掲示板.txt
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
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
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
「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
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
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。
-------------------------------------------------------------------------------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
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
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
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

-------------------------------------------------------------------------------№17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
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№17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
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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。
-------------------------------------------------------------------------------いつもコメント有難うございます 投稿者：管理人 投稿日：2007年 4月 7日(土)16時15分38秒
編集済
乙女？ママ 様、いつも有難うございます。私達日本はもちろん世界中の人々も、さくらを観るとおもわず「綺麗」と声
を出してしまいます。寒い冬から暖かい春に変る季節の花、卒業式や入学式（入社式）とダブル花だから！いちだんと思い
も強いのでしょうか。乙女？ママさんもＨＰでさくら他を素敵に更新されました。先生方もＨＰやメールで日本各地を（大
げさかな！）案内してくださいます。落ちこぼれの悩みもありますが、幸せな環境でお勉強をさせて頂いていると感謝して
います。有難うございました。
-------------------------------------------------------------------------------さくら綺麗ですね 投稿者：乙女？ママ 投稿日：2007年 4月 7日(土)12時02分31秒
サイトマップの八重さくら綺麗ですね！井の頭公園のトップ童謡の「さくら」歌詞掲示、バックとお揃いで青空に淡い桜
素敵です。2番の歌詞口ずさむ事が多いですね、確かに大半の方は2番ですね乙女？ママでーす、「思い出して歌えば１番も
歌えました」翠昌さんは歌もお得意ですね、翠昌さんのお声で「さくら」BGMも素敵です。乙女？ママからのリクエストお願
いします。井の頭公園の桜も撮り方お上手です、さくらと公園の雰囲気マッチ素敵です。
http://tomie321.hp.infoseek.co.jp/

-------------------------------------------------------------------------------修正確認有難うございます 投稿者：管理人 投稿日：2007年 3月27日(火)20時53分0秒
編集済
先生質問に答えてくださり有難うございました。ＨＰ立ち上げ後、皆様に頂いた大事なコメントがカットされている事
に、先日気が付きました。先生にお聞きしてお返事を受け、きょう修正を致しました。残念ながらカットのコメントは修復
できないようです、コピーを取ろうという余裕も無かったので不覚でした。どなたかコピーを取っていらした方はいないで
すよね、、、。ＨＰも掲示板も管理人として難しいです。ショックです、脱落第一号にならないように頑張らないと、、、
。先生、皆さま宜しくお願いいたします。
-------------------------------------------------------------------------------１１のリンクが出来ました 投稿者：運刻斎 投稿日：2007年 3月27日(火)18時36分59秒
連続書き込みですみません。新しく１１のリンクが出来ました、無事修正できている様子です。
http://www5e.biglobe.ne.jp/~tomoya/Index.htm

-------------------------------------------------------------------------------試験書き込みです 投稿者：運刻斎 投稿日：2007年 3月27日(火)18時32分27秒
過去ログの設定が初期は100アクセスでカットされるので、管理者メニューからログオンして1000アクセスに設定修正さ
れたとのことで確認書き込みをさせていただきます。これでリンクの11が出来れば成功といえます。
http://www5e.biglobe.ne.jp/~tomoya/Index.htm

-------------------------------------------------------------------------------「、、、つどい」に有難うございます 投稿者：管理人 投稿日：2007年 3月19日(月)21時35分11秒
乙女？ママ様
「、、人権ｉｎ、、つどい」にお越しくださり有難うございます。翠昌も日頃深く考えることはありま
せんでした。１時からの式典を客席から拝聴して、改めて大切さを考えさせられました。2時からの創作合唱ミュージカルで
歌われた９曲は全て峯 陽先生が作曲され、うち3曲は作詞もさていらっしゃいます。私達が歌った「ここはふるさと」の詞
も峰先生です。９曲の詞は、どれも素晴らしい詞です。乙女？ママさんが拍手をくださったこと、練習を重ねてきた出演者
（昨年10月1日より練習）の皆さまにも、それぞれ成し遂げた思いと共に、伝わったと思います、有難うございます。翠昌は
今月初めに熱を出し、咳がでて11日の県立盲学校での合同練習を休みました。前日17日のリハーサルも遅れて参加し（ＰＣ
も２週お休み）、18日本番に参加できたことは大変嬉しかったです。
乙女？ママ様、いつも有難うございます。ほか観に来て下さった皆様、どうも有難うございました。
-------------------------------------------------------------------------------「、、、つどい」素晴らしかったです 投稿者：乙女？ママ 投稿日：2007年 3月18日(日)23時12分7秒
創作合唱ミュージカル、Y市少年少女合唱団の皆さんをはじめ、朗読・白力満点！和太鼓・ママとぼく・わたしの元気々
のロックソーラン、百年もの歴史ある亀崎ばやし保存会の皆さんの伝統演技、3才～中学生のメンバーの皆さんがバトン・ボ
ンボンを使って可愛いダンス
始とフィナーレに人権のつどいのテーマソング「朝はみんなに訪れる」作詞の目のご不自由な伊佐 勉さんと全員で合唱素
晴らしいミュージカルでした。「人権」日ごろ深く考えず過ごしてましたが「人権」の大切さ改めて痛感しました。実行委
員会の皆様・出演者の皆様に改め拍手です。皆様お疲れ様でした。（翠昌様白のセーターにベージュのロングスカート素敵
でしたよ）
http://tomie321.hp.infoseek.co.jp/

-------------------------------------------------------------------------------3月18日（日）「、、、つどい」のご案内 投稿者：管理人 投稿日：2007年 3月17日(土)12時13分53秒
編集済
市政だより、回覧などで、すでにご存知の方がいらっしゃいますが,改めてご案内させて頂きます。
Ｙ市文化センターにおいて下記「あなたがいて わたしがいて みんながいて気付こう人権 ｉｎ、、」が開幕されます
♪平成19年3月18日（日） （入場無料）
♪午前10時～2階、３つのお部屋でわになって「話そう、暮らそう、働く、学ぶ」の座談会があります。
♪午後13時～「中学生人権作文コンクール」入賞者発表、座談会まとめ等
♪午後14時～創作合唱ミュージカル「なかよく育て四街道の子どもたち」
♪出演者：Ｙ少年少女合唱団、つどい記念合唱団、Ｙこどもネットワーク、千葉県立盲学校、亀先ばやし保存会、
キャンディーＢＯＸ、Ｙ市立中央保育所子どもたち
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昨年より各団体の練習が個別に始まり、今年からは合同練習もはじまり、本番に向けて皆さん練習を重ねました。
創作合唱ミュージカルに翠昌も記念合唱団として参加させていただく予定！！です。
-------------------------------------------------------------------------------ありがとうございます 投稿者：管理人 投稿日：2007年 3月15日(木)21時33分10秒
乙女？ママ 様 いつもコメントありがとうございます。昨年10月の親子旅行です、毎回整理して人物を主のアルバムを
すぐ作るのですが、今回はまだ出来ていません（年末年始と祝いがあり）、更新の後は急いで作成しプレゼントします（母
は楽しみにしています） 。那須（東北）は何回も行く観光地ですので、きょうは「ここにしよう」と決めながら車を進めて
行きます、毎回それも楽しいことです。
HP更新は難しいですね。乙女？ママさんは定期的に、素敵に更新なさるので素晴らしいと思います、パワーも素晴らしいで
す。翠昌も頑張らないといけませんね、これからも宜しくお願いいたします。
-------------------------------------------------------------------------------那須＆塩原素敵に更新ですね☆ 投稿者：乙女？ママ 投稿日：2007年 3月15日(木)01時10分0秒
お母様孝行の翠昌様とお姉様の3人でまた々楽しいご旅行！お幸せですね。1日目日本一長い無補剛桁歩道吊橋［もみじ谷
大吊橋］楽しそうですね。2日目は［那須ステンドグラス美術館］皇太子ご一家が訪問可愛い愛子様素敵な作品に目を輝かさ
れご覧になられた様子が想像できます！！、撮影禁止拝見できませんで残念です。PC教室のお仲間夢子様のお嬢様もステン
ドグラスの美しさに魅せられ素敵な作品制作されてますね。那須ステンドグラス美術館是非行ってみたいです。3日目［ダイ
アナガーデンエンジェル美術館］[那須オルゴール美術館]も周られ楽しさ100%ですね。動画で那須のホテルのディナーショ
ー素敵に再現素晴らしいですね。お母様とお姉様とご一緒の次回ご旅行はどちらへ？乙女？ママ更新楽しみにお待ちしてま
す。
http://tomie321.hp.infoseek.co.jp/

-------------------------------------------------------------------------------やっと更新できました 投稿者：管理人 投稿日：2007年 3月14日(水)22時53分48秒
編集済
更新と思いながらも、このところ何かと用事ができハプニングもありで、今日やっと更新することができました。先生、
お仕事先からコメント有難うございます。撮影した動画を載せたいと思い先月教えていただいて、今回お蔭さまでタイトル
を入れることが出来ました（感謝です）。神奈川県でのお仕事、ご親類のお宅近くに行かれて懐かしさでホームシックに！
！なっていらっしゃいますか？？翠昌は昔から涙もろく！すぐになります。
ＨＰ更新をマメに出来ずに管理人としては失格です。難しいですが、これからも頑張りますので、皆様どうぞ宜しくお願い
いたします。
やっと？更新来ました 投稿者：運刻斎 投稿日：2007年 3月14日(水)20時37分57秒
いつ更新するのかな？と待っていましたが、やっと更新がきました、丁寧な作りこみで良いですね、動画のタイトルなん
かちょっと洒落ています。運刻斎は明日まで本職？の審査の仕事で相模原にいます。此処は先週の合併で神奈川県で3番目の
政令指定都市を目指しています。運刻斎の伯父は相模原に4000坪の土地を持っていて晩年は土地の切り売りで生計を立てて
いました。今は狭い住宅が残っているだけですが昔は桑畑に囲まれた家で夜は寂しいというか怖い場所でしたが、今はマン
ションが林立しています。
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 2月15日(木)08時02分34秒
ありがとうございます。 翠昌は幸せ者ですね、皆様に暖かく見守られてHPの更新が出来ることを、、、感謝いたしま
す。
いつもコメントを書き込んでくださる先生に、お仲間の皆様方。そして訪問をしてくださり影で支えてくださる先生方とお
仲間の皆様方、どうも有難うございます。文章が大の苦手で書くことが嫌い、手紙を出すよりも電話で済ませることが多い
翠昌が、HPを立ち上げてから書くことの楽しさを知りました。今、皆様と共に学べる幸せを感じています。
最
近見かけた素敵な言葉 ［ ご縁は不思議、だから素敵です。 これからも、どうぞ宜しく ］ お願い致します。 ♪(*＾
-'*)
-------------------------------------------------------------------------------オーナーの安堵感あるいは日常の努力？ 投稿者：運刻斎 投稿日：2007年 2月14日(水)23時02分6秒
ホームページ製作も自己表現の一つの手段です、少なくとも運刻斎はそのように考えます。自己表現で必要な技量はPCで
あれ文章表現であれ、はたまた演技（映画や演劇）あるいは楽器の演奏であれ人間と生まれたからには自己表現のための技
術的な修練が要求されます。大切なことは天性のものよりは、積み重ねられる努力が大きなファクターではないかと思いま
す、失礼ながら決して器用とは云えない（ごめん）翠昌さんがお嬢さんのご結婚で実感されたお気持ちがこのHPのインデッ
クスの明るい色調に出たのかなと思う運刻斎です。偉そうなことを云えるがらではありませんが、、
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 2月14日(水)00時05分27秒
夢子様
訪問コメント有難うございます。 写真、お恥ずかしいのです私が写した写真です、それも留袖を着て写して
いました（親ばかですね）。HPに載せるとは作成時まで思いもしませんでした、先生の「結婚式の写真にしましょう」のひ
と言で、人物外ならこれが良いと選びました（感謝です）。小犬と一緒のハートはプリザーブドフラワーの生花で、バラと
紫陽花などでつくりました、長期保存できる優れものです。お祝いのお言葉、ありがとうございました。これからも宜しく
お願いいたします。
-------------------------------------------------------------------------------おしゃれな写真選択 投稿者：夢子 投稿日：2007年 2月13日(火)21時34分7秒
翠昌さん、topぺーじ更新おめでとうございます。お嬢様のお慶びの日の写真、とても控えめなのに、素晴らしい！想像
力をかきたててくれます。 手づくりのうさぎさん、子犬ちゃんとっても可愛い！！どうぞお幸せに．．．
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-------------------------------------------------------------------------------ありがとうございます 投稿者：管理人 投稿日：2007年 2月12日(月)23時52分16秒
ちびくろばっぱ様 いつも訪問くださり有難うございます。 お怪我はその後順調に快復なさっていることと思います
が、如何ですか？あまり無理をなさらないで下さいね。背景はうさぎさんの写真から作ったものです。手品のように不思議
に写真が変化していきました。ちびくろばっぱ様もお怪我が治られましたら先生に教えて戴いてください。その時は翠昌も
ご一緒に拝見させて頂き、復習の時間とさせてもらいます。
2000アクセス達成は乙女？ママ様にも書きましたが、ちびくろばっぱ様ほか、先生方とお仲間の皆様のお蔭だといつも感謝
しております。これからも、よろしくお願いいたします。
-------------------------------------------------------------------------------ありがとうございます 投稿者：管理人 投稿日：2007年 2月12日(月)23時27分13秒
乙女？ママ様 いつもコメントくださり有難うございます。 昨年末、乙女？ママさんが先生にご伝授されて、素晴らし
いな何時更新なさるのかとお待ちしておりました。先日、翠昌も教えて戴き嬉しく更新させていただきました。 使用したス
ライド写真 ちょっと！！と思いましたが、可愛い記念の写真なので良いかなと思い 載せさせていただきました。年末でも
あり、うさぎさん作成は生地の裁断から始めましたので完成するのには時間がかかりました、でも途中娘も一緒に作りまし
たので大変でしたが、楽しい時間となりました。
2000アクセス突破は乙女？ママ様ほか、先生方とお仲間の皆様のお蔭です、これからも、よろしくお願いいたします。
-------------------------------------------------------------------------------更新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 2月12日(月)21時51分57秒
翠昌さん綺麗！！素敵な表紙の更新おめでとうございます。新技法早速ご指導いただいたのですね、色、明るくてとても
いいですね。バックも作られたリングビローのようにも見えますが、可愛い何かでしょうか。最高の喜びの場、教会の新鮮
さが生き生きと映えています。ちびくろは打つのが遅いので２０１１でしたが、重ねておめでとうございます。
-------------------------------------------------------------------------------もう素敵な表紙に変身！ 投稿者：乙女？ママ 投稿日：2007年 2月12日(月)21時34分41秒
正装がお似合いの「うさぎさん」と「小犬さん」2組の可愛いカップルさん翠昌様のお嬢様のご結婚式？のお祝いに「う
さぎさん」は新郎新婦様のマリッジリングお届けの大役？耳を澄ますとウェディングマーチ聞こえますご参列の皆様のフラ
ワーシャワーの祝福受け満面の笑みお二人の姿が次のページにあったらもっと幸ストーリー広がりますね。2000アクセス突
破おめでとうございます昨日乙女？ママ1992アクセスでした本日もしかしたらと期待してましたがもう2007でした。今後も
楽しい更新お待ちしてます。
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 2月12日(月)18時54分57秒
早速の訪問コメント有難うございます。今回は先日お仲間と一緒に教えて戴いた方法を更新しました。今まで翠昌の翠（
みどり）にちなみHP立ち上げの時から意識して緑色の背景や文字を使ってきました。そうですね、長い間離れがたかったグ
リーン系を卒業して！大きく羽ばたく意味でも、PCと一緒に成長していけるように頑張っていこうと思います（PCに触れる
時間をつくる事が課題です）。
2000アクセス突破有難うございます。これもひとえに先生を始め、先生方やお仲間の皆様のお蔭と感謝致しております。こ
れからも、どうぞ宜しくお願い致します。
-------------------------------------------------------------------------------スマートな表紙に変身です 投稿者：運刻斎 投稿日：2007年 2月12日(月)17時14分28秒
長い間お馴染みだったグリーン系のインデックスから淡色の明るい感じのものに変身ですね。偶然ですが運刻斎が開いた
ときに2000アクセス突破の2001でした、まずは更新おめでとうございます。
http://www5e.biglobe.ne.jp/~tomoya/Index.htm

-------------------------------------------------------------------------------ありがとうございます 投稿者：管理人 投稿日：2007年 2月 6日(火)00時05分53秒
ちびくろばっぱ様
訪問コメント有難うございます。七福神めぐりで川越に行かれたのですか、ちびくろばっぱ様の年
賀状は「四国金比羅さんの大黒様」でしたが、川越の大黒天は「第三番 喜多院」で、えびす天は「第四番 成田山」で
す。１日（半日コース）に7つのお寺を回ってスタンプを押印とパンフレットに書いてありました、秋の七草が育てられてい
るとあります、食べられましたか？ 川越はさつまいもでも有名です。ちびくろばっぱさまが頂いた美味しいお饅頭は、き
っと「いも恋」かもしれません。お芋とあんこが入ったお饅頭で蒸かしたことで、皮がとても美味しくなります（翠昌も頂
きました）。むらさきいものソフトクリームも美味しかったです。
今年も宜しくお願い致します。
-------------------------------------------------------------------------------歴史あり！楽しさ！美味しさあり！川越 投稿者：ちびくろばっぱ 投稿日：2007年 2月 5日(月)20時48分19秒
川越の町じっくり散策させていただきました。５年ほど前参りましたが、川越七福神なるツアーでした。人人人で、喜多
院を揉まれながらどうお参りしたかも分らないほどでした。翠昌さんの綺麗な写真を拝見して、私が行ったのは此処でした
か！と、言うようなことです。記憶にあるのは時の鐘の下のお店で、さつま芋と二段重ねで蒸かして売っていたお饅頭の美
味しかった事、菓子屋横丁はお菓子一杯で見飽きない楽しさで、変りカリントウを買った事、民芸店でスカーフを買った事
・・相変わらずちびくろの"ドジ旅"でした。喜多院、川越本丸御殿、そして蔵の町並み、博物館などなど、（あのときの後
悔をふまえて同行した友と今一度ゆっくり行きたいと常々話しています）翠昌さんの素敵旅、次回の参考にさせていただき
ます。
http://http://tei123.hp.infoseek.co.jp
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有難うございます 投稿者：管理人 投稿日：2007年 2月 4日(日)23時32分49秒
ブラボーお恵様
コメント有難うございます。観光はもちろん川越はお若いお恵さんも楽しいと思いますよ、蔵の町並
みから菓子屋横丁に入る！近辺にシャレたお店（調和された）がありました、麻等の素材に素敵な色合いのスカーフや上着
などの販売でご一緒した何人かが購入しました。もう一つ掘り出し物があります、それは成田山別院境内で毎月28日に開か
れる「川越不動蚤の市」です、老若男女が全国（オーバーかな）からお宝探しに見えるそうです、時間はアバウトで日の出
から日没（3時ごろ）とか、一度訪れてみてください。私も時間ができたら又行きたいと思っています。
今年も宜しくお願いいたしますね。
-------------------------------------------------------------------------------名前の由来。 投稿者：ブラボーお恵 投稿日：2007年 2月 4日(日)16時47分37秒
年明け初の更新「おめでとうございます。」スッキリとした構成でとても見やすいです。
小江戸 川越。良いところですね。多喜院や蔵造りの商家は、重厚感があり、ナイスショットですね。見どころが沢山で、
日帰りで出掛けるにも最適そうですね！！何故、「川越」という名前が付いたかなどを知ると、より一層、その街の面白さ
や愛着が沸くから旅って楽しいですよね。
-------------------------------------------------------------------------------有難うございます 投稿者：管理人 投稿日：2007年 2月 2日(金)21時57分3秒
乙女？ママ様
訪問有難うございます。Y市とは異なり、市が総力を挙げて観光に取り組んでいる埼玉の街です。近県
に江戸情緒あふれた街があるのは、幸せなことだと思います。拝観料も手ごろな金額で楽しめます、お時間ができたら是非
行ってみてください。ひだかの巾着田「萬珠紗華」一昨年は運良く！遅れていたので10月4日でも見ることが（コスモスもあ
ります）出来ました、情報をキャッチして（団体旅行は２,３ヶ月前に計画立案するので大変ですが）行かれると最高だと思
います。
乙女？ママ様も新年は「初日の出」素晴らしかったですね、お見事です、お疲れ様でした。今年も宜しくお願い致します。

-------------------------------------------------------------------------------見どころいっぱい楽しい街ですね。 投稿者：乙女？ママ 投稿日：2007年 2月 1日(木)23時43分30秒
翠昌さま2年連続で川越の街観光、徳川家ゆかりのお寺喜多院、五百羅漢干支探し、江戸情緒漂う重厚な蔵造りの町並み
コーラス会のお仲間様とご散策、夢いっぱいの菓子屋横丁童心に返ってニコニコ楽しさ満喫お幸せですね、乙女？ママ一度
訪れてみたいと思ってますがなか々実現しませんが、翠晶さまのHPお薦めスポットいつか訪れる時のガイドマップにお借り
します、2005年の女優？様ご一行様は巾着田の紅、白の田珠紗華も観られ楽しさも二倍乙女？ママ欲張り？！是非此方のコ
ース実現したいでーす！
http://tomie321.hp.infoseek.co.jp/

-------------------------------------------------------------------------------訪問有難うございます 投稿者：管理人 投稿日：2007年 1月30日(火)20時23分45秒
夢子さま、大変懐かしいです。川越は一昨年（2005年）10月に婦人会の役員をしていた時、バスで日帰り旅行を計画し訪
れた場所です。回覧地図の作成を先生に教えていただき喜多院、川越本丸御殿、市立博物館、時の鐘、蔵造り資料館、菓子
屋横丁に行きました。帰路には巾着田の萬珠紗華を観に回って楽しんできました。25名ですので団体割引で入り市立博物館
では無料の解説（要予約）を受けました。その折「○○○座すぎな会」と予約でしたので、係りの方が「○○○座の女優さ
んのご旅行ですか」と真顔で聞かれビックリし大笑いしました、上手な解説で皆さん上機嫌で一日観光しました。日帰りで
行けるのが良いですね。
有難うございました、今年も宜しくお願い致します。
-------------------------------------------------------------------------------蔵の街、川越いいですね。 投稿者：夢子 投稿日：2007年 1月30日(火)14時47分54秒
以前、翠昌さんに薦められて、「川越資料」をいただきました。今、翠昌さんのホームページから、見どころいっぱい街
の様子を知ることが出来ました。背景も工夫されたのね。コメントにもありましたが小学生の子供たちからのインタビュー
風景写真もとてもいいです。今日は3月のようにポカポカ日和。こんな日は、川越そぞろ歩きの人で、人気の街は賑わってい
るでしょうね
更新きました 投稿者：運刻斎 投稿日：2007年 1月26日(金)22時57分33秒
いつまで明けましておめでとうなのかな？と思っていましたが、色々とお忙しい年明けだったのでまあいいか！！と諦め
ていましたこれでやっと新年のスタートですね！！
http://silverraccoon.hp.infoseek.co.jp/

-------------------------------------------------------------------------------明けましておめでとうございます 投稿者：管理人 投稿日：2007年 1月 1日(月)22時05分12秒
2007年幕開けの最初のコメント、ありがとうございます。早起きは三文の徳と言います（休む時間は？）、きっと今年も
充実された１年になりますね。
お仕事とお仲間の皆様の家庭訪問と先生は大変ですが、本年もどうぞ宜しくお願い致します。
-------------------------------------------------------------------------------更新きました 投稿者：運刻斎 投稿日：2007年 1月 1日(月)03時00分14秒
あけましておめでとうございます。朝早く起きる（というか寝ていない？）運刻斎はどちらの掲示板でもトップで賀詞を
書き込めますね。今年も運刻斎のHPよろしくお願い致します。
http://silverraccoon.hp.infoseek.co.jp/

-------------------------------------------------------------------------------2006年、訪問有難うございました 投稿者：管理人 投稿日：2006年12月31日(日)01時19分11秒
編集済
今年の暮れも明日(きょう）の大晦日で終わりになります、皆様には如何お過ごしですしょうか？翠昌も例年の大掃除よ
うに奮闘していますが、今年は捗っていません、残りは来年の楽しみに残しておこうと？思います。
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5月のHPを立ち上げ後は、皆様の訪問いただき有難うございました、2007年も更新をしてまいりたいと思いますので、先生方
はじめ皆様どうぞ今後とも宜しくお願いいたします。
また、来年もよいお年をお迎えになられますようお祈りもうしあげます。
-------------------------------------------------------------------------------先生ありがとうございます 投稿者：管理人 投稿日：2006年12月24日(日)21時15分14秒
今日はクリスマスイブです。毎年我家は玄関や居間に大中小のクリスマスリースやガラスで出来たトナカイと馬車、いろ
んな種類の可愛いサンタさん、ローソクで出来た「３人の楽隊」など飾ります。今年は何かと忙しく出来ませんでした。先
日出かけた開場で大小のツリーなどがありました、大きなツリーを皆様に見ていただきたく動画にして、先生にお聞きして
更新できました。２日間だけの短い期間でも皆様に見ていただけて嬉しいです。“Ｍｅｒｒｙ Ｘ’ｍａｓ”
HP更新排見いたしました。背景が名前入りの包装紙のようでした、写真は広々とした海に水仙と緑の葉がいっぱいのたわわ
に実ったみかんで、新年を迎える清清しさを見せてくれます、ありがとうございました。
-------------------------------------------------------------------------------ありがとうございます 投稿者：管理人 投稿日：2006年12月24日(日)18時30分44秒
ちびくろばっぱ様 いつもコメント有難うございます。皆さんハワイ島は訪れた事が数回あると思います、翠昌が昨年数
ヶ月お休みをしてから11月末に久しぶりにお教室に伺った折、ハワイ旅行のお話しをしました、そして後日ちびくろばっぱ
様の素敵な写真（ハナウマベイなどで写された数枚）を排見させて頂きました。お若くて美しくて（今でも）とても素敵な
写真でした、お話しも伺ったり楽しかった事を思い出します、懐かしいですね。その時はHPの事など考えてもいませんでし
たので、もっと良く写真を写しておけば良かったと思います（知らず無の境地が良いのかも！です）。ちびくろばっぱ様ま
た楽しいお話を沢山お聞かせくだい、翠昌もいっぱいお話し（静かに）します。これからも宜しくお願い致します。
-------------------------------------------------------------------------------Indexをマイナーチェンジ？ 投稿者：運刻斎 投稿日：2006年12月24日(日)18時14分51秒
表紙をマイナーチェンジしましたね？GIFの擬似動画は原画の選択が難しいですね。運刻斎も最初の頃よく失敗していま
した、クリスマスツリーを飾れるのは明日までですからタイミングとしてはベストですね。ところで久しぶりにPapagenoの
HPのデザインを作り変えています、下記リンクよりご覧下さい。
http://www5e.biglobe.ne.jp/~tomoya/Index.htm

-------------------------------------------------------------------------------ハワイ2も素敵！！良かったです 投稿者：ちびくろばっぱ 投稿日：2006年12月24日(日)00時37分2秒
青い空あくまで澄んだ海楽しいハワイの旅、更新のページ総てから溢れています。良かったですね。3枚4枚と綺麗に並ん
だ写真、とてもすがすがしくて、楽しく拝見しました。忘却の彼方から呼び戻されたような気分です。ちびくろも昔むかし
のそっくり同じ一枚があります。それは代表的なハナウマ湾です、ハワイはたった2日間の滞在でしたので、美しい虹には出
会えませんでしたが、翠昌さんは2度も出会えてお幸せでしたね。美しいハワイの写真沢山見せていただいて嬉かったです。
相変わらず、翠昌さんの雰囲気でて素敵でした。
http://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：2006年12月23日(土)22時57分34秒
乙女？ママ様 いつもコメント有難うございます。姉夫婦との海外旅行は初めてで、おんぶにだっこで楽しく行って来ま
した、幸せです。乙女？ママさんも小さくて可愛いボーイフレンドとのハワイ旅行は、親子3代仲良くされて楽しかったので
はないですか、お幸せですね。ハワイは晴れていても急に雨が降り出し、直ぐにやみ虹が大きくスーッと表れ暫らく無くな
りません、色彩がはっきりしていてそれは絵のように綺麗でした。乙女？ママさんは海外旅行が豊富で楽しみもいっぱいあ
りますね、HP更新も楽しみにしています。背景褒めてくださり有難うございます、翠昌は勉強不足でいつも同じパターンで
苦労しています。今度はいろいろ教えていただこうと思っていますので、その時はアドバイスなど宜しくお願い致します。

-------------------------------------------------------------------------------ハワイPart2更新おめでとうございます 投稿者：乙女？ママ 投稿日：2006年12月22日(金)21時59分1秒
ご夫妻2組のハワイ旅行も良いですね。（乙女？ママのハワイ旅行は4才のボーイフレンド中心の可愛い？旅でしたが）人
気ナンバー１水がきれいなハナウマベイ本当に絵葉書のように綺麗ですね。ワイアラエカントリークラブのグリーン疲れた
気持をリラックスホッとしますね、アラモアナショッピングセンターと５車線道路で旅行中二回も素敵な虹とご対面ラッキ
ーでしたね！写真も綺麗に撮れてますね。全身銀箔の人乙女？ママも観ました始め彫刻？娘が大道芸人よコインを入れると
動くのよ、翠晶さんが言われるように本当に辛抱強い！！ソーセージ？祭リの夜でしたので驚きました！ゴルフや野球選手
の住宅地をお散歩され、ホテルから綺麗な夜景もご覧に、プールサイドでハワイアンを聴いたり、ハワイの砂浜も仲良しご
夫妻2組でご散策楽しい大人のご旅行満喫のHP拝見乙女？ママまたハワイ旅行のチャンス訪れたら翠晶さんの周られたコース
是非行って見たいです。背景（ブルーハワイ色？）もとても素敵です。
http://tomie321.hp.infoseek.co.jp/

-------------------------------------------------------------------------------先生有難うございました。 投稿者：管理人 投稿日：2006年12月22日(金)10時20分43秒
昨夜、気になっていたハワイPart2の更新をしました。HPfolderでは正常に出来ていますが、IEより見ると4枚の写真が上
手く表示されていません。いろいろ確認しても何が悪いか、如何したら良いか解りません。時間が経つのみで日にちも変
り、心細くとうとう先生にメールで問い合わしました。今朝返信メールを確認し、解答の指示通り行ない無事4枚の写真が復
活しました、有難うございました。
皆様と違い未だにHTMLのタグなどを完全理解していない翠昌です、HP更新は楽しくもあり、苦しみもありです。新技法も知
らない事が多く教えて頂くことが沢山あります、足手まといにならぬよう頑張りますので、ご指導宜しくお願い致します。
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掲示板.txt
修正が入り正常な画面に 投稿者：運刻斎 投稿日：2006年12月22日(金)08時39分49秒
ハワイPart2は最初は青色のバックグラウンド用のファイルや「戻る」等の大きな表示が出ていましたが、今朝早く修正
が入り正常な画面になりました。大変見やすい画面で綺麗に出来ていますね、楽しい旅行の雰囲気が伝わってきます。
http://silverraccoon.hp.infoseek.co.jp

-------------------------------------------------------------------------------夢子さま有難うございます 投稿者：管理人 投稿日：2006年12月15日(金)14時31分40秒
コメント有難うございます。9日に歌った４曲はどれもて素敵な曲で、最後は一緒に口ずさみましたとお聞きしました。
お隣さんもご近所の方と雨の中歩いて行きましたよと、、、ほかお仲間の皆さんも聴きに来て下さり、とても幸せです。今
年はコール・カトレアとして、3月・8月2回の「ミュージカル」、6月「笑っていいとも」、10月「公民館まつり」、12月「
自衛隊演奏会」と５回出演の為に毎週木曜日に練習が入りました。翠昌の所属するコーラスは11月の「音楽のつどい」に参
加で練習日は水曜日です。この1年間は水・木曜日と2日間練習が続きましたが、9日で終わりました。いまはホッとした気持
ちと新しいお仲間との別れが寂しいです（お誘いがありますが！！難しい）。今年は3月婦人会の交代、５月HP立ち上げ、夏
から引き続き今も所用が多くて、勉強は？でPCの皆様に追いつく事も出来ない状態で（更新も）、、、頑張っていますが！
！こちらも難しいです。
夢子さんはあこがれのヒマラヤトレッキングに行かれるなど、お忙しくても充実されていると思います、これからも翠昌の
行かれない山などを紹介してください。またアドバイス等がありましたら宜しくお願いいたします。明日はお久しぶりにお
会いできますね。
-------------------------------------------------------------------------------お疲れ様でした 投稿者：夢子 投稿日：2006年12月14日(木)23時15分26秒
翠昌さん、コーラス発表お疲れ様でした。歌われた曲を伺ってああ聴きたかったな～、残念！。多分、パソコン仲間のみ
なさまの中でも会場にいらしていた方も多いのでは。今年も音楽活動だけでも引っ張りだこの発表ででご多忙でしたね。
ところで、あっというま、次回はパソコン教室今年最後だそうです。お会いできるといいですね。翠昌さんのハワイ旅行続
編も楽しみです。
http://yumeko1203.tiyogami.com/

-------------------------------------------------------------------------------陸上自衛隊演奏会の報告 投稿者：管理人 投稿日：2006年12月 9日(土)21時54分54秒
編集済
今日（12/9）は陸上自衛隊演奏会、朝からあいにくの冷たい雨になりました。午前私達のリハーサルは11時20分スタンバ
イです。すでに音楽隊はリハーサルを終えて、私達との合同練習が始まりました。12時に昼食タイムで1時間、休憩後は控え
室にて皆でコーラス4曲の練習と入退場ほか（猫の耳）の確認。 午後2時演奏会開演です、第1部の楽団演奏中（昨日のリハ
ーサルで聴きました）は控え室で各自譜面を確認（お喋りもあり）です。3時いよいよ第２部開幕です、舞台の袖で出番を待
ち、さあ舞台へ「虹の彼方に」「黒ねこのタンゴ」「勇気100%」３曲を歌い終わって袖に戻り、音楽隊の演奏再開です。そ
して最後にアンコール曲｢翼をください」を歌い演奏会は無事に終了しました。
冷たい雨のなかお越しくださった観客の皆様から、最後の曲｢翼をください」では手拍子をいただきました（嬉しかったで
す）、幕が下り楽団員の方々と挨拶をして10月から始まった音楽演奏会の練習も終わりました。
以上演奏会の報告です、お越しくださった皆様、どうも有難うございました。
-------------------------------------------------------------------------------あかんまたミスタッチやんか 投稿者：運刻斎 投稿日：2006年12月 5日(火)06時48分30秒
10.5インチの小型画面のと小さな→10.5インチの小型画面と小さな でした。
http://silverraccoon.hp.infoseek.co.jp/

-------------------------------------------------------------------------------誤字だらけでごめんなさい 投稿者：運刻斎 投稿日：2006年12月 5日(火)01時33分11秒
誤字だらけでごめんなさい、最近はめっきり無精者になってWEB閲覧はベッドの中で無線LANでネットに繋いだ小型のモバ
イル用のパナソニック「CF-R5」を使用します。便利でいいですよ～その代わり10.5インチの小型画面のと小さなキーボード
のために、ミスタッチも多く↓のような失敗もやっています、まあPCのせいではなく酔眼朦朧の運刻斎の頭のせいですけ
ど、、
http://silverraccoon.hp.infoseek.co.jp/

-------------------------------------------------------------------------------皆様ありがとうございます 投稿者：管理人 投稿日：2006年12月 4日(月)23時34分58秒
先生コメント有難うございます。ＨＰ立ち上げてからあっと言う間に半年が経ちました。新技法はいつも皆様の後で覚え
るので、先生とお仲間の皆様のＨＰを訪問し新しい技法を拝見し勉強させて頂いています。運刻斎先生のＨＰ以前は陶磁
器、カメラ、アクセサリー等でした、今は料理に旅行の写真も載るようになり訪問が多くなりました。そしてＰａｐａｇｅ
ｎｏさんのＨＰはもうすぐ8888になります。翠昌はＭｉｃｋｅｙさんのＨＰで№888に巡り合いました、今度も末広№8888に
巡り合えたらいいな～と思っています。
アクセス1500達成は、思うようにＰＣの時間がとれずＨＰ更新も直ぐには出来ないもどかしさと、迷いがあるなか、お教室
の先生方とお仲間の皆様が応援し訪問してくださるお蔭と感謝でいっぱいです、有難うございます。これからも頑張りたい
と思いますので、どうぞ宜しくお願い致します。
-------------------------------------------------------------------------------1500アクセス 投稿者：運刻斎 投稿日：2006年12月 4日(月)05時19分17秒
1早いものです、、500アクセスを達成しましたね。おめでとうございます、半年で1500とは、運刻斎など4年で1600ちょ
っとですから
http://silverraccoon.hp.infoseek.co.jp/
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-------------------------------------------------------------------------------掲示板の削除は 投稿者：管理人 投稿日：2006年11月25日(土)22時25分12秒
編集済
先生、早速の返信ありがとうございます。掲示板の削除が難しいのであれば翠昌はこのままで良いと思います。乙女？マ
マさんも下記↓のコメントを拝見されて納得されたと思います。何かの折に分かりましたら、お手数をお掛け致しますが教
えてください。再度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：2006年 9月28日(木)21時50分5秒
おとめ？ママ様 コメント有難うございます。春夏とミュージカルを観にいらしてくださり有難う御座いました。再演で
トラップ大佐を演じた彼は、立派に大役を果たしました。マリア役の二人もそれぞれが個性を出して素晴らしいマリアでし
た。翠昌は昨年３月｢不思議な魔法の笛｣の再演＝｢魔笛｣に初めて出演させていただき、今年は春・夏とご存知のように「サ
ウンド・オブ・ミュージック」に出演し、子供たちと３回共演しました。男の子は年齢により恥ずかしい時期があります
が、本番は堂々と演じそれがとても頼もしく感じました。9月24日（ふれあう芸術・オケとうたおう）に出演の彼はトラップ
大佐役では無く、ロルフ役の中学生です。おとめ？ママさんもいらしてたのですね、会場いっぱいの観客で気が付きません
でした。来年は市の主催で「人権フォーラム」を行うため、来年３月はＹ少年少女合唱団の主催のミュージカルはありませ
ん（ですので再演を８月に行いました）。来年３月は合唱ミュージカルとして、多くのコーラス団体が出演します、もちろ
んＹ少年少女合唱団も私達有志も出演させて頂きます。沖 藍子さんの歌は素晴らしいですね。
-------------------------------------------------------------------------------素敵に更新おめでとうございます 投稿者：乙女？ママ 投稿日：2006年 9月28日(木)17時02分8秒
沖藍子さんの素敵な歌声と動画で始まる「２つのミュージカル」素敵に更新おめでとうございます！乙女？ママ3月と8月
公演楽しく鑑賞させていただきました。8月の再演は、高校生の方トラップ大佐役所々はにかみながらも大役立派に、マリア
役の可愛いお姉さんも表情豊かに熱演！（トラップ大佐・マリアさんのお二人9/24「ふれあう芸術・おけとうたおう♪」合
唱団の皆さんと出演されてましたね）翠晶さんの音楽祭司会者3月公演の衣装も素敵でしたが、再演衣装は？と楽しみに、厳
かな音楽祭に相応しいロングスカートと帽子でコーデネート良くお似合いでした。Y少年少女合唱団の小さい皆さんの演技や
歌可愛いしぐさに心も和みました。翠晶さんのHPで再現でまた楽しく拝見有難うございました。ミュージカル観賞は楽しい
ですが、演じる方は勿論ですが、指揮・演出・ピアノ・装置等・すべてボランテアさんのご協力で運営と伺いましたが素晴
らしいですね。来年は？かしらと今から楽しみにお待ちしてます。
http://tomie321.hp.infoseek.co.jp/

-------------------------------------------------------------------------------いつも有難うございます 投稿者：管理人 投稿日：2006年 9月27日(水)22時31分4秒
先生、訪問とコメント有難うございます。更新と思いながらも、完成させするには時間がかかりました。動画のお勉強も
受けた時間が本当に短かったので、難しい操作がまだ理解出来ていません。ＰＣ操作もＨＰ作成も覚えれば覚えるほど奥が
深くて、諸先輩の皆様に追いつくのは、翠昌にはまだまだ無理なようです。
少しずつでも覚えて行きたいと思いますので、願わくは動画も含めもう一度、一からご指導をお願い致します。
-------------------------------------------------------------------------------見事に動画を掲載 投稿者：運刻斎 投稿日：2006年 9月27日(水)17時38分21秒
おめでとう御座います、念願の動画アップロードやれば出来ます！！独力で動画をＨＰに掲載、EMBEDタグの処理もセン
ター指定で綺麗に決まっています。他者に真似のできないのはWindowsXPのSP-2のセキュリティ対策の回避方法を読者に解説
されていますが、これはとても親切な処置だと思います。次なるステップに向けてさらにスキルをアップさせましょう。
http://silverraccoon.hp.infoseek.co.jp

-------------------------------------------------------------------------------先生、皆様、ありがとうございます 投稿者：管理人 投稿日：2006年 9月23日(土)22時36分8秒
5月にＨＰを立ち上げて早いですね４ヶ月が経ちました。ＨＰは今まで覚えたＰＣの勉強を上手く使いこなし、新しい操
作を教えていただき、発表する場でもあると思います。お忙しい先生と休みの多い翠昌はすれ違いが多く、肝心な勉強はい
つもお休みで、後からついていくのが難しいです。先程Ｅメールに入った「今朝から気になっていました、アクセス1000お
めでとうございます」を拝読して嬉しくなりました、有難うございます。
翠昌も先日は幸運な事に先生の888ラッキーナンバーとＷで巡り合うことが出来ました、そして今日の1000アクセスはパソコ
ンを通して知り会えた先生方始め皆様が、いつも訪問し応援してくださるお蔭と感謝の気持ちでいっぱいになりました。今
一度、心新たに頑張ろうと思いますので先生、皆様どうぞ宜しくお願い致します。
-------------------------------------------------------------------------------1000アクセス達成おめでとうございます 投稿者：運刻斎 投稿日：2006年 9月23日(土)14時01分7秒
先ほど1000アクセスを確認しました、開設4ヶ月目で早くも1000アクセスはすごいと思います。表紙などをリニューアル
して次なる目標は2000アクセスですね。
http://silverraccoon.hp.infoseek.co.jp

-------------------------------------------------------------------------------親の背中は大きいです 投稿者：管理人 投稿日：2006年 9月12日(火)00時04分2秒
夢子様 訪問くださり有難うございます。木組み模型組み立ての作成は本当に大変だったと思います、木の長さを計って
数本にする事から始めていました、切った部品は細かく数も多いので専用テーブルが必要でした。父の姿は小さいころから
大きく感じました、小学生の頃運動会でカメラを持ち順番に姉弟の写真を撮りに来てくれました、カメラを向けられると恥
ずかしった事、でも出来上がった写真を見て嬉しかった事を思い出します。両親は毎月2泊3日で我家に十年以上泊まりに来
ていました、父がT大学病院に通院する為です、子どもが小学生の頃からでしたので祖父母と触れ合う生活が出来、良かった
です。
夢子さんも朝顔の棚や糸瓜の棚でお孫さんとの楽しい触れ合いが出来お幸せですね、きっと良い思い出になります。HP夢子
さんのパワーを頂いて頑張ります。
-------------------------------------------------------------------------------お父様の姿を想像してみました 投稿者：夢子 投稿日：2006年 9月11日(月)17時57分42秒
ページ(8)
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今、翠昌さんのNEW「お父様のページ」に釘付けです。まずは「木組み組み立て作品」「えっえっ、これ、ご自分ですべ
て！！」現職で充分ご活躍の後、（写真の作品は70歳ごろからとか）かくも素晴らしい作品を精力的に作られたのですね。
膨大な設計図どおり、気の遠くなるような緻密な組み立てをしてらっしゃるお父様のお姿を想像してみました。「う～ん、
やっぱりすごい！」城、寺、庭 みな心惹かれます。
「石」のことはよくわからないのですが、なにか「ロマン」を感じます。前回の「お母様の和紙人形」と共に（翠昌さんに
してこのご両親あり）の実感！。
アート面だけでなく、親子孫にわたっての、しっかりとした精神面の受け継がれる様も学ばせていただきました。
-------------------------------------------------------------------------------大切なこと 投稿者：管理人 投稿日：2006年 9月 9日(土)12時37分21秒
ちびくろばっぱ様 訪問 コメントを有難うございます。父を思い出すと懐かしい事がいっぱいあります。お正月元旦に
は、家族揃って明治神宮に初詣に行くのが恒例で、お守り、熊手、破魔矢などを買い露店を見ながら帰りました。
HPを作成して、両親のことを改めて考えました。大正生まれの両親は大正、昭和、平成と３つの時代を歩んで来ました。翠
昌は苦労をせずに生まれ育った世代です、根気強さ、我慢強さに欠けています。ちびくろばっぱ様もPCのお勉強をされる事
は素晴らしいことです、先生も大切な生徒さんと思われています。翠昌も見習ってお勉強をしないといけないですね、大切
なことを忘れていました、これからも宜しくお願い致します。
-------------------------------------------------------------------------------宝物の遺品素敵です 投稿者：ちびくろばっぱ 投稿日：2006年 9月 8日(金)22時55分30秒
お父上さまは凄いですね、驚きました。根気の要る仕事ですよね。よくなされました。並大抵では出来ません。お好きだ
ったのでしょうね。こんな素敵な宝物お父上さまからの贈り物をお持ちの翠昌さんお幸せですね。そして綺麗にアップなさ
れておめでとうございます。さぞお父上さまもお喜びですよ！！きっと通じるものなんですよ。木組みの事も、コレクショ
ンの石の事も、ちびくろには分りませんが、美しい、素晴らしい、事はわかります。普段中々お目にかかることの出来ない
翠昌さんの宝物、拝見できました。ありがとうございました。
http://tei123.hp.infoseek.co.jp

-------------------------------------------------------------------------------HPの良いところ 投稿者：管理人 投稿日：2006年 9月 8日(金)21時47分9秒
乙女？ママ様 いつも訪問くださり有難うございます。母から写真を撮りに来て欲しいとの電話から、両親の手作りを写
しに行きました。いつもはアルバムに写真を入れるだけで終わりですが、先日HPに載せた和紙人形を印刷して母に渡しまし
た。母はそのページが自分の作品で構成されている事と、写真に説明が入り分かりやすいと大変喜んでくれました。今回の
父の印刷は今度帰ったときに渡します。HP作成は大変ですが母に喜んでもらえて、良かったです。乙女？ママさんもハワイ
・台湾・ニューヨーク旅行と夏休みの思い出アルバムで、ご家族の皆さんもお喜びだと思います。
翠昌は知らない事が沢山あります、いろいろご存知の乙女？ママさん教えて下さいね、宜しくお願い致します。
-------------------------------------------------------------------------------お父様の思い出 投稿者：乙女？ママ 投稿日：2006年 9月 8日(金)19時16分2秒
素晴らしいご趣味ですね。手作りの木組み模型組み立て完成まで半年も総部品数8,374点も気の遠くなる様な数の木組で
すね。お父様は3人の可愛いお子様の喜ぶお顔想像なさりながらこつこつと組み立てされたんですね。翠昌様姉弟様に素晴ら
しいお宝プレゼントお父様に感謝ですね。石の蒐集こちらもお父様ご自信で置き台も作成丁寧に磨かれお手入れの行き届い
た石が輝いてますね。世界に一つだけの貴重なお宝ですねご実家のお宝沢山ですね。翠晶さんが幅広いご趣味お持ちの謎？
解明しました。ご器用で素敵なご趣味沢山お持ちのお父様、お母様のお子様でお幸せですねお二人に感謝ですね。貴重なお
宝拝見させていただきまして有難うございました。
-------------------------------------------------------------------------------再度有難うございます 投稿者：管理人 投稿日：2006年 9月 7日(木)22時57分14秒
先生、コメント有難うございます。石は飾る為に、厚い板を使用し埃よけのガラスを付けた専用棚に納めてあります。大
きくて重く動かせず、写すのは大変で後半はまとめて撮りました。石の好きな方は見ていて飽きないそうです。父はよく磨
いておりました。写真の右側、下から２番目、前列中央の石は金が入り光っています（写真が小さくて分かりません）。我
家の玄関にも菊花石と北上川の赤石があります、これは生前に父から譲り受けたものです。先生もお好きなので詳しいです
ね、教えてくださり有難うございます。石名は難しいです、翠昌は菊花石と孔雀石、赤石ぐらいしか知りませんでした。後
で記入させて頂きます。
http://sui22042006.hp.infoseek.co.jp/

-------------------------------------------------------------------------------黒川鉱山の間違い 投稿者：運刻斎 投稿日：2006年 9月 7日(木)22時42分10秒
桐生市にあるマンガン鉱床は黒川鉱山でした、運刻斎の勘違いです。フェライトは亡きお父上のご専門の高周波回路に必
須の素材であり東京高等工業学校（東京工業大学へと昇格した）の加藤与五郎博士が発明され現在のTDK㈱が工業化したもの
です。フェライト研究者の多くはお父上の母校の東北大学からも輩出しています、運刻斎の上司も部下も多くは東北大出身
者でした。運刻斎は日立製作所からフェライト研究のトップだったTDK㈱に移り当時の最先端のマンガン亜鉛フェライトの非
線形特性の研究と実用化で多くの特許を取得しています（たまにはまじめになります）
http://www5e.biglobe.ne.jp/~tomoya/Index.htm

-------------------------------------------------------------------------------緑マンガン鉱？ 投稿者：運刻斎 投稿日：2006年 9月 7日(木)21時06分21秒
御父上のコレクションを拝見しました、貴石、化石大好き人間の運刻斎には興味があります。中央の庭石にされていた石
は、緑色が垣間見える灰色の石、おそらく群馬県桐生市にあった黒石鉱山の低変成を受けた層状マンガン鉱床から取れたハ
ウスマン鉱のように見えます。酸化マンガンですから空気中の酸素と結合して写真のように黒ずんで見えるのでしょう。40
年前にフェライトの研究をしていた時にマンガン鉱石を少し勉強しました。
http://www5e.biglobe.ne.jp/~tomoya/Index.htm
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-------------------------------------------------------------------------------888有難うございます 投稿者：管理人 投稿日：2006年 9月 6日(水)21時40分32秒
編集済
先生、皆様有難うございます。HP立ち上げはお教室の皆様だけにお知らせしました(友人達は家族のPCで操作が難しいよ
うです)。これもひとえに先生方とお仲間の皆様が訪問してくださるお蔭と、いつも感謝致しております。先生も都市対抗野
球の優勝、おめでとうございます。連日の応援と888(末広)ジャストに出会う幸運をお持ちで、どちらも嬉しい事だと思いま
す。
翠昌も揺らぐ気持ちを888のパワーで吹き飛ばします。お忙しいと思いますが、少しでも皆様に追いつくように努力致します
ので、今後もご指導の程、宜しくお願い致します。
-------------------------------------------------------------------------------↓仔の様な？？ 投稿者：運刻斎 投稿日：2006年 9月 6日(水)00時00分42秒
MicrosoftのIMEは本当にお馬鹿です「仔の様な」なんて変換をするのは日本人が係らないで開発したシステムの欠陥で
す、Atokを搭載する携帯電話の変換機能のほうがはるかに優れています。
http://www5e.biglobe.ne.jp/~tomoya/Index.htm

-------------------------------------------------------------------------------888アクセスゲット！！ 投稿者：運刻斎 投稿日：2006年 9月 5日(火)23時57分28秒
888アクセスおめでとうございます、Infoseekのカウンターは厳しいのでなかなか仔の様なラッキーナンバーを見るのは
難しいのです。
http://www5e.biglobe.ne.jp/~tomoya/Index.htm

-------------------------------------------------------------------------------ありがとうございました 投稿者：管理人 投稿日：2006年 8月20日(日)23時35分53秒
サウンド・オブ・ミュージック再演にお越しいただきました皆様、有難うございました。７月から始まった合同練習も今
日の本番で無事終わりました、子供たち始め大人の皆さんも幕が下りた時はホッとして、笑顔がでていました（スタッフの
方は後片付けが大変ですが）
本日は有難うございました。
-------------------------------------------------------------------------------子どもたちは可愛いですね 投稿者：管理人 投稿日：2006年 8月20日(日)00時16分51秒
乙女？ママ様 いつも訪問有難うございます。可愛いお孫さんたちに囲まれて楽しい夏休みを過ごされましたね。娘さん
ご家族も良い思いでを沢山お土産に持ち、お帰りになられたことでしょう、お幸せです。大きいお母さん！お疲れさまでし
た。再演も明日になりました、今日は可愛い子どもたちと一緒に、衣装を付けて５時半までリハーサルでした。お天気が心
配ですがお越しをお待ち致しております。
ミュージカル再演楽しみでーす！ 投稿者：乙女？ママ 投稿日：2006年 8月19日(土)00時28分18秒
翠晶さんの素敵に更新されたHP拝見しました（昨日まで我家は9人家族でした。本日成田空港から一番賑やかでした3人が
16時30分発で台湾に）急に静かな我家に戻り気抜けしてボーっとしてましたが、翠晶さんのHPで「サウンド・オブ・ミュー
ジック」20日に再演のお知らせ拝見元気に！3月の公演も楽しく観劇させていただきましたが、今回の第一部沖藍子さんの豪
華ゲスト出演！「サウンド・オブ・ミュージック」トラップ大佐とマリア役は高校生の方が、こちらも楽しそうですね。20
日楽しみにお伺いいたします。（8月6日にクラシックコンサート「音楽の絵本」音楽が好きな孫と楽しく観劇しましたが。
本日帰国しました。来年の公演は孫と！観たいです鬼が笑いますね。）少年少女合昌団の可愛い皆様との集合写真素敵です
ね。お忙しい翠晶様暑い日が続いてます体調崩さないようお気をつけてご活躍くださいませ。
-------------------------------------------------------------------------------3日後になりました 投稿者：管理人 投稿日：2006年 8月17日(木)22時26分8秒
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。翠昌は本当に幸せものです、大好きなちびくろばっぱ様
に誉めて頂けて嬉しいかぎりです。ＨＰ立ち上げて丁度3ヶ月経ちました。その前後も今も学ぶ時間があまり無く、、、ばっ
ぱ様はじめとしてお仲間の皆様と先生方に支えられています。今回は10日、11日と素敵で楽しいイベントがあり、拝見して
急遽短期間での作成でした。翠昌はミュージックを入れられたことが嬉しいです、音楽は良いですね癒してくれます。
19日（土）は5時までリハーサルで、本番20日（日）は9時集合です。暑い中ですが、お越しをお待ち致しております。
-------------------------------------------------------------------------------サウンドオブミュージック 投稿者：ちびくろばっぱ 投稿日：2006年 8月17日(木)20時05分40秒
何とも形容しがたい美しさ、サウンドオブミュウジックお知らせのページです。とても品が良く出来ていますね。拝見し
て嬉しくなりました。こんなきれいなことできて、翠昌さんお幸せ、勿論持って生まれた才能ですけれど、学ぶということ
は、まねぶ、即ち真似からきているそうです。偉いお坊さんのお話ですが、ちびくろもまねて、何時かは翠昌さんのように
なりたいです。こちらも成功、会の成功もお祈りします。美しい歌声楽しみにしています。
http://tei123.hp.infoseek.co.jp

-------------------------------------------------------------------------------お久しぶりです 投稿者：管理人 投稿日：2006年 8月15日(火)23時51分32秒
夢子様、訪問コメント有難うございます。夢子さんに誉めて頂いて嬉しく元気が出ます。ＨＰ作成はなかなか難しいで
す、まだまだ知らない事が沢山あり、いつも悪戦苦闘しています。今回、再演のお知らせが作れ皆様に紹介できた事は良か
ったと思います。練習も後16日と19日の2回で皆頑張っています、どうぞ楽しみにお越しください、お待ち致しております。
きょうは池袋に書の展示を見に行って来ました、夢子さんの描く画もそうですが、良いものを見ることは目の保養なり勉強
にもなります。夢子さんのＨＰスケッチランを拝見して、どうしたらあのように上手く描けるのかと羨ましいかぎりです、
いつも楽しみにしています。これからもアドバイスなどよろしくお願い致します。
-------------------------------------------------------------------------------ページ(10)

掲示板.txt
ありがとうございます 投稿者：管理人 投稿日：2006年 8月15日(火)23時08分3秒
編集済
先生、訪問コメント有難うございます。再演のお知らせを掲載する事は、最初考えておりませんでした。多くの皆様に再
演をお知らせする為、チラシ配付や掲示板とスタッフも皆さんも力を合わせております。ソプラノリサイタルのお話を聞
き、ゲスト出演の素敵な歌声を皆様と一緒に聴ける事など考えて、、、お知らせを載せました。今回の更新はいろいろと勉
強になりました。長い目でみてください、宜しくお願い致します。
-------------------------------------------------------------------------------次々と宝物が．．． 投稿者：夢子 投稿日：2006年 8月15日(火)16時26分4秒
久しぶりで翠昌さんのHP拝見させていただきました。サウンドオブミュージック再演のお知らせページ、写真も選ばれ
て、茶系グラデーションの背景が真似したくなるような心地よさです。再演のご成功を祈っております。
お母様の和紙人形、読者の皆さんも言われているように、「とっておきの宝物」のご披露、豊かな気持ちに戻してくれる母
子の歴史のように思えます。次回はお父さんの作品も．．とのこと、ご多忙な中、翠昌さんのHP更新が待ち遠しいです。

-------------------------------------------------------------------------------きれいな更新 投稿者：運刻斎 投稿日：2006年 8月15日(火)06時43分12秒
サウンドオブミュージック再演のお知らせ、HPの利用方法としてはこのような方法もあるのですね、そういえばプロのミ
ュージシャンは公演スケジュールをHPに掲載している人が多いですね。背景やタイトルがとてもきれいに決まっています。
http://www5e.biglobe.ne.jp/~tomoya/Index.htm

-------------------------------------------------------------------------------和室の障子が良かったと思います 投稿者：管理人 投稿日：2006年 8月 4日(金)00時38分55秒
ちびくろばっぱ様
訪問、コメント有難うございます。写真は考えながら楽しく写しました。手作りは皆さん数知れな
いほど沢山作られていると思います。お母様の縫われた綿入れ丹前は、懐かしくて暖かくて愛情が沢山詰まっていて、本当
の宝物ですね、縫うのも綿入れは大変だったと思います。今では布団屋に頼む布団のうち直しも、翠昌が小学生のころは、
母が割烹着に姉さんかぶりの手拭いをして(私も真似をして)１枚づつの綿を重ねていき、最後に真綿で包み布団カバーにく
るりとひっくり返し、太く長い針と赤い糸で隅を縫い結び布団が出来るの楽しく手伝いました。
ちびくろばっぱ様も今はされないと思いますが、もし作られるならば翠昌は今でも手順を覚えていてお手伝いできると思い
ます。何か楽しいですね。
-------------------------------------------------------------------------------再度のコメント有難うございます 投稿者：管理人 投稿日：2006年 8月 4日(金)00時06分30秒
乙女？ママ様 有難うございます。昔は！子供を遊ばせながらお母さんたちは、自分の得意なものを教えあいながら交流
をしていました。お誕生日会は懐かしい言葉ですね、お呼びしたお子さんの家族も参加で、狭い部屋にテーブルを並べ、朝
からケーキ2個や昼食20人分以上を作り、その他の用意もと大変でしたが、忙しくても楽しかったこと思い出します。乙女？
ママさんの手作りもいっぱいありますね、木目込み人形は10体まだ健在とあります、更新楽しみにお待ちしていますね。翠
昌作は籐の2段かごや和紙の引き出し等で今でも健在です、我家にお越しくださった方は見ていますが、家具の中に納まって
気が付かれたか？です、後は全てプレゼントで残っていません。
-------------------------------------------------------------------------------母上様の和紙人形素敵です 投稿者：ちびくろばっぱ 投稿日：2006年 8月 3日(木)21時21分20秒
この綺麗なお人形が二十数年前の作品とはとても思えません。お母さまよくぞ作られました！！。そして翠昌さんよくぞ
綺麗に陳列、撮影なされました！！。親子気の合った素晴らしい作品ですね。ゆがみ？などとんでもない、体をひねった美
しさが出ています。大事な宝物ですね。ちびくろも大事な宝物を沢山、沢山？？持っています。母（義母）50年同居してい
たばっぱさんが手縫いした物、物です。今もちびくろの綿入れ丹前まであります。もったいなくて？？捨てられません。豊
富な時代の現実的なお話です。美しいお話の中、すみません。
-------------------------------------------------------------------------------手作の作品は良いですね！ 投稿者：乙女？ママ 投稿日：2006年 8月 2日(水)23時53分50秒
特技沢山お持ちの翠晶さんはお母様譲りの器用な方ですね！乙女？ママも、手作りを贈る、頂くのも好きでーす！子供達
が幼少の頃、お誕生会のケーキ、クッキー、マドレーヌ、手提げ袋や、革の小銭入れを作りキティちゃん、ドラえもんを画
いてイニシャル入りをプレゼント、結構人気が有りました？？、、木目込み人形も３０体近く作り２０体？はプレゼント、
１０体は着物が少し色褪せてしまいましたが我家の飾り棚に健在です！？最近はパワー不足、手作り品ご無沙汰です。翠昌
さんは元気！元気！楽しい手作り作品HPで拝見できますこと楽しみにお待ちしてまーす！
http://

-------------------------------------------------------------------------------ガラスありの書架です 投稿者：管理人 投稿日：2006年 7月30日(日)22時56分5秒
乙女？ママ様 訪問有難うございます。和紙人形は折り紙と同じに日本独特な手法です、小さかった子供たちを連れて実
家に遊びに行き、人形の姿を見ると不思議にホッとしました。翠昌はプレゼントに手作りを送るのも、頂くのも好きです。
高価ではありませんが、手間ひまがかかり心がこもっていると思います。ケーキなどを作っていると子供達が、きょうは何
処に行くの？とか、誰かが遊びに来るの？とかよく聞きました。そんな可愛い時があったのですね懐かしいです。
乙女？ママさんは、今お孫さんが一番可愛いさかりでもあり、楽しい時でお幸せですね。
-------------------------------------------------------------------------------素敵な和紙人形ですね！ 投稿者：乙女？ママ 投稿日：2006年 7月30日(日)18時04分22秒
和裁お得意のお母様作成の和紙人形夫々のテーマに合った和紙で上手着付けお人形が活き々お見事です！20数年前の作
品？最近作られたように綺麗ですね。七五三風流で可愛いですね翠昌さんの七五三のお参りのお姿思い出しながら着物の柄
は？帯はどの和紙がとお母様楽しく作られた事と思います。素敵な宝物HPで楽しく拝見しました。次はお父様のご趣味更新
楽しみにお待ちしてます。
http://
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-------------------------------------------------------------------------------有難うございます 投稿者：管理人 投稿日：2006年 7月29日(土)00時29分4秒
めでたく！3回目の更新が無事に出来ました、これも先生のお蔭と感謝いたしております。和紙人形はかなり大きいで
す、先生のお話しの通り歌舞伎や日舞で演じるものが多く、藤娘・汐汲みはおさらい会でよく踊られます。お芝居の忠臣蔵
では、お軽が手鏡で内蔵助(本名：良雄)(由良之助)の手紙を見る場面が有名です浅野内匠頭(本名：長矩)と赤穂浪士のお墓(
東京泉岳寺)は以前仲間数人と行き、近辺(シロガネーゼ)を歩いて来ました。
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