かされます。前編の真鶴も昔尋ねましたが殆ど記憶ありません、三石の方までも行きません
でした、写真拝見してとても新鮮な感じでした。あの時は
小湧園でのクラス会へ友達と二人、湯本から甘酒茶屋まで旧道を歩く計画で早雲寺もお参りして、甘酒茶屋でバスを
待ったが遂に来なくて、立ちんぼ、通りかかった、お土産
やさんの車が止まってくれて、バスは来ないから乗っていきなさい。と小湧園まで送って下さいました。箱根での懐
かしい昔の思いで、翠昌さんの写真から、そんなこと蘇え
りました。毎回の素敵旅でお母様お喜びですね、アルバム作りもなさって、差し上げて翠昌さん親孝行、ご立派で
す、今後のHPも楽しみにしております。富士山大好きおばば
です、有難うございました。
-------------------------------------------------------------------------------ありがとうございます 投稿者：管理人 投稿日：2007年 9月22日(土)10時02分11秒
返信・引用
編集済
乙女？ママ様
いつも訪問、コメント有難うござます。そうです水族館魚類大水槽には200種20,000匹のカラフ
ルな魚たちがいます、ダイバーが現れると四方から集まり
、群れで泳ぐ姿に観客席からは「うあー」とか感嘆の声があがりました。乙女？ママ様もお孫さん達と伊豆三津シー
パラダイスでアシカショーなどご覧になり楽しかったと思
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います。
素敵な写真のご紹介有難うございます、お天気もよく最高の富士山ですね。可愛いペンギンの上手な泳ぎ？を見てく
ださい。こちらも箱根園水族館の仲間です。
http://sui22042006.hp.infoseek.co.jp/

-------------------------------------------------------------------------------２０,０００匹の熱帯魚！! 投稿者：乙女？ママ 投稿日：2007年 9月21日(金)22時29分49秒
返信・引用
編
集済
箱根園水族館魚類大水槽で、ダイバーが20,000匹のお魚たちに餌をあげるショー？すごい迫力ですね、ダイバーが
色とりどりの熱帯魚に囲まれダイバーさんの姿が？？です
ね。、、お正月の旅行で、乙女？ママは孫と伊豆三津シーパラダイスでアシカショーや沢山の熱帯魚と楽しいひと時
過ごしたことを思い出しました。水族館は何度行っても楽
しいですね。翠晶さまも伊豆＆箱根何度行かれてるそうですね、確かに伊豆＆箱根楽しいです！！、山の幸、海の幸
に恵まれ新鮮なお野菜、お魚も美味しいです！！それに日
本一の富士山どこから眺めても素晴らしいですね。今回更新されたホテルからの富士山も素敵ですね。イタリア人歌
手によるカンツォーネ生演奏も聞かれ楽しい思い出が沢山
の素敵なHP更新「、、、＆箱根NO２」楽しく拝見させていただきました。
http://tomie321.hp.infoseek.co.jp/

-------------------------------------------------------------------------------ありがとうございます 投稿者：管理人 投稿日：2007年 9月20日(木)23時46分3秒
返信・引用
いつも訪問してくださり有難うございます。5月の旅行も潤・P・潤・Qと続き、きょう潤・Qが更新出来ました。他
にも更新したいのがまだ有ります、順に更新しないと来年
に持ち込んだら大変！ですので、良かったです。擬似パノラマの写真ですか、九十九里浜の海岸が広く見わたせる感
じが分かります。本物！を次回見せてください。パノラマ
写真もいいですね。「楽しい掲示板」にしてくださったので、写真を見ることが出来るようになりました、あわせて
有難うございます。これからも宜しくお願い致します。
http://sui22042006.hp.infoseek.co.jp/

-------------------------------------------------------------------------------突然更新ですか？ 投稿者：運刻斎 投稿日：2007年 9月20日(木)21時59分36秒
返信・引用
ひそやかに更新していますね、でもスローペースもまた良いものです。写真は九十九里浜で先週撮影した擬似パノ
ラマです。
http://blog1.net4u.org/sr4_diary/2011mickey3/

-------------------------------------------------------------------------------楽しい掲示板 投稿者：管理人 投稿日：2007年 9月 1日(土)21時22分53秒
返信・引用
先生、有り難うございました。訪問してくださった皆様のコメントと一緒に、時により関連写真が見れたらどんな
にか楽しい事でしょう。設定変更でそれが実現して、ドイ
ツ旅行の素敵な写真を拝見することが出来ました有り難うございます。回を重ねるたびにＨＰも素敵に改良されて行
きます、後は翠昌が更新やコメントをまめにすることだと
思います。今後の課題としてはＰＣと仲良くする時間を作ることです、頑張ります！これからも宜しくお願い致しま
す。
-------------------------------------------------------------------------------ドイツの白猫 投稿者：運刻斎 投稿日：2007年 9月 1日(土)16時49分35秒
返信・引用
ライン川沿いの町ニーダスタインで出会った白猫です、人懐っこくて上品な猫です。
http://silverraccoon.hp.infoseek.co.jp/

-------------------------------------------------------------------------------写真の投稿 投稿者：運刻斎 投稿日：2007年 9月 1日(土)10時39分13秒
返信・引用
掲示板の設定が終わりました。写真の投稿ができる様になりましたのでドイツ風景を掲載させて頂きます。
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もうすぐ画像入りに改良 投稿者：運刻斎 投稿日：2007年 9月 1日(土)04時17分7秒
返信・引用
現在は画像の掲載が出来ない設定になっていますが、Teacupさんの管理人権限でログインすれば画像の投稿ができ
るようになります。今までInfoseekの掲示板で悪質な画像
書き込みが多かったため皆様の掲示板の設定を画像の掲載が出来ない設定にしていましたがそれを解除いたします。

-------------------------------------------------------------------------------ありがとうございます 投稿者：管理人 投稿日：2007年 8月23日(木)15時40分55秒
返信・引用
乙女？ママ様
訪問、コメントありがとうございます。「真鶴」という地名が素敵で良いですね、真鶴の人気ス
ポットでシンボルの「三ツ石」は笠の形に似ているので「
笠島」と呼ばれて、引潮時には岩まで歩いて行く事も出来るそうです（距離はありますね）。余裕のある日程で行か
れれば、ブラボーお恵様のコメントにも書きましたが４つ
のコースから選んで散策されると楽しいと思います（前もって問い合わせれば無料ガイドを頼めるようです）。乙
女？ママさんの夜のドライブ！も渋滞では大変でしたね。三
ツ石の写真を近くで撮りたいと海岸に下りる途中の茶屋で「片岡鶴太郎さん、星野富弘さん」の作品展示の看板があ
り入りました。お二方の作品を拝見した後に、額に入った
十数点の書と大小の竹筆が目に留まりました、望月さんという芸術家の書で毛筆とは違う動きのある美を感じまし
た。
乙女？ママさんも一眼レフカメラで、いろんな美をお勉強されていると思います、今度は是非拝見させて頂きたいと
今から楽しみにしております。
-------------------------------------------------------------------------------真鶴・箱根＆伊豆綺麗ですね 投稿者：乙女？ママ 投稿日：2007年 8月23日(木)00時22分12秒
返信・引用
編集済
翠昌様、お母様・お姉様と恒例のご旅行今回は、「真鶴・箱根＆伊豆」五月晴れ、木々の新芽が綺麗ですね。「真
鶴」素敵な名所・旧跡があるんですね。箱根・伊豆は、乙
女？ママも何度か観光してますが、「真鶴」は観光で訪れたことはありません。（20年ほど前に、知人のお見舞（伊
豆）の帰り、真鶴半島回って帰りましたが、渋滞で（フジ
サンケイゴルフ？終了時間と重なリ）、ライトが半島をぐるっと囲み綺麗だった記憶が、だけです）伊勢二見浦の様
な、真鶴の三ツ石で初日の出、拝めたら素晴らしいですね
。幕末の台場(砲台)跡・与謝野晶子歌碑も是非観たいですね。豪華なヒルトンホテル・箱根の名所等のお写真も良い
ですね。楽しい旅のお写真をアルバムに、お母様とお姉様
にプレゼントお喜びになられますね。後半の更新楽しみにお待ちしてます。
http://tomie321.hp.infoseek.co.jp/

-------------------------------------------------------------------------------ありがとうございます 投稿者：管理人 投稿日：2007年 8月22日(水)23時12分14秒
返信・引用
foxlady 様 訪問、コメントありがとうございます。表紙写真を褒めて頂き有難うございます。写真を選んでか
ら、どの位置に置くか考えるのが楽しかったです、一番時間
がかかっていると思います。6枚の内、下の左右2枚が今回更新の写真になりホテルロビーの生演奏です。残り4枚は次
回の更新で紹介しますが、「あ、○○、、、」と直ぐに分
かった方もいらっしゃりますね。
foxlady さんも今回の更新で、きれいな山の写真を「合成のパノラマ」にされ、とても素敵なテクニックをお披露目
して下さいました。やはり同じ「新しい風!」ですね。有難
うございました、素敵な言葉「新しい風」、、
-------------------------------------------------------------------------------表紙が素敵！ 投稿者：foxlady 投稿日：2007年 8月22日(水)09時32分56秒
返信・引用
表紙の写真のレイアウト、すてきです。こんな感じって、、新しい風！
とてもいいですね。いろいろなテクニ
ック、さりげなく使われていて、とても、高級感！
-------------------------------------------------------------------------------お帰りなさい 投稿者：管理人 投稿日：2007年 8月20日(月)22時02分3秒
返信・引用
編集済
ご家族4人での11日間のドイツ旅行も終わって無事にご帰還され良かったです、お疲れ様でした。絵画のご趣味が
あり描かれる先生は今回のご旅行で博物館や美術館巡りも
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多くされ、沢山の名画を見てこられたと思います。心強いお婿さんとご一緒なのでお好きなドイツワインの試飲も昼
食のワインも思う存分お飲みになれ、奥様お嬢様とも楽し
く語らいながらの素敵な海外旅行をされました、お幸せですね。先ずは、旅の疲れを早くお取になってください。

-------------------------------------------------------------------------------ありがとうございます 投稿者：管理人 投稿日：2007年 8月20日(月)21時36分11秒
返信・引用
ブラボーお恵様 訪問、コメントありがとうございます。いつも旅行を楽しみにしている母がいて姉妹がいて（家
族の理解があり）3人で楽しんでいます。宿は予約して行
きますが見学先は宿か車の中で決めます。真鶴は小さな町ですが真鶴半島はウオーキングモデルコースが4つあり見学
したい場所、総歩行時間や距離で選ぶ事が出来ます。私達
は母の足が悪いため車の移動出来る所まで行き、後は私が一人で写真を撮り記念アルバムにして母と姉に渡します。
涼しい時季に散策すると楽しいと思います。ヒルトンホテ
ルは本当凄いです、入り口から坂を上り玄関までの距離の長さにビックリします、客室から見える景色も敷地内で
す、これが税金で建った建物（一見の価値あります）。プー
ルも宿泊者はいつでも利用できるので泳ぎたかったです（水着貸りれたっか！）。
後半で紹介する所は、心さんも行っていると思います。
-------------------------------------------------------------------------------朝から酔っ払い 投稿者：運刻斎 投稿日：2007年 8月20日(月)03時30分28秒
返信・引用
フランクフルト空港のJALラウンジから書き込んでいます。今日はドイツワインを語るのにはずせないエーベルバ
ッハ修道院に行きました。1135年に創設されたエーベルバ
ッハ修道院は神聖ローマ帝国オットー1世の庇護を受け、一時、ヨーロッパ最大のワインビジネスを展開していまし
た。今でも広大なぶどう畑は見るものを圧倒します。運刻斎
は朝からワインの試飲と昼のワインでご機嫌です。
http://blog1.net4u.org/sr4_diary/2011mickey3/

-------------------------------------------------------------------------------ステキな旅ですね。 投稿者：ブラボーお恵 投稿日：2007年 8月20日(月)00時16分56秒
返信・引用
恒例の親子旅、翠昌さまご家族の思いやりや仲の良さが伺えます。写真が綺麗に揃っていて見やすいで～す。真鶴
には、立ち寄った事がありませんが、綺麗なところなんで
すね。行ってみたくなりました。小田原のリゾートホテルは豪華で凄～い・・・。高いんだろうぁ～？1日中、ホテル
で遊んでも時間が足りないくらいでしょうか？そしてまだ
まだ沢山の名所がある箱根は見所が一杯で、何度行っても飽きないし、毎回新しい発見があり楽しいところです。旅
の後半、次回の更新を楽しみにしています。
-------------------------------------------------------------------------------ＰＣは世界の３割打者！ 投稿者：管理人 投稿日：2007年 8月19日(日)23時50分40秒
返信・引用
編集済
海外旅行に一家で３／４台のＰＣをご持参の先生御一家は７．５割！素晴らしいですね。無線ＬＡＮ接続のＰＣが
あれば、国内外旅行の便りや写真を送信することが出来ま
す。今回お蔭様で肌で感じることが出来ました有難うございます。「パソコンを始めて」これは翠昌のホームページ
・リンク「１」のタイトルです。パソコンのいろはから教
えて頂き、難しいＨＰ作成も教えて頂き、ＰＣ界の何かが？何分の一の確率で！少しでも見れるようになれたら楽し
いです。ネット接続情報を交換しながらの御旅行に、お仲
間の皆様と恩恵に与かれたこと嬉しく思います、有難うございました。お土産話を楽しみにしております。
-------------------------------------------------------------------------------ネット接続の確率は3割 投稿者：運刻斎 投稿日：2007年 8月19日(日)14時26分9秒
返信・引用
今回の旅は9泊しましたが、ホテルでネット接続できたのは3回、そのうち1回は有料で2回は無料でした。そのほか
観光地では町なかでセキュリティで保護されていないネッ
トワークが見つかることもあって大きく情報から取り残されることはありません。ネットへの接続は大抵はホテルの
インフォメーションで説明書（英文）があるのでレセプシ
ョンでネットワークキー（パスワード）を貰ってネットワーク（LAN)に入るとネットワークからインターネットに入
ります。もちろん日本語のパソコンであれば日本語でメー
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ルを送れるし掲示板への書き込みもできます。今回我が家では私のPCのほか娘、娘婿と合計3台のPCを持参しています
から（3台とも無線LAN内蔵）常にネット接続情報を交換し
ながら旅をしています。
-------------------------------------------------------------------------------童話のような世界 投稿者：管理人 投稿日：2007年 8月19日(日)14時16分14秒
返信・引用
ドイツ旅行も終盤に入り先生も感慨深い想いですね。皆様宛メールを拝見して、ドイツ初の入居地アパート前で偶
然大家さんと再会されたこと、そして皆さんが共に感動の
挨拶。懐かしい恩人との再会はドイツの家族的な生活と、先生が気持ち良くお仕事された事が窺われます、素敵な出
会いに乾杯です。
ドイツアルペンの最高峰（ツ－クシュピッツェ）の写真は素晴らしいです。丘のうえのヒルッシュホルン城の写真も
良いですね、川沿いの古いお城を眺めながら、宿泊された
ホテルのレストランで最高のワインを味わい、豪華なお食事をされてまるで夢のようなお話しです。日本時間の明日
お帰りですね、今夜は！最後の宿泊です、心行くまでお楽
しみください。お気をつけて、、、お帰りお待ちしております。
-------------------------------------------------------------------------------古城ホテル 投稿者：運刻斎 投稿日：2007年 8月19日(日)05時53分1秒
返信・引用
ドイツではネッカー川、ライン川、マイン川などの川沿いに古いお城があります、その昔は川を往来する船から関
税をとっていました。今は殆ど廃墟ですが、中には内装を
施してホテルにしているところもあります。18日はその中でも有名なマイン川沿いのヒルッシュホルン城に泊まりま
した、ちょっ贅沢ですが久しぶりのドイツなので奢りまし
た。ホテルのレストランはミシュランの星つきでワインも最高です。夜は寒くて屋外レストランでは暖房（赤外線ラ
ンプ）が入ります。
-------------------------------------------------------------------------------無線LAN接続でドイツも隣国に！ 投稿者：管理人 投稿日：2007年 8月16日(木)22時19分40秒
返信・引用
懐かしいドイツの地「バッド・デュルハイム」に到着されて感動を新たに眺められた景色は、素晴らしいと思いま
す。沢山の思い出で暫らくは時を忘れられたのではないで
すか？。ドイツ語もすらすらと話されて、楽しい観光はご家族との思い出アルバムとしてまた増えますね。
そちらの気温は12℃で肌寒いと書かれておりますが、日本の今日の気温は、岐阜県多治見市と埼玉県熊谷市で40．９
度と、７４年振りに最高気温の記録が更新されたそうです
。本当に暑いです、体温より高い気温で、こちらは熱中症に罹る方が多く大変です。先生は良い時期に海外旅行に行
かれました。ヨーロッパでの国境移動、そしてお帰りの際
は温度差にご注意ください。やはりドイツは遠いいですね。
-------------------------------------------------------------------------------バッド･デュルハイム 投稿者：運刻斎 投稿日：2007年 8月16日(木)16時44分59秒
返信・引用
バッド･デュルハイムという温泉町にいます。気温は12℃サマーセーターを着てもまだ肌寒い感じです。此処は昔
初めて宿泊したドイツの町で懐かしくて感動です。
-------------------------------------------------------------------------------１／２．５次は！！ 投稿者：管理人 投稿日：2007年 8月14日(火)23時44分7秒
返信・引用
編集済
ドイツ旅行の旅先から、お便り有難うございます。ブログ＆掲示板などの写真を拝見致しました、3枚とも絵に描
いたような素晴らしい写真ですね、山合の家が素敵でした
。大好きな博物館や美術館をめぐり、そしてご家族の皆様とお好きなワインを本場で飲めることは、幸せな事だと思
います。
明日は何処に行かれるか？楽しい計画と、、LAN接続のサービス40％の確立、次はどの地か？どちらも楽しみですね。
翠昌は今日お盆で実家に帰り、久しぶりに多勢の家族と食事を共にしてきました。どうぞ楽しい家族旅行を、、、

-------------------------------------------------------------------------------確率40％ 投稿者：運刻斎 投稿日：2007年 8月14日(火)11時03分58秒
返信・引用
ドイツのようなIT後進国でもホテルによっては無線LANが繋がります。今のところ確率は40％です、日本だったら
田舎のビジネスホテルでも必ずLAN接続のサービスがありま
すが、やはりドイツは遅れています、、また繋がれば書き込みします。
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-------------------------------------------------------------------------------びっくりしました！無線のネットワークサービス 投稿者：管理人 投稿日：2007年 8月10日(金)23時27分46秒
返信・引用
先生、有難うございます。無線LAN内蔵のＰＣは便利ですね。成田空港のビジネスクラス控え室で搭乗前の一時を
ゆっくり過ごされて、ＰＣ書き込み素敵です。語学堪能な
ご家族ですので、個人旅行も安心して長期観光ができると思います。７年ぶりのドイツ訪問、懐かしい思い出も沢山
あることでしょう、どうぞ楽しんでいらしてください。そ
してお土産話と、素敵な写真をいっぱい、楽しみにお待ちしております。無線LANより英語での投稿も！楽しみにして
います。
では、お気をつけて、、♪Mit freundlichen Grussen ： Gehen Sie bitte♪
-------------------------------------------------------------------------------結構繋がる場所が多いですね 投稿者：運刻斎 投稿日：2007年 8月10日(金)12時20分17秒
返信・引用
無線LANを内蔵していますのでネット接続が出来ます。今は成田空港のJALのさくら･ラウンジですが無線のネット
ワークサービスがありました。あちこちでこの様な場所が
あるといいのですが、まずは国内からの書き込み最後となります。13時発のJL407でフランクフルトに向かいます。

-------------------------------------------------------------------------------ありがとうございました 投稿者：管理人 投稿日：2007年 7月17日(火)17時34分49秒
返信・引用
ちびくろばっぱ様 一昨日は雨の中いらして下さり、有難うございました、お車ではないので大変だったと思いま
す。台風接近予報もあり無理なのではと思いましたが、無
事に終了しました。終演時には雨も止み（小雨の方も）お越しくださった皆様が濡れずにお帰りいただけたので、よ
かったです。
ならねこさんからのお知らせで、向野幾世さん原作のドラマ「お母さん、ぼくが生まれてごめんなさい」の放送を知
りました。今回の「県こども合唱フェステバル」で歌った
曲「うたよ」「アメイジング・グレイス」の練習では、歌詞の心をとらえる、テンポもですが、両・指揮者のご指導
を受けました。出演の子ども達とドラマのやっくん、それ
ぞれの想いがあるのでは、、、急ぎHPに更新することにしました。観客の大人も子供も出演者も、素晴らしい歌を歌
い、聴き、皆新たな気持ちもで明日に向かって行けたら最
高ですね、翠昌も頑張ります。ちびくろばっぱ様、これからも宜しくお願いいたします。
「参考」ありがとうございます 投稿者：管理人 投稿日：2007年 7月17日(火)16時45分2秒
返信・引用
先生、英語の原詩を有難うございます。英語・ドイツ語が堪能で、その他数ヶ国語もお出来になる先生ですので、
原語で歌うことはお手の物だと思います。翠昌は英語が大
の苦手です（姉は得意、姉妹でも違います）。カタカナ英語にならないように、正しい発音を教えて頂けば良かった
ですね。発表は３番まで歌いました（１番は子供たち、２
番は大人、３番は一緒に）。この原詩は６番までですか、７番までありますか？元々の歌詞は６連からなるもので、
そのあとの部分は後世の人達が追加したと、先のミニ知識
に書いてありました。
本田美奈子さんの歌唱力はバッグンです、なかでも「Amazing Grace」は最高でした。音楽にも詳しい先生好みの「ア
レサ・フランクリンさん」の歌は、もちろん！！翠昌は聴
いた事ありません、素晴らしい歌だと思います。いつも、沢山の情報をくださるので勉強になります、有難うござい
ました。
-------------------------------------------------------------------------------心 洗われました 投稿者：ちびくろばっぱ 投稿日：2007年 7月16日(月)23時03分3秒
返信・引用
翠昌さんお疲れ様でした。先日のならねこさんからのテレビ紹介から引き続き、今回の「こども合唱フェスティバ
ル」の紹介と一生懸命のご様子でした。管理人の翠昌さん
、夢子さん、乙女ママさんと皆様の素晴らしいコメントを拝見して、ちびくろは、感動いたしました。仰る通り素敵
でした。残念ながら2部からとなり翠昌さん参加の「アメイ
ジング・グレイス」をお聴きできなくて心残りでしたが、皆様のコメントを拝見しながら、子供達の清清しいハーモ
ニー、所作を交えた微笑ましい姿を思い出して、1部の姿を
想像しています。ちびくろは演歌しか唄えませんが、聴く事はジャンルを問わず大好きで、孫が中学の時クラス対抗
の音楽コンクールが文化センターで有って毎年聴きに行っ
たものです。私は、おちびちゃんの魔法使いの衣装が印象に残りました。翠昌さんご苦労様、ありがとうございまし
た。
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http://tei123.hp.infoseek.co.jp

-------------------------------------------------------------------------------ご参考まで 投稿者：運刻斎 投稿日：2007年 7月16日(月)20時45分1秒
返信・引用
ご参考までに英語の原詩を書いておきます。運刻斎の好みはアメリカのソウル歌手アレサ・フランクリンが1972年
のライブアルバム「Amazing Grace」で歌ったものです。
日本人では本田美奈子や元・トワエモワの白鳥英美子の歌も印象に残りますね。
Amazing Grace! How sweet the sound
That saved a wretch like me!
I once was lost, but now am found,
Was blind, but now I see.
'Twas grace that taught my heart to fear,
And grace my fears relieved;
How precious did that grace appear,
The hour I first believed!
Through many dangers, toils and snares,
I have already come;
'Tis grace has brought me safe thus far,
And grace will lead me home.
The Lord has promised good to me,
His word my hope secures;
He will my Shield and Portion be,
As long as life endures.
Yes, when this flesh and heart shall fail,
And mortal life shall cease;
I shall possess, within the veil,
A life of joy and peace.
The earth shall soon dissolve like snow,
The sun forbear to shine;
But God, Who called me here below,
Will be forever mine.
When we've been there ten thousand years,
Bright shining as the sun,
We've no less days to sing God's praise
Than when we'd first begun.
http://silverraccoon.hp.infoseek.co.jp/

-------------------------------------------------------------------------------ありがとうございました 投稿者：管理人 投稿日：2007年 7月16日(月)15時12分47秒
返信・引用
編集済
乙女？ママさま 昨日は「千葉県こども合唱フェステバル」に雨の中お越しくださり有難うございました。子供た
ちの澄んだ歌声は聴いていて爽やかな気持ちになりますね
。どの合唱団も個性があり上手に歌ってました。
[Ａｍａｚｉｎｇ Ｇｒａｃｅ]（素晴らしき神の恩寵）のミニ知識。「黒人霊歌では？」と思う方もおられるでしょ
うが、この歌はイギリスで広まった後、内容と作詞者に対
する小さな感謝から、アメリカの黒人奴隷の間でも歌われるようになったものです。作詞者John Hewton（1725年ロン
ドン生まれ）は11歳の時から奴隷を運ぶ船に父と乗り、彼
自身も過酷な労働を強いられました。その後父の友人の船長に救出され、今度は自分が黒人運搬をするようになった
のですが、大きな嵐に出会い彼は初めて「神よ助けたまえ
」と心から祈りました。祈りの後、急に嵐がやみ 奇跡的に助かりました。この時彼（22歳）の心の中で大きな転向が
起き、家畜以下の扱いだった黒人奴隷も彼の船は最低限の
人間としての尊厳 だけは守られました。病気で船を引退した後は、ラテン語を学び聖書を勉強し10年後には教会の神
職の地位を得、一生神に仕えました。「アメイジング・グ
レイス」は1765年頃に書かれましたが作曲者は不詳です。
乙女？ママさまも、もう直ぐお孫さんに会いにお出かけですね、どうぞご一緒に日本の歌を歌ってください。楽しい
夏休みを、、
-------------------------------------------------------------------------------♪素敵な合唱フェスティバル♪ 投稿者：乙女？ママ 投稿日：2007年 7月16日(月)10時34分55秒
返信・引用
翠昌さま、合唱フェスティバル楽しく拝見させていただきました。可愛い、僕ちゃん・女の子～お父さん、お母さ
んの身長より高いお兄さん、お姉さん皆さん一生懸命大き
な声で合唱微笑ましかったです。少人数のグループ、数十人の大グループ、指導者の方の創意工夫の演出素晴らしか
ったです。「市民有志＆地元少年少女合唱団」「アメイジ
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ング・グレイス」年齢差感じない息の合った合唱感銘いたしました。翠昌さま、意味が解らないと本当の歌にならな
いので、そこはしっかり覚えました。感服いたしました。
乙女？ママも「アメイジング・グレイス」大好きですが、お恥ずかしい賛美歌、黒人霊歌位の知識？、、、乙女？マ
マも、翠昌さまお手本に調べてみたいです。千葉県こども
合唱フェスティバル♪皆さんの元気に台風も退散ご成功おめでとうございました。
http://tomie321.hp.infoseek.co.jp/

-------------------------------------------------------------------------------ありがとうございます 投稿者：管理人 投稿日：2007年 7月15日(日)23時38分51秒
返信・引用
夢子さま きょうは雨（台風）の中、会場にお越しくださり有難うございました。昨夜来の雨と台風接近のニュー
スで、今日は中止になるのではと思い複雑でした。遠方の
合唱団もあり役員の方々は朝から大変だったと思います。残念ながら1団体「あさひ少年少女合唱団」は出演できませ
んでしたが、どの団体も力いっぱい元気良く、あら何歳？
と思うくらい小さな子も歌ってくれました。「アメイジング・グレイス」は暗譜が大変でした、今回は譜面を見なが
ら歌えたので良かったです。ですが意味が解らないと本当
の歌にならないので、そこはしっかり覚えました、いい歌です。
大人市民有志は指揮者のコーラスの方々で結成されています。私と他1名はミュージカルのお付き合いでお声がかかっ
たので、始めての歌です（皆さんはすでに暗譜されていま
す）追いつき歌えたことは嬉しかったです、きょうはお忙しいところ有難うございました。
-------------------------------------------------------------------------------素晴らしかった合唱フェスティバル 投稿者：夢子 投稿日：2007年 7月15日(日)18時46分44秒
返信・引用
翠昌さん、おめでとう！お疲れ様！今回は規模も大きく県全域からの子供合唱フェスティバル。ステージに上がる
子供たち背がでこぼこと年齢差もあり、微笑ましい！（選
曲も大変だろうな）第一部最後はいよいよ翠昌さんのご出演の「市民有志＆地元少年少女合唱団］の発表でした。［
アメイジンググレイス］が特によかったです。荘厳さも加
わり、ブーンと響き渡る合唱の醍醐味が余すところなく感じられうっとりしました。翠昌さん練習不足など少しも感
じられなく堂々と歌われておりました。
第２部は（body singingとでも言うのでしょうか）簡単なステージ振り付けがあってこれも楽しかったです。小雨の
うちに帰宅することが出来ました。14団体、１団体２曲～
楽しい時間をありがとうございました。会場で歌ったフィナーレ［又会いたくて」．．．ほんと、又の発表が楽しみ
です。
http://yumeko1203.tiyogami.com/

-------------------------------------------------------------------------------ありがとうございます 投稿者：管理人 投稿日：2007年 7月15日(日)17時57分26秒
返信・引用
先生、コメント有難うございます。大きな目玉の、くりくりぼーずを想像すると面白いですね。その目玉さんが、
ぼかしの顔に生まれ変わって！先生の言う、優しい表情に
なりました。色や大きさ形でも表現方法が変る、面白くもあり難しくもありですね、翠昌が苦手な分野です。
絵心のある先生、どうぞ宜しくお願い致します。
http://sui22042006.hp.infoseek.co.jp/

-------------------------------------------------------------------------------無事に終了いたしました 投稿者：管理人 投稿日：2007年 7月15日(日)17時42分15秒
返信・引用
パソコン教室の先生方、お仲間の皆様、ありがとうございました。
「千葉県こども合唱フェステバル」は台風接近のため開演が危ぶまれましたが、照る照る坊主に託した子供たちの願
いと、元気な歌声が雨の神様まで届き、フェステバル終演
後には雨も止みホッと致しました。ちいさな子供から大きな子供達まで、皆一生懸命練習を重ねてきた成果があふ
れ、素敵な舞台になりました。懐かしい「わらべ歌」、ミュ
ージカル仕立ての歌、など等、沢山の歌声で青春（少年・少女）時代を想い出した方も、いらしたのではないでしょ
うか？
本日は雨の中、お越しくださり有難うございました。
http://sui22042006.hp.infoseek.co.jp/
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-------------------------------------------------------------------------------背景にぼかしが入って 投稿者：運刻斎 投稿日：2007年 7月15日(日)04時56分44秒
返信・引用
背景にぼかしが入ってすっきりとしました。大きな目玉に睨まれているような感じだったのがずいぶん優しい表情
になりました。
-------------------------------------------------------------------------------ありがとうございます 投稿者：管理人 投稿日：2007年 6月 7日(木)20時32分16秒
返信・引用
乙女？ママ様 訪問コメント有難うございます。巨匠の名前がありました、頭の回転が速い乙女？ママ さんは想
像力も豊かで絵に結び付くのですね。「ハイ・とって置き
の絵が完成 しました！」本当に画けたなら、嬉しいのですが、、、(翠昌は上手く描けません）。3人仲良くドライブ
出来る幸せを、強く感じています。3000アクセス達成有難
うございます、訪問してくださる皆様がいらしての達成です、ありがたいと思います。そして素晴らしい環境のもと
で、PCのお勉強を共にできることも、感謝したいですね。
これからも宜しくお願いいたします。
-------------------------------------------------------------------------------おめでとうございます♪♪♪ 投稿者：乙女？ママ 投稿日：2007年 6月 7日(木)00時30分48秒
返信・引用
編集済
思い出の寄せ植え！？いえいえピカソの絵のように楽しく印象的な表紙ですね！日帰り河口湖の背景の楽しいオブ
ジェ、此方も可愛いですね。つられてコーヒータイム美味
しいケーキいただきながらの、おしゃべりまたまた楽しいですね。乙女？ママも此方の可愛いオブジェ見つけたら素
通りできません！、ホテルのお庭花の季節と、雪吊りの季
節どちらも趣きがあって良いですね。3000アクセス達成と素敵な更新おめでとうございました。
-------------------------------------------------------------------------------ありがとうございます 投稿者：管理人 投稿日：2007年 6月 7日(木)00時20分28秒
返信・引用
ちびころばっぱ様 嬉しいコメントありがとうございます。表紙の作成が先に出来て、早く更新と思いながら、い
つもの通り足踏み状態でした。昨日と今日の午後は数時間
集中して作成に励みました、そして今日無事に更新出来ました。3000アクセスのお話し有難うございます、ちびくろ
ばっぱ様はじめお仲間の皆様方、そして素晴らしい先生方
のお陰と、いつも感謝しております、嬉しいですね。前庭の同じ写真が撮れたことは、良かったです。これからもい
ろいろと宜しくお願いいたします。
-------------------------------------------------------------------------------先生 ありがとうございます 投稿者：管理人 投稿日：2007年 6月 6日(水)23時46分31秒
返信・引用
早速の訪問と再度の訪問、有難うございます。教えて頂いて嬉しく直ぐに更新したかったのですが、時間を作れず
に失礼しておりました。きょうお蔭さまで楽しい表紙に生
まれ変りました。「3000アクセスあとすこし」の文字を拝見して、先生始め皆様方が訪問してくださり暖かく見守っ
てくださること、身に沁みて感じました、有難うございま
す。先生のコメントのように、少しでも楽しいHPを作れるように努力致しますので、これからもどうぞ宜しくお願い
致します。ありがとうございました。
-------------------------------------------------------------------------------素敵色と3000おめでとうございます 投稿者：ちびくろばっぱ 投稿日：2007年 6月 6日(水)22時50分58秒
返信
・引用
翠昌さんおめでとうございます。2999で開けました。素晴らしい色使いに感心して戻りましたら3001でした。のろ
まのちびくろは運刻斎先生に一本取られました。ホテルの
前庭の変化を見事に表していて綺麗ですね。バックの面白さ良く考えられてます。見習いたいです。翠昌さんの得意
なグリーンの表現、斬新で見惚れました。ありがとうござ
いました。
http://tei123.hp.infoseek.co.jp

-------------------------------------------------------------------------------ただいま3000アクセス 投稿者：運刻斎 投稿日：2007年 6月 6日(水)22時25分26秒
返信・引用
おめでとうございます、ただいま3000アクセスを確認しました。これからも楽しいHPに出来るよう頑張りましょ
う！
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http://silverraccoon.hp.infoseek.co.jp/

-------------------------------------------------------------------------------斬新な表紙 投稿者：運刻斎 投稿日：2007年 6月 6日(水)21時08分15秒
返信・引用
大胆な表紙に更新されました、本来の緑色をベースにした色使いが斬新です。少し重いファイルですが楽しい更新
になりました、河口湖は色々な表情を持っているのですね
。3000アクセスもあとすこし運刻斎は2997を確認しました。
http://silverraccoon.hp.infoseek.co.jp/

-------------------------------------------------------------------------------ありがとうございます 投稿者：管理人 投稿日：2007年 5月25日(金)23時06分39秒
返信・引用
ちびくろばっぱ様 いつも訪問してくださり有難うございます。色彩は難しいですね、いつも苦労しています。翠
昌が憧れている、ちびくろばっぱ様に褒めていただくと嬉
しいです。昨年喜寿のお祝いをなされたとは思えないほどお若くて、いつも向上心にあふれ、常に前向きに進まれる
素晴らしい先輩です。ご一緒にPC（HP）のお勉強が出来る
事も幸せです、これからもいろんなことにチャレンジされて、翠昌を引っ張っていってくださいね。先生も期待され
ていると思います。お勉強も楽しいですね、どうぞこれか
らも宜しく

m(_ _)m

お願い致します。

-------------------------------------------------------------------------------記念の更新とてもいいです！ 投稿者：ちびくろばっぱ 投稿日：2007年 5月25日(金)17時13分11秒

返信・引用

翠昌さんHP一周年おめでとうございます。相変わらずの綺麗な色で、グレードアップの記念更新でしたね。素晴ら
しいです。先ごろ先生が仰っていられました。いらないも
のはどんどん整理して必要なものは直ぐに取り出せるようにと、翠昌さんは正にその通りに一年分さっと綺麗に揃い
ましたね。拍手喝采パチ、パチ、パチ＼(^O^)／ご立派です
。翠昌さんを見習ってちびくろも遅まきながら、取り掛かることに致します。
翠晶さんは地区活動の責任者や、ご自身の数々の趣味の中、PCも共に勉強されてHP開設一周年、ご両親様の作品展、
母上様とのご旅行の発表と、お優しいページ、素敵です。
これからも期待しております。
http://tei123.hp.infoseek.co.jp

-------------------------------------------------------------------------------ありがとうございます 投稿者：管理人 投稿日：2007年 5月25日(金)16時57分30秒
返信・引用
乙女？ママ様 いつも訪問コメント有難うございます。ご一緒に教えていただいた新技法をどのように活かすか考
え、1年目のまとめに使わせていただきました。お話しの
整理整頓は難しいですね、翠昌も苦手です（愛着があり捨てる事ができません）。乙女？ママさんのサイトマップは
リンク数が51で、翠昌の約3倍あります、またこまめな更新
と共に入れ替えをされているので、数も多く大変だと思います。日常生活の整理整頓もパパッとできたら、どんなに
か快適な生活を送れるかと思うのですが、上手くいきませ
ん。こちらこそ良いコツがありましたら教えて頂きたいと思います。これからもどうぞ宜しくお願いいたします。
おめでとうございます♪ 投稿者：乙女？ママ 投稿日：2007年 5月24日(木)23時37分9秒
返信・引用
新技法でHP開設一周年更新おめでとうございます。翠昌さんカラーのグリーンの背景が新緑の季節にマッチ鮮やか
ですね。普段から整理整頓お上手な翠昌様開設～現在までの表紙等保存即引き出せるように整頓素晴らしいです！、
乙女？ママ整理整頓苦手HP開設「NO１」は蔵王のお釜は鮮明に、以前から１～現在までの表紙・サイトマップに使用
した写真等整頓！と常に考えてますがなかなか取り掛かれず悩んでます。どの写真？思い出せないNOもあると思いま
す（_ _）困った乙女？ママです。翠昌様の素晴らしい整理整頓術の秘訣ご伝授くださいませ。翠昌様の楽しいHPの更
新今後も楽しみにお待ちいたしてます。
http://tomie321.hp.infoseek.co.jp/

-------------------------------------------------------------------------------先生 ありがとうございます 投稿者：管理人 投稿日：2007年 5月24日(木)23時07分9秒
返信・引用
お仕事先よりコメント有難うございます。一昨年の9月、お仲間の皆様と一緒に始まったHPのお勉強も、私的な用
事で9月～11月末まで残念ながらお休みしました。12月伺ったときは皆様の進みが速く浦島太郎の心境でした。昨年春
からお勉強の再開でしたが、先生もお仕事でお忙しく、私も所用で休みが多くなかなか進まず、お手数をおかけしま
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した。教えて頂いた基礎をHPで活かしながら、新しい方法をご伝授していただき、お勉強の楽しさを再確認して進め
ていきます。画もお書きになる先生に、翠昌の苦手な色使いをお褒め頂いたのは始めてで嬉しいです。おだてに乗る
ことにして、これからも頑張りますので、どうぞ宜しくお願い致します。
-------------------------------------------------------------------------------開設1周年 投稿者：運刻斎 投稿日：2007年 5月24日(木)21時58分19秒
返信・引用
仕事で他出していますが更新を拝見しました。色使いが大変結構です、この様に回顧してみるというのも良いです
ね。運刻斎は過去のしがらみは徹底して排除する性格ですからこの様な形は新鮮です、明日まで仕事そして26日はま
たパソコン教室ですね。
http://silverraccoon.hp.infoseek.co.jp/

-------------------------------------------------------------------------------ありがとうございます 投稿者：管理人 投稿日：2007年 5月24日(木)18時29分2秒
返信・引用
編集済
夢子様 訪問コメント有難うございます。昨年の春に2人で運刻斎先生よりHP（HTML方式）のお勉強を受け（懐か
しいですね）、私は5月に遅ればせながらUPしました。あれから1年、皆様に追いつくよう努力していますが、なかな
か大変です。教えてくださる先生と、夢子さんはじめ皆様には感謝の気持ちでいっぱいです、これからもどうぞ宜し
くお願い致します。
夢子様、yumeko1,2統合お疲れ様でした。 yumeko1は翠昌がPCを始めた年（2004年）に訪問した最初のHPで、拝見し
た時は新鮮な驚きと素晴らしさに感激しました。私にとっても故郷の懐かしいお部屋です。統合された新HPも、楽し
みに訪問させていただきます。
-------------------------------------------------------------------------------！！素晴らしい !！ 投稿者：夢子 投稿日：2007年 5月24日(木)10時57分37秒
返信・引用
newページ拝見しました！。昨日5月23日は、私も翠昌さんもHP UP(内容も共にまとめの)作業中だったことになり
ますね。運刻斎先生からご指導受けて、画像もきれい、とても楽しいページです。掲示板コメント、いつも翠昌さん
はしてくださるのに、私のほうがさぼり気味で申し訳ありません。今日はラッキーでした。!!
ご心配おかけしました。yumeko1,2統合し、本日リニューアルオープンいたしました。
infoseek によるyumeko1は閉鎖です。 又見守ってくださいね。
http://yumeko1203.tiyogami.com/

-------------------------------------------------------------------------------ありがとうございます 投稿者：管理人 投稿日：2007年 5月10日(木)23時29分30秒
返信・引用
乙女？ママ様 訪問コメント有難うございます。井の頭公園の自然文化園では、いろんな動物がいて生態などが分
かり楽しいですよ。「リスの小路」があり、リスの観察ができます。モルモットコーナーでは子どもたちが、直接触
れて抱くこともでき楽しいと思います（雨天は中止で、昼休みもあります）。乙女？ママさんも今度可愛いいお孫さ
ん達がお帰りになられたら、皆さんとご一緒に行かれることをお勧めします。翠昌も何年振りかで動物園等に入りま
した、大人でも動物と触れ合うだけで癒されると思います、動物はみな可愛いですね。有難うございました。
-------------------------------------------------------------------------------長寿のはな子さん 投稿者：乙女？ママ 投稿日：2007年 5月10日(木)00時18分23秒
返信・引用
可愛い鳥さんに、小動物～大きい像のはな子さん、自然文化園は大きい池もあって、子供は勿論、大人も一日楽し
く遊べそうですね、外国（日本）生活に馴れて今年還暦迎えた、ぞうのはな子さん素晴らしいですね。（上野動物園
のかわいそうな（戦時中に国の方針で、、）花子さんの分まで、皆さんに楽しい思い出が残るようにと頑張ってるん
ですね。像の歯４本！、１本3キロ！、体が大きいから当然？、でも口の中に計12キロの歯があるなんて、乙女？ママ
存じませんでしたので、ビックリ！でーす。翠昌様の自然文化園楽しく見学させていただきました。また楽しいHPツ
ァー？更新お待ちしてます。
-------------------------------------------------------------------------------満開の桜から、はな子さんへ 投稿者：管理人 投稿日：2007年 5月 1日(火)20時06分52秒
返信・引用
編集
済
先生、いつも訪問してくださり有難うございます。さくら前線、昨日の番組で東北地方のさくらは満開とありまし
た。早く更新と思い準備をして、最後に主役のはな子さんを登場させようとしましたが、上手くいきませんでした。
ここで最後の処理の聞き忘れと、勉強不足だったことを痛感しました。お教室も連休に入り２週間のお休みです、上
手く出来ない事が前もって分かっていればお聞きできたのですが、残念でした。ノートのメモを探しながら！言葉を
思い出しながら考えて、やっと成功しました。更新は時間がかかりましたが、嬉しさは大きいです。先生はお忙しく
最後までお聞き出来ないことがあります。復習の大切さを痛切に感じました。これからもよろしくお願いいたしま
す。
-------------------------------------------------------------------------------桜から卒業ですね 投稿者：運刻斎 投稿日：2007年 5月 1日(火)08時18分10秒
返信・引用
そろそろ桜前線も北海道までとどくのになぁ～と思っていました、桜から動物シリーズに切り替わってよかったで
す、動画のアップロードも成功ですね。
http://silverraccoon.hp.infoseek.co.jp/
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-------------------------------------------------------------------------------さくらの背景 投稿者：管理人 投稿日：2007年 4月30日(月)23時51分20秒
返信・引用
ブラボーお恵様 訪問、コメント有難うございます。天気予報が良いほうに外れてラッキーでした。さくらは何処
でも、その美しさは変らず何回花見をしても綺麗だな～と思います。ブラボーお恵さんも遠方やご近所で沢山の花見
をされたと思います。さくらの画が描けたらよいのですが、絵心が無いので難しく、背景でさくらを表現しようと思
いました。始めての挑戦で作成は難しく、時間も少なく途中で諦めようかと思いながら一生懸命作成しました、試行
錯誤でした。更新後に好き先輩から「背景すてき」とメールをくださり嬉しかったです。ブラボーお恵さん「背景が
とても気になります」とコメント有難うございます、皆様よりいただいたコメントを拝見し苦心して作成した甲斐が
ありました。次回の自然文化園も井の頭公園です、テレビも新聞でも全国版では見かけませんが、地方版では掲載さ
れたと思います。よい所ですよ。
-------------------------------------------------------------------------------さくら 投稿者：ブラボーお恵 投稿日：2007年 4月30日(月)00時00分42秒
返信・引用
早朝に雨が降っていたとは思えないほど、青空と満開の大きな桜が見事にマッチしてとても綺麗ですね～。「さく
ら」の歌詞も雰囲気作りにピッタリ！！ 写真は勿論ですが、背景がとても気になります。春は「淡い色」がイメー
ジされますが、ハッキリ濃～い色好みのお恵には「グーと」とか「ハッ」と来る色合いが、個性的で可愛らしくて大
好きです。どのように作ったのか今度お会いした時に教えてくださいね。春の井の頭公園はテレビでも見かけない気
がするのは、お恵だけでしょうか？
-------------------------------------------------------------------------------運刻斎先生ありがとうございます 投稿者：ら・たーさ 投稿日：2007年 4月15日(日)20時54分45秒

返信・引用

ＰＣ教室へのお誘いありがとうございます。自分でホームページが作れたらどんなに楽しいだろう！といつも考え
ていますが、物事を覚えるのに人の何倍もの時間が掛かってしまうドンな人間です おまけに時間に追われる 日々
を過ごす事で今はいっぱいです。しかしいざとなったら、教えてもらえる先生や翠昌さん達のような先輩がいるのだ
と思うとラッキーだなあと 何だか棚からぼた餅の心境です。その時が来ましたら、是非お願い致します。ありがと
うございました。
-------------------------------------------------------------------------------楽しい雰囲気の喫茶ルーム 投稿者：管理人 投稿日：2007年 4月14日(土)23時20分28秒

返信・引用

編集済

ラ・ターサさん の喫茶ルームへ ＰＣのお仲間、夢子さんの「水彩画個展」を拝見しに何度か伺いました。店内
では、美味しいお食事をゆっくり頂き、落ち着いた雰囲気でお話しも弾み、楽しかったです。ＨＰですが、翠昌も夢
子さんとは「夢子さんのＨＰ」がご縁で３年前に出会い掲示板でお話し。また夢子さんのお友達とも掲示板で知り合
い、ＨＰの楽しさを知りました。先日、その奈良からのお友達と、ラ・ターサさんで始めてお会いしたときは、大変
感激しました（分かりましたか？）。不思議で素敵なご縁です。
ＨＰ立ち上げは、楽しさと苦しさの混じり合わせです、翠昌は夢子さん他お仲間と運刻斎（先生）、先生方のお力で
更新が出来ています。ら・たーさ
さんもＨＰ立ち上げは、翠昌のようにゼロのスタートではないので直ぐに出来ま
すよ、頑張ってくださいね。また、お店に伺わせていただきます。ＨＰ訪問ありがとうございました。これも素敵な
ご縁ですね。
-------------------------------------------------------------------------------ら・たーさ様 投稿者：運刻斎 投稿日：2007年 4月14日(土)19時50分59秒
返信・引用
「先生と呼ばれるほどの馬鹿でなし」と云いますが、パソコン教室の先生?を続けています。当方のパソコン教室
はPCのスイッチの入れ方（切りかただったっけ）も解らないというメカ音痴？？を対象に4年前に開講して数多くのHP
オーナーを育成しています、ぜひ当パソコン教室に足をお運びください。
http://silverraccoon.hp.infoseek.co.jp/

-------------------------------------------------------------------------------御来店ありがとうございます 投稿者：ら・たーさ 投稿日：2007年 4月14日(土)08時51分6秒
返信・引用
夢子様の個展も残す所あと二日となりました。この間幾度も沢山の方達をお誘いいただいての御来店、ありがとう
ございました。こんな風に皆さんでホームページを開き日常の、様子を公開している方達がいらっしゃることを知ら
ずに、パソコンと向き合うことなく暮らしてきた私には皆さんが、とても眩しく見えます。いづれの日か当店もアッ
プをして楽しいＨＰライフが出来るようになりたいと思っております。いつの日か又の御来店を心待ちにしておりま
す。 時々訪問させていただきますね！！！
-------------------------------------------------------------------------------いつもありがとうございます 投稿者：管理人 投稿日：2007年 4月10日(火)16時52分57秒
返信・引用
編集
済
ちびくろばっぱ様 いつも訪問してくださり有難うございます。お天気も良く、池の周りの桜が満開で、それは気
持ちよくお散歩できました。ちびくろばっぱ様も以前、井の頭公園に行かれたとがあると書いてくださいました、き
っと秋の遠足のシーズン？だったのかも知れませんね。園内は敷地も広く遊具もあり、いろいろな生き物がいるので
一日いても飽きないところです。背景の感想を書いてくださり有難うございました、時間が無いのに始めて描いたの
で心配でした、絵画の経験豊富な先生やお勉強をされている皆様にお聞きしたら、アドバイスを頂けたのでしょう
が、先生も皆様もお忙しく話す時間も無く無理なお話でした、難しいですね。次回は「井の頭自然文化園」を更新し
ますので楽しみに！！期待しないで待っていてください。有難うございました。
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-------------------------------------------------------------------------------先生、訪問ありがとうございます 投稿者：管理人 投稿日：2007年 4月10日(火)16時08分49秒
返信・引用
編集済
春と言えば何？を連想しますかと、聞かれると「さくら」と答える方が多いそうです。暖かくなった日差しのなか
を、満開のさくらを観て歩くのは気持ち良いものです。先生も今年は千葉（栄福寺・願成就寺・長光寺など）、東京
（六義園の昼と夜桜）、京都（吉野やま・造幣局通り抜け・京都市内）と桜を観に全国？に行かれました。ＨＰで拝
見してどこも綺麗な「さくら」で感激しました、なかでも吉野の桜は最高（日本一）ですね、有難うございました。
翠昌は井の頭公園が今シーズン初のお花見でしたので、お話しをしながら写真を撮りながら歩きました、とても幸せ
な一日でした。今回ＨＰに「さくら」を載せることが出来（皆様のように上手くはありませんが）、不思議な感じで
います。お蔭さまでＨＰを立ち上て？見方も、いろいろ変わってきました。落ちこぼれておりますが、これからも宜
しくお願い致します。
-------------------------------------------------------------------------------さくら さくら 見にゆかん 投稿者：ちびくろばっぱ 投稿日：2007年 4月 9日(月)22時15分42秒

返信・引用

井の頭公園の桜こんなに綺麗とは知りませんでした。素敵な構図の写真を拝見できてありがとうございます。ちび
くろが訪れていたのは50年前ですが、桜みかけませんでしたね。季節がちがったかもしれませんね。当時の写真を見
ますと、子供がやぎさんと遊んでいます。今も動物がいるんでしょうか？満開の桜の下でお花見良かったですね。タ
イトル、バック、綺麗な水色にピンクの桜を配してこの時期ぴったり、とても可愛く素敵です。次回の「井の頭自然
文化園」も期待しています。
http://tei123.hp.infoseek.co.jp

-------------------------------------------------------------------------------井の頭公園 投稿者：運刻斎 投稿日：2007年 4月 9日(月)21時50分46秒
返信・引用
運刻斎は一度も行っていないのですが、井の頭公園の桜は綺麗ですね、吉祥寺あたりを散歩しながら桜の見物、ぜ
ひ来年は行って見ます。
http://www5e.biglobe.ne.jp/~tomoya/Index.htm

-------------------------------------------------------------------------------潤・7の曲目が解りました 投稿者：管理人 投稿日：2007年 4月 7日(土)16時42分21秒
返信・引用
いつもＨＰに訪問くださる皆様、ありがとうございます。先日お仲間の夢子様から潤・7の曲目の入ったＣＤをお
持ちくださり、お貸しくださいました。家に帰り早速聴きました[ time to say goodbye ]ほか14曲です。何回聴いて
も聞き惚れる曲で、幸せな気分になりました。夢子様、あたたかいお心遣い有難うございました。

ページ(15)

