


あけましておめでとうございます
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元旦、２日、３日（火曜日）

営業しています

今年もよろしくお願いいたします

necohair

098-859-4739

http://stat.ameba.jp/user_images/20111231/13/necohair/cd/e5/j/o0800119511705773586.jpg


ありがチーノ

年末の大掃除も終わり

pcの中の写真を整理していたら

こんな写真が出て来たんですけどね

今更ですけど１１月の話をしてもいいですか？

この写真は１１月のあたまに

粟国島に行った時の写真だけど

その日は波が高くて

歩く事も立つ事もできないくらい

船は揺れていて

僕は酔い止めのクスリを飲んだものの

酔ってしまい

ボブも酔って
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げーげー胃液まで吐いて

地面に這いつくばりながら

ボブの胃液を処理し

自分の口を押さえてチェリを見たら

チェリはぜんぜん酔うことなく

波しぶきに打たれ外のベンチでボブを抱え

横になっていたら

僕の顔の上に乗っかって

トイレに向かう人達に吠えまくり

胸元ではボブがげーげー吐いて

もうどうする事もできず

泣きながらも可笑しくて切なくて

誰にも助けを求める事もできず

朦朧としていたら

トイレに向かうおじいちゃんが

こちらにカメラを向けて写真を撮っているのである

その日は一眼レフカメラをぶら下げた

おじいちゃんおばあちゃんの団体がいて

たぶんカメラの同好会かなんかの撮影会で



島に行ったんだとおもうけど

そのおじいちゃんを皮切りに

船内から

青ざめた顔のおじいちゃんおばあちゃんが

壁や自販機に体を預けながら

ピンボールみたいに

ジグザグに

やって来て

次々と代わりばんこに

トイレに行くふりをして

僕らを

カメラに収めていくのである

全員が吐きそうになりながらも

脇をしっかりとしめてブレないように

こちらにレンズを向けてシャッターを押しているの

船上カメラマンさながら

それに反応たチェリが

さらに吠えまくり



僕の顔はさらに潰れ

もう地獄

その写真は揺れもおさまった頃に

船上カメラマンの

おじいちゃんに僕のカメラを渡して

撮ってもらった一枚です

もしも

どこかの写真の個展やグループ展

で

白い犬に顔を踏まれげーげー吐いてる黒い犬を抱え

ベンチで死にかけている男を

みかけたらそれは僕です

僕もその写真が欲しいので

見つけた方は教えて下さいね



この記事が今年最後の記事となるのかな

前回の記事もそうだけど

このままじゃ

なんだか申し訳ない

これじゃ気持ちよく新年を迎える事ができないような

あまりうまく

ブログを書けなかった時は

どこかのだれかを傷つけてしまったような

なにか大切なものを失ってしまったような

次はもっともっと易しく優しく書こうぜ！

と少々大げさかもしれないけれど

そういう気持ちもあるんですよ

http://stat.ameba.jp/user_images/20111228/16/necohair/66/69/j/o0800120411699718494.jpg


少しはね

でもね

言葉はいつもその気持ちとは別の

遠く離れた場所にあって

素直にうまく言葉が出てこないんだな

目を開けて起きてる時でもこんなんだから

目をつむって夜寝てる時は何を言っているのか

寝言を録音するアプリで録音してみたら

ブッブッブー

ボブのおならの音の合間に

「ぺぺろん、ぺぺろんぺぺろん」

と言う寝言が録音されてた

僕は無意識というか

普段

ぼけぇーとしてる時に

お口が勝手に

「ペペロンチぃーノ」

と言ってる事があってね

前にも言ったけど



「フォトショ（フォトショップ）」

や

「新垣材木店」

や

「カプチーノ」

などなど

口触りというか

言い応えが良いというか

口当たりの良い言葉を

無意識に探しててそれを言うと

なんだか心が落ち着くというか

無

になれるのね

それを

寝言でも言ってたんだな

こないだお客さんと

言霊

の話になって



「ありがとう」や、「ラッキー」や「私はツイている」

「ゆるす」などなど

前向きな言葉を口にする事によって

心も体も前向きになって

良い運勢を引き寄せる

みたいな法則があるんだよ

っていう

みんなも一度は聞いた事があるような

そんな話でしたけど

なかなか恥ずかしくて

言えないのがその言葉たちでしてね

近くにありて遠くにおもふ

「ペペロンチーノ」

とか

言ってる場合じゃないぜオレ

その日から

「ありがとう」

と言うようにしましたよ

ちなみに



うちの妻の口癖は

「とりあえず謝って！」

である

仕事帰りのサラリーマンが

打ち上げの居酒屋で

おしぼりで顔をふきふきしながら

時給７５０円のバイトのお姉ちゃんに

向かって最初にオーダーする

「とりあえず生八つ！」

みたいな勢いで

「とりあえず謝って！」

と言うのである

僕ら夫婦口が悪いのか頭が悪いのか

来年からといわず

今日からの口癖は

「ありがとう」

と言いたい

「ありがチーノ」



とも言いたい

今年も一年お世話になりました
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来年もよりいっそう

金銭的にもご協力頂けますよう

よろしくおねがい師走

だめだだめだ

すみません

今

顔を洗ってきますね

ついでに

この汚口をモンダミンで清めてきますね

口をゆすいでる時って

外からの音よりも

くちゅくちゅ

って音に集中してしまうから

くちゅくちゅ♪くちゅくちゅ♪

リズム刻んじゃって

自分でも思いもよらぬいいフレーズが

出て来たときなんかは

何回も何回もループしてフェイドアウトできず

吐き出すタイミングを逃し



口内のピリリとした刺激とリズムが相まって

トランス状態になりませんか？

なりませんよね

すみませんね

めんどくさくて

何でも浮かんだ事書いちゃって

ではでは

今年も一年大変お世話になりました

来年もみなさまにとって良い年でありますように

ボブ、チェリともども

お祈り申し上げます

本年と変わらぬご愛顧を宜しくお願い致します

necohair

年内は31日大晦日まで営業しております

なお新年は１月２日より３日（火曜日）も営業いたします
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098-859-4739



夜空の嘘

みなさんは

どのようなクリスマスをすごされましたか？

僕はこの仕事についてからの

クリスマスは

いつも遅くまで働いていたりするので

なんの予定や予約などを入れる事が難しいので

今年のクリスマスも妻にはもしかしたら遅くなるので

先に寝ててねと言ってたのですが

おとといはキャンセルがでて

仕事が早く終わったので

いそいで

店を閉め

ケーキとチキンを買いに車を走らせるが

モスもケンタッキーも人がいっぱいならんでて

結局

近くのスーパーへ行って

店内へ入るとわりと人はまばら



で

すいすいと惣菜コーナーへむかい

お目当てのチキンを見つけたのだけど

クリスマスという事もあり

チキンも唐揚げやローストやまるまる一羽のやら

種類もたくさんあって

どれを買おうか迷う

一つ一つ手に取り

できるだけ大きくてできるだけ形が良くて

できるだけおいしそうなものを

なにがなんでも

この中で一番いいものを買うぜ！

と

マジマジと選別していたら

その横をうちの店のお客さんが通過したのね

絶対に気づいてただろうけど

気を使ってか

僕のチキンをきちんと選んでいる姿に

圧倒されたのか



声をかけずにスルーしたんだねきっと

職業柄僕は、チキンを睨んでいる姿を

お客様には決して見せてはいけないんだと思うのね

美容師という仕事は少なからず「夢」を扱っている商売であって

自分が担当している美容師さんが

クリスマスに

惣菜コーナーで

チキンを睨んでいたら

がっかりするでしょ？

サンタはチキンにだって微笑むでしょ

サンタがチキンなんか睨んでいたら

子供たちは泣いちゃうよな

はぁぁあ

失敗したな

今年も色々みんなにご迷惑をおかけしましたが

来年もよろしくおねがい師走。

（このフレーズこの時期にしか使えないので何回も使い回します）

さてと

僕は



今年みなさんにご迷惑をかけた

罪滅ぼしというか反省の意を込めて

今夜は街へ繰り出し

ソフトな風俗店へ行って

クリスマスに何も貰えなかった女の子達に

プレゼントを配りに行ってきます

決してnecohairの忘年会ではありませんので

僕なりの懺悔ですので

お間違えの無いように

それでは

みなさん残りわずかの年末をやっつけて

きれいな心と体で

新しい年を迎えましょうね！

「えーんえんえんえん」

「どうしたんだい君？」
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「ヒックヒックッバカバカバカよなさんのバカー！」

「なぜ泣いているんだい、理由を聞かせておくれよ」

「家族を放ったらかしてソフトな風俗店にいくなんてひどいじゃないかー」

「よなさんはソフトな風俗店なんて行かないよ」

「さっきソフトな風俗店に行って女の子にプレゼントあげるって言ってたじゃないか」

「よなさんはね、締め切りを過ぎた仕事があって夜も遊びにいけないんだよ」

「えっ？じゃさっき言ってた事はウソなの？」

「そうなんだ、冗談なんだよ、みんなが面白がると思ってついたウソなんだよ」

「みんなが面白かったらウソをついてもいいの？」

「君はなぜ星が輝いているかわかるかな？」

「えっと、水素爆発して光っていたり、太陽の光を反射して光ってるんだよ」

「そうだよ、じゃなぜお昼は星が見えないのかな？」

「お昼は太陽の光が強すぎて星は見えないんじゃないかな？」

「うーんそうだね、もう君は分かってると思うけど、光は闇に輝くんだね」

「うん」

「夜空の星も、夏祭りの花火も、たいくつなネオンサインも暗闇にこそ輝きが増すんだね」

「うん」

「つまりよなさんがついたウソは、良いこのみんなの笑顔がよりいっそう輝くように

　ついた、いわば、「夜空のウソ」と言えるんだよ」



「その喩えわかりにくいしなんだかダサイね」

「じゃぁね、きれいなお花畑にぽつんとワンコのうんこが落ちてたとするよ

　するとどうだろう、ワンコのうんこがよりいっそうひきたつよね」

「そうかな？」

「つまりねよなさんのついたウソっていうのは「お花畑のウソ」って言ってもいいんだよ」

「へーつまんないね」

「えっ、じゃねじゃね、合コンでブサイクばかりの中に一人だけきれいな人がいると

　その人は普段見るよりか２割増きれいに見えるんだよ」

「パパとママが心配してるからもう帰るね、ばいばーい」

「ちょっとちょっとまだ話終ってないよ」

年末は３１日まで営業しています

necohair
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098-859-4739



師っ走！

時計の針は

ボブとチェリをまわりました。

ボクボブとチェリnewsの時間です。

まずはじめに

今朝８時頃

那覇市山下町に住む與那友彦（３６）さんが

自宅のトイレに入っていた所

チェリ（２）が

ドアをこじ開けトイレに侵入しました。

チェリは中にいた與那氏に牙をちらつかせ

背中やお腹を撫でるよう指示し

全身を撫で回されリラックスしていましたが

異変に気づいた

さゆうちゃん（１才６ヶ月）もドアの隙間から入り込み

大騒ぎとなり

騒ぎを聞きつけたボブ（５）も現場に乱入し

トイレの中は異様な雰囲気に包まれ



一時騒然としました。

この騒ぎによるけが人はありませんでした。

警察ではトイレの鍵はちゃんと閉めるよう

與那氏に注意し

事故の再発防止を呼びかけております。

つづきまして

昨日

那覇市小禄の超人気美容室necohair

の與那さんの服が

ボブ（フレンチブルドッグ）とチェリ（フレンチブルドッグ）の服と

一緒に洗濯機で洗濯されている事が明らかになりました。

この洗濯方法は一年以上も前から繰り返し行われていたようで
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我々の取材に対し與那さんは

「あまり騒ぎ立てるつもりは無いが、司法の判断を待ちたい。」

と言葉少なに話し

告訴する構えを見せていますが

今後

與那さんが自分で自分の服を洗濯するか

容認して今まで通り奥さんに洗濯してもらうか

與那さんの今後の動向に注目が集まります。
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つづきまして

昨日はnecohairによります毎月恒例の

デイケア出張cutが那覇市内の病院で行われました。

利用者のお年寄りは

新年をきれいな髪で迎えようと

活き活きした様子で髪の毛をcutされました。

利用者の

金城なべ（仮名）さん８５才（仮齢）は

「風邪や病気には強いが孫にはめっきり弱いさぁ〜。」

「孫やひ孫達にクリスマスプレゼントにお年玉。お金がいくらあっても足りないさぁ〜。」

と

嬉しい悲鳴をあげていました。
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以上

ボクボブとチェリnewsでした

それではみなさんごきげんよう

さよなら
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ろくでもなくはない

このブログをいつも楽しみにしている

みなさん

こんにちは

お久しぶりです

お元気でしょうか？

風邪等ひかないようにお気をつけ下さい

そして

このブログを楽しみにしていない

みなさん

こんにちは

お元気でしょうか？

風邪等その他いろいろひくといいと思います

そしてやっぱりこのブログを楽しみにしていれば風邪等その他いろいろ

ひかないですんだんだろうな

と一日も早く気づいて下さい

それからnecohair以外で髪の毛を切っているお客さんは全員

前髪を１センチくらい短く切られるといいと思います



いかんいかんいかん

年末の忙しさでの疲労からか

ついつい心にも無い事を口走ってしまった

サンタさん

僕はいい人です

僕の周りの友達はみんな悪い人ばかりですが

僕だけはいい人です

ついこないだもスナックで飲んでて

隣に着いた女の子に千円あげたらほっぺにキスをされました

気を良くした僕は

もう千円あげましたがとくに何もされませんでした

後にあげた千円は返して欲しかったけど

何も言いませんでした

ほんとに僕はいい人だと思います

だからサンタさん

僕にも何かプレゼントを用意してて下さい

ういうぃしゅなめりくりすます

ういうぃしゅなめりくりすます

あなはっぴーにゅーやー



今年こそはサンタさん

僕の所にもやってくるんだろうなー

最後にプレゼントをもらったのはいつだったかな？

ここ数年サンタさんがこないのよ

きっとサンタは僕の事、誤解してるんだろうな

ほんとはいい人なんだけどなー

人に誤解されやすいからなー

少し前に

ツイッターで

「狭い店内を走り回ってる子どもが僕の脚に激突して、尻もち。若くて綺麗なお母さんがやって

来て「すみませんね。」と謝られ「全然大丈夫ですよ。」と笑顔で答えたが、ぶつかった勢いで

この子と僕の心が入れ替わっても僕は全然困りませんよ、という意味で。」

とつぶやいたら

ろくでなし！

と言われてしまった

３６年生きてきて

「ろくであり」と言われた事も無いが

「ろくでなし」と言われた事も無いよ

それも



見ず知らずのあかの他人に

ろくでなし！

あああよくもまぁ

オレ様の「ろくでなし」バージンを奪っていきやがったな

こいつぅー

返せー返せー

ついでに後にあげた何もされなかった分の千円も返せー

今年もこんなんじゃ

サンタはこないな

来年がんばろ

最近

母親から僕ら（双子）が産まれた時の話を

妻経由で聞いたんですけどね

陣痛がきた母は一人でタクシーに乗り

病院に向かう途中

兄貴はタクシーの中で産まれ

病院に着き色々処置をしてもらい

「あれ？もう一人お腹の中にいますね！」

ということで



僕を取り上げたのらしい

つまり

１０ヶ月もの間もろもろの検査をかいくぐり

僕は兄貴の背中に隠れてて

当日まで双子ということは医者も母も

分からなかったらしい

僕は１５００g紫色の体で産まれしばらくは保育器の中に入れられ

入院していたのだ

もちろんその時の記憶はないが

きっと恥ずかしながら産まれてきたんだろうな

しかし親はびっくりしただろうな

なんて妻と話してたら

もっとすごい人もいて

妻の友達の母親はかなりの

のんびりやさんで

出産予定日が過ぎても陣痛がこないのを放っといて

妊娠１２ヶ月になってあれおかしいな？

と思ったおばあちゃんに怒られ



ようやく病院に行き

無事産まれてきたのが妻のお友達なんですが

産まれた時の体重は４０００gを超えていて

首はすでに据わってて

髪の毛はおかっぱぐらいにまで伸びていて

ふてぶてしい顔で産まれてきたらしい

この二つの話

全く種類の違う話だけど

タイトルを付けるとしたら

「ろくでもなくはない話」

でどうだろうか？

＊ろくでもない（連語）　なんのねうちもない。つまらない。　大辞林より
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眠れぬ森のビジョン

みなさんおひさしぶりです

お元気ですか？

僕はといえば病気以上、元気未満

といったどうにもはっきりしない毎日が行ったり来たり

ですが

ホームページが半分くらいできましたので

サーバーにupして

一応プレオープンいたしました

よかったらご覧下さい

necohair.jp

pcで見た方が一番いいです

いろいろなプラウザで見て下さいね

iphoneなどのスマートフォンでは少し小さくて見づらいのと

画像や文字が崩れてしまったり

見えてはいけないものがはみ出したりします

横向きにして見た方が見やすいです

あとipadでもこちらの意図しないものがはみだしたりします

http://necohair.jp


そういう時は画面をぐるぐる回したり

再度ページを読み込んだりしてみてください

あと画面に何も表示されてなくても

画面のどこかをタッチすれば別のページに移ります

今それをどうにかこうにかはみださないように

ちゃんと表示されるようにしていますが

もう少しまっててね

あと携帯電話では今のところ見れません

そちらの方も今対応しようとしてますので

まっててね

ここのところ夜中までこればっかりで

睡眠不足なんですけどね

例えばね

世界中の人の全員の一日の睡眠時間を

７０００億時間だとしますよ

神様はね

これをみんな平等に分けなさいといってるとおもうのね

僕がね睡眠不足っていうことは

どこかで誰かが僕の睡眠を多めにとってるわけですよね？



どうでしょうか？

このブログを読んでるみんなが今日から一分早起きしたら

僕は１時間ばかし寝れるんじゃないだろうか？

ダメですか？

一分

じゃ

瞬きを一回減らして頂けないだろうか？

ダメですか？

じゃぁね

僕があまりにもカッコいいからといって

街中で見かけても

ウインクなんかしないでくださいね

僕の睡眠時間が削られるだけで迷惑ですからね



それでは僕はまた今から

眠れぬ森へ帰り作業してきます

何でもいいのでホームページの感想などでも

書いてくれると

うれしいな
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盛れ盛れつもれ！

うちの店の向かいには「ガラクタ文庫」という

古本屋さんがあって

店内には猫がいてお客さんの後をついて歩き

立ち読みしてると

ゴロンとお腹を見せて撫でさせてくれる

とても古本と猫好きにはたまらない店なんだけど

ここ数日シャッターが半分しまったまま

だったので

さっき

ちらりと様子を見に行ったら

中でオーナーさんが本を整理していて

入り口には「閉店しました。」と張り紙がされていた。

話を聞いたら

浦添の方でいい物件があったのでそちらの方に移転するそうだ

この店は僕らが小学生か中学生の頃からあって

途中、オーナーがかわり今のオーナーさんは

僕の一つ上の先輩でうちの店にも髪を切りに来てくれて



いろいろとお世話になったのだ

いつも遅くまで仕事を

がんばっている向かいの本屋さんを見て

オレもがんばらなきゃな

と励まされたのだ

去年は仲良くさせてもらってたお隣の床屋さんが無くなり

今度は向かいのお店が移転となり

もうこの通りは店が無くなるんじゃなかろうか？

子供の頃からある店が無くなるのもつらいけど

歳も近く

個人で店をやってて

小さな娘さんがいて

お店に看板猫もいて

自分と重なる部分が多くて

いつもニコニコ明るいオーナーさんが居なくなるのは

さみしいなー

はぁ

でもまぁ前々から物件を探してたし

少し遠くなるけど移転先が見つかって良かった良かった...



「お店がオープンしたら教えてね。」

と

がっくしと肩を落とし自分の店に戻ったら

ちょうどデーィラーさんがきてて

「僕、今日限りで辞めますので、かわりに新しい担当紹介しますね。」

とま

そうなのね

このディーラーさんは僕がアシスタントの頃からの付き合いで

１０数年

僕が店を転々として周りのスタッフやオーナーとは別れても

このディーラーさんは僕の働く店に来てくれていたのだ

僕が独立しお店を出す時も

いろいろと相談にのってくれ一緒に作戦を考えてくれて

お店がオープンしてもよくしてもらってたのだ

うちの店はパーマ液やカラー材等

大きな店舗に比べたらあまり発注できないのに

みんなには内緒で安く卸してくれたり

コレ使ってみて下さい



と新しい商品をいろいろ試させてくれたり

と

小さな店にもかかわらず邪険に扱わず

良くしてもらったのだ

なかにはね

小さな店を相手にもしないディーラーだってたくさんいるのにね

彼は僕が勤めて来た店とも取引があるので

前に勤めてた店の事やスタッフの近況を聞く事ができ

一人で働いてても寂しくなかったよ

だから彼が「今日で辞めます。」

と言ったときはおもわず涙ぐんでしまったよ

今までいろんな人が辞めてく現場を経験して来たけど

初めてだよ泣いたのはよ

彼も去年娘が産まれて

お互い子育てや妻の愚痴なんかを言い合い

盛り上がってたところよ

ああ

１０数年

僕がまだパーマのロットを一本も巻けないときから



ずっーと隣で見てくれてた人なんて彼しかいないんだもの

一人で店をやってて

お客さんに支えられてる部分は大きいけれど

向かいの本屋さんやデーィラーさんのように

一緒に戦っていた仲間を失うのは

ひじょーにつらい

にしても

今日の今日だよ

こんな急にと思ったけれど

彼が来るたびに接客中で

今月は話すらできなかったのだから

しょうがないよな

あああ

今日はもうヘロヘロだと

さっきパソコンを開けて製作中の

ホームページを覗いてみたら

枠や文字や写真がズレているのである

直そうとすればするほど



ズレてくので

少し頭を冷やしてから直そうと

そのままにしておいたが

一からやり直さなければいけないような予感が鋭くある

もうどうしてくれようか？

あああ

みなさんね

これを読んで下さっている

あなた

こんな僕を見てどう思いますか？

バーカーバーカ！

やーいやーい！

とお思いでしょうか？

それとも

がんばれー

負けるな！

とお思いでしょうか？

こんなボロボロの僕に

たまには



愛の手を差し伸べていただけないでしょうか？

そこで提案なんですが

「與那友彦にカンパしたつもり募金」

というのはいかがでしょうか？

僕にカンパしたつもりで

お近くの募金箱に１０円でも入れて頂けないでしょうか？

当たり前ですが

もちろん募金は全額被災者へ使って頂き

そして残った「カンパしたつもり」の

「つもり」の部分を僕は頂きたいのです

厚かましい、図々しいかもしれませんが

僕はもう

みなさんの「つもり」を頂いたつもりですよ

そうなんです実は

みなさんの善意を前借りしてしまいました

すみません

今立っていられるのは

みなさんの善意をもらったつもりでいるからなんです



そしてその善意も底をついてきています

みなさんに

「與那友彦にカンパしたつもり募金」

をして頂けないと僕は

僕が使った

善意を

自分で返さなければいけないのです

そして

その善意を返すためにまた前借りして

前借りして前借りして...

今はそんな状態です

やめてたタバコもぱかぱか吸ってます

さっきコンビニにタバコ買いにいったら

違うのを渡されてて

お店に帰って気づき

またコンビニに戻って替えてもらい

お店に戻ってまた違うのを渡されてたのに気づき

コンビニに

といった具合です



この恩はいつか絶対にお返ししますので

みなさんのご協力よろしくおねがいします

話とは全く関係ありませんが

１０月３１（月）１１月１日（火）は

お店をお休みします

島のおばぁの髪を切りに粟国島まで行ってきます。
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素文

いつになったらできるんだろうかな？

ホームページ

今日も仕事が終わったら

ずーっとパソコンの前での作業

昨日はいいと思ってたのに

今日見ると全然良くなくて

またやり直し

何が正解なのか分からなくなってしまうま

ヒヒヒーン！ブルブル

あっ今のは不正解だな

作業ばかりじゃつまんないので

一息入れるために

ブログを書こうと思って

ここにきたけど

書く事がない

頭がフリーズしてて

書けないな



うーん

でもなんか書きたい

書ける時はかけるけど

書けない時はホントなにも出てこないな

書ける時と書けない時の差はなんなのかな？

かき氷に

シロップかけるでしょ

シロップかけないと

ただの削られた氷だもんね

素氷

本当にかき氷が好きな人、ツウな人は

シロップなんてかけないんだって

素氷に塩ふって食べるんだって

今日はねツウな人に読んでほしいな

だって今日は「書けない」んだもの

素文

なんか酸っぱいな

最近



屁理屈ばかり書いてるから

たまには素で書いてみよう

塩は各自ご用意くださいね

ホームページで使う写真を

Photoshopで加工してるんですけどね

Photoshopって「フォトショ」って略しますでしょ

ね

「フォトショ」ってなんか言いたくなりますよね

語感がいいよね「フォトショ」

もう何回でも言えますね「フォトショ」

口が欲しがってるもん「フォトショ」を

フォトショ、フォトショ言うたびに

体の中のノイズが除去されてく感じがして

ほっこりしますよね

もう一回言っこと「フォトショ」

あと

「新垣材木店」

これも口が勝手に言ってる時がありますね

ほとんど無意識にね



「新垣材木店」言いたくなるね

働きたいな「新垣材木店」

「お電話ありがとうございます新垣材木店です。」

電話が鳴るたびにドキドキしますね

「お電話ありがとうございますネコヘアーです。」

ふつー

言いやすいもん「ネコヘアー」って

もっと

言いい応え

のある店の名前にすればよかったな

そういえばね

こないだ

自動車の運転免許証の更新に行ってきたんですけどね

今までの免許証の名前が間違ってた事が分かったのよ

自分の名字、與那の「那」っていう字の左側の部分の

横棒二本が０.１ミリくらい飛び出していたのよ

ちょっとまってね今写真撮りますからね



わかりますか？

上のが字が間違ってるので下のが直されたやつ

ね、二本飛び出してるでしょ

窓口のお姉さんが言うまで気づきませんでしたよ

でね

そのお姉さんがね

「ここ二本飛び出してるので直していいですか？」

って聞くもんだから

「えっ？ちょっと待って」

ってなりますよね

今の今まで３６年間なんの問題もなかったわけだし

こんな珍エピソードなんて滅多にないからね

おいしいぞ、これは

と思い

「直さなくていいですよ！そのままで。」
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って言ったら

「いや、直さないと駄目ですよぉ」

ですって

こういうネタを持ってるのと持ってないのとでは

人として「面白」の厚みが違うじゃないですか

財布の中に忍ばせてるだけで「ゆとり」が生まれるわけで

そんな魔法のカードをみすみす捨てるわけにはいかないので

いやいやいや直さないで下さい

と何度も頼んだんだけど

なんせお役所仕事ですからね

結局無理でしたよ

さぁまた作業に戻りまっせ

みなさん適度に塩ふって想像を膨らませてくださいな

最後にもう一回言っとこ

フォトショ
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誰にでもなんて簡単に言わないで！

「誰にでも簡単にすぐできる！」

という帯のついたソフトでホームページを作っているのだが

全然出来ない。

素材となる写真を取り込んでは貼付けて

位置を１㎝ずらすにも１時間

文章の段落を変えるにも１時間

パソコンの前で２時間

じわりじわりとHPが減っていく

終わりの無いロールプレイングゲームの世界に迷い込んだみたいだ

ボブ、チェリという最高の仲間もいるにはいるが

職業が「遊び人」なので暇を持て余す事は無いのだが

全く戦力にはならない

ところで、でかでかと帯にもなっている

「誰にでも簡単にすぐにできる！」

の誰にでもとは一体誰の事なんだろうか？

僕も含まれての「誰にでも」なのだろうか？

ひょっとして含まれてないんではないだろうか？



「誰にでも簡単にすぐにできる！」ソフトを使っても

簡単にすぐにできない自分って一体誰なんだろうか？

今朝ね

コンビニでホットドック買って店を出て

そういえばマスタードくれなかったなと

また店に戻ったらレジに行列ができてて

横から「マスタードちょうだい」というのもできない事は無いが

並んでる人もレジのお兄ちゃんもピリピリしてたので

最後尾に並んで自分の番の時に

「すみません。さっきマスタード入って無かったんですけど。」

と言ったら

「ああそうですか、言ってくれればよかったのに。」

と、ため口。

まるで、言わなきゃくれないよーん

といった風情でなんか悪者扱いされてしまったのである。

いやね

こっだって「すみません。」と言ったけれど

本当に自分が悪いなんてこれっぽっちも思ってない訳で



どちらかというとアナタの責任をかばうつもりで言った

「すみません。」なのにさ

なんなんだい一体

このコンビニが「お客様専門店」あるいは「庶民御用達」

の

コンビニであるならば

アナタは「店員」。で、オレは「客」のはずだ

アナタの中でオレは一体誰なんだよ

友達か？お父さんか？お母さんか？

いや親にだってそんな口をきいてはいけないぞ

３６にもなってコンビニの兄ちゃんになめられて

あーあーやだなもー

大人のふりなんて疲れるよ

だからといって

子供のふりして

自分の権利や正当性ばかりを主張しても

大人気ないし

死んだふりしてお茶を濁すのだよこっちは

いつも「易しい選択」を選ぶからこうなるのかも知らん



「優しい選択」を選んでいればお互い

「あらそうですか、それは失礼オホホ。」

「いいえお気になさらずに、アハハ。」

で済むんじゃないだろうか。

みんながもっと「優しい選択」をしていれば

戦争、飢え、貧困、肩こりや腰痛だって

この世から無くなるんじゃなかろうか

ここ数日パソコンばかりで

腰から背中、首の方までこっていて

サロンパスやエレキバンでは利かなくなってきたので

妻にお灸をやってもらったが

これがまた大変

「お客さん凝ってますね〜。」

こっちは疲れてて

できれば黙ってやってもらえるとありがたいのだが

妻は「ベテラン鍼灸師」になりきっているので

こっちらも「疲れ果てた中年男性客」を演じるハメになる

「お客さん立ち仕事？してるでしょ〜」



「ああ美容師ですけど。」

「あ〜やっぱり、美容師さん多いのよ、腰痛持ってる人。」

「あ、そうなんですね。」（棒読み）

「あちちち」

※セリフを少しでも棒読みするとライターで背中を焼かれる

「美容師ってお仕事大変ですね〜」

「いやいや仕事は楽しいんですけどね。

家の方が大変でしてね、

嫁がポンコツ過ぎて使えないんですよ。これが。」

「...................。」

「あぢぢぢぢ」

※調子に乗るとまた背中を焼かれる

とまぁ擦った揉んだを繰り返し

ベテラン鍼灸師の先生は

せんねんきゅうの説明書を見ながら

フムフムフムフムと

うつ伏せで寝ている僕の

背中から首にかけてのツボに灸を張り付け

「じゃ点けます。」

とライターを点火



いやいやいやちょっと待って

妻がやろうとしてるのは

ケーキにろうそくを立て火をつける

いわゆる「ハッピーバースデー」方式

であって直火ではさすがに背中が熱いだろう

と

灸に火をつけてからツボに貼るのが

一般的な正式なやり方なんじゃないかと

恐る恐る先生に

申し入れてみたら

「大丈夫大丈夫、うちはコレでやってきてるから。」

と自信たっぷり

言われるがままにやってみたら

まぁ予想通り一つ点けるたびに

あちちあちち

と背中は熱いのは当たり前だったが

そのうちライターの石も熱くなって

先生の方も



あちちあちちと

ライターは触れないくらいに熱くなってて

「もうコレじゃできないから今日はここまで。」

と貼付けた灸の半分にも火をつけないまま店じまいを始めたのである

もうダメかと思ったがこのまま引き下がるわけにもいかず

仕方がないので「南部」方式に切り替える

南部方式、通称「電撃ネットワーク」方式である

「ハッピーバースデー」方式と途中までは一緒だが

火を点ける時うつ伏せになってた体を起こし

スタンディングの状態で火を点けるのだ

背中は熱いが

ライターは熱くならないのである

しかも

空いた両手で握りこぶしを作り

右の手は肘を曲げ縦に、左の手の握りこぶしは右手の肘に垂直につけて

L字をつくり

あとはデデデデデデデデ♪デデデデデデデデ♪のリズムに乗せて

交互にL字

電撃ネットワークのアノ振りをやるのである



っおいっ！っおいっ！っおいっ！っおいっ！

あちちあちちと全ての灸に火を点け

あーこれでようやく休めるわい

と

枕に顔を埋めうつ伏せになったら今度は

ボブとチェリがもくもくと燃える僕の背中に

ワンワンと吠えだしたのである

もう何を言ってもボブチェリはききませんからね

ただただじっと泣きながら愛犬の吠えに耐えましたよ

この一連の流れを僕は

ストレステストとよんでますよ

あ、あともう一人
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ストレスを解消させてくれたり

ストレスの素にもなったりする

娘だ

よく困らせてもくれるけど

やはり

特別

かわいい

申し訳ないが

今日も一人勝ち！

なのだ

１才と４ヶ月になるともう

これはこれは一人前の立派な赤ちゃんでして

一人でよちよち歩き

ペットショップに行くと

子犬達の並んだショーケースの前で

「ボブーボブー」

とチワワやトイプードルを指差し

知らないおじさんと二人で盛り上がってたり



スーパーでも少し目を離すと

あらまぁ可愛らしい子だねぇ

と

よく見ると我が娘である

知らないお姉さんに抱っこされ

ずいぶんとご満悦な顔で

「ばいば〜い」

と父親に向かって手を振るのである

娘はノン人見知りなのだ

誰彼構わずターゲットを見つけては

「ボブーボブー」と話しかけ

今言える日本語は「ボブ」と「バイバイ」だけで

あとは向こうの言葉を

巧みに操り大人心をくすぐり

チェリのようにしっぽを振ってホイホイとついていき

あわよくば抱っこまでせしめてしまうのである

恐ろしい

人見知りしないのはよい事だ

が



しかし

ばったり会った実の父親に「ばいば〜い」は無いだろ

しかも

娘はお姉さんにしがみつき離れようとしないのである

お姉さんは嬉しそうだったけどこっちは苦笑い

父親としての立場か無い

自分の中の「父親」が点滅しているのである

今試しに

自分の中の全ての自分

美容師の自分、夫としての自分、父親としての自分

飼い主としての自分

コンビニ客の自分

電撃ネットワーク方式の自分

ホームページを作る自分

昨日の自分、今の自分、明日の自分

様々な自分

を集めて

緊急



一人自分サミットを開催してみよう

さて

この中で太字ではっきり「自分」と書ける自分は何人いるだろうか？

全員点滅してるじゃないか

ホームページを作る自分にいたっては

半分消えかかっているよ

コンビニ客の自分はお金払ってるんだしもっと堂々としてもいいんじゃないか

と言う自分もいるが

犯人探しなんてやめようぜ！

と言う自分もいて

どうにも話がまとまらないのである

後半は

最近の芸能人の結婚で許せるのはアヤパンくらいだな

というどうでもいい話で落ち着いた

結局なんの解決策も見つからないまま

無事サミットは幕を閉じた

「自分探しの旅」の入り口は

だいたいこんなところから

始まるんだろうけど



オレは行かないよ

だって

飛行機のチケットの買い方が分からないんだもの

そんな事よりも今

誰にでも簡単にできるどこにでもあるようなありきたりな

ホームページが着々と出来つつある

みなさん期待せずにもうしばらくお待ちくださいね

あ、あとnecohairヨガ教室ですが

まだ未定ですが毎週日曜日の朝９時で調整しております

こちらの方は

「できるかできないかはあなたが決めるヨガ教室」

ですからまずは体験だけでもやってみて決めてください
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定員人数はあと２人くらいです

興味のある方はご連絡ください

necohair０９８－８５９－４７３９



結んで開いて

なんとかパソコンのosの方は復旧したけれど

今度はソフトやらアプリのバージョンアップやら

再インストール

その際にはやはり決まって

誓約書に同意しなければいけないのである

なかには同意しなくてもよろしいですよ信用してますよ

と言ってくれる物腰の柔らかいソフトなソフトは無いのか？

同意なんか後でもいいじゃない

こっちは同意疲れしてるのよ

察しなさいよ

アレだけのデータを一瞬にして無くしてしまったんだから

少しはこっちの身にもなれよ

まずは肩でも揉んで

お茶くらい出せよ！

そっからだ話は！

元をむりくりたどれば

同意が生んだ悲劇じゃないか



あんまりだわ！ひっ同〜意っ！

もう同意同意うるさいよ！（ひっ同〜意っ！は軽くスルーして下さい）

同意に次ぐ同意

同意の同意による同意のための同意

もはや同意多発テロである

そんなに求めるなよ

なにが同意だ

偉そうに先輩面しやがって

もうお前なんか「同」でいいよ

お前に「意」を付けるなんて百年早いよ

もうお前は今日から

「どぉ〜」

だ、Tシャツの首のところをだらしなく引っ張って

白目をむいてそう呼ぶよケッ

同意しなくてもインストールできるんじゃないかと

試しに「同意しません」にチェックしたら

やっぱり前には進まないのね

同意するたびに自分がすり減っていくような気持ちにもなるが



そんな大層な自分でもあるまいし

無くなれ自分！

同意の数だけ強くなれるよ

アスファルトに咲く花のよ〜に♪

と、ここからはなんのためらいも無く同意しまくりであって

もうこの体は同意漬け

体臭からも同意臭が漏れだしているのではないか？

みなさん街を歩いてて

「なんか同意くさくねぇ？」

と思ったら僕ですよ

今なら保証人なんかも簡単に引き受けると思いますよ

「同意」だけでここまで引っ張ってきましたが

雲行きが怪しい

ここから先もあまり期待しないで欲しい

オチが見つからないのである

どこに向かっているのか自分でも分からないのね

だからここから先はあなたの「同意」が必要である

○この先の文章がつまらなくても



乙（あなた）は甲（與那友彦）を決して責めたり

甲のことを嫌いになったり

公園で散歩してる甲を見かけても

あいつ暇人だなぁとか思ったり

石を投げつけたりする行為は致しません。

□同意します　□同意しません

※同意した方のみ先に進んで下さい

一通り同意をすますと

今度は

契約を結んで

ファイルを開いて

契約を結んで

ファイルを開いて

の繰り返し

む〜すんでひらいて手を打って

む〜すんで

またひらいて手を打って

その手を上に

お日様キラキラお日様キラキラ



お日様キラキラ光ってる

外はどしゃぶりだけど

なんだか晴れてきましたよ

もう過去は消えてしまったんだから

忘れよう！

そしてまた思い出した時ネチネチと書こう
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さぁまた０からのスタートだ

気持ちも新たにバージョンアップがんばろう！

位置について同〜意ドーン！

最後の最後でダジャレなんて申し訳ありません

せっかく同意してくれたのですから

アンインストールせずに

今後ともボクボブとチェリ

よろしくおねがいします
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後悔役に立たず

iosの新しいバージョンが出たので

それにするともっと便利になると聞き

昨日からアップデートにつぐアップデート

契約に同意しままくりで

朝方までかかりようやくできたのだけど

端末だけではなくて

それに伴いpcの方もバージョンをあげなくてはいけなくて

それがまためんどくさかったけれど

どうせならと細かい設定やいらないアプリなどを整理してて

今考えても何でそうしたのか分からないんだけど

キーボードの設定を日本語じゃなくてUSにしたのよ

日本語が出ないようにねローマ字しか出ないようにね

なんかカッコつけちゃったんだろうねきっと

誰に対してカッコつけたのか知らないけれど

いくら叩いてもローマ字で

いいねいいねと

一通り設定を終えて再起動したら



ユーザーの名前とパスワードを入力する画面が出てくるんだけど

パスワードはローマ字だからよかったんだけど

ユーザー名は「與那友彦」

漢字なのである

パスワードは自分で決めたけど

ユーザー名はAppleに注文した時に入力した名前のままだったらしい

どこをどう叩いても

yonatomohiko

としか出ず

自分のpcにログインできなくなってしまったのだ

これは困ったと

サポートに電話したら

出荷時の状態に戻さないとダメらしく

データがすべて消えてしまうらしい

去年撮った写真はバックアップしてたからいいけど

今年も結構な数の写真を撮ったし

コツコツと書いてた

誰に見せるでもない原稿なんかもあるし

先月からお店のホームページもつくってて



もう少しでupできそうなところだったわけで

それら全てバックアップなんかとってないのよ

えー

どうしてー

も

どうしてー

俺何かしました？

日々目立たぬように嫌われぬように

犬のウンコなんかも踏まないように

細心の注意をはらってすごしているのに

なんでー

こうなるのー

あーあー

もちろん全て自分が悪い

わけのわからないカッコを

誰に向けてか分からないカッコをつけるからだ

この怒りを何処にぶつければいいのやら

この悲しみはキャバクラなんかでチヤホヤされたくらいじゃ癒されないよ



はぁ

もー

こうなったら

ボブとチェリと相撲でもとってない気を紛らわすしかないな

もちろんコテンパンにやっつけてやりますよ

しばらくpcは触りたくないな
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回せ回せカボチャ頭

先週と今週はやけに内地からのお客さんの来店が多い

出張や観光や夏休みで沖縄に来たついでに

necohairに髪でも切ろうかと

空港から直行で

わざわざ足を運んで下さる

２〜３年ぶりの人や毎月来てくれる方もいて

ありがたいありがたい

沖縄を離れてもこのブログを見てくれている方もいるそうで

も

ほんと

まじ書こうぜ！

無意味に

行間とか空けて

行数稼ごうぜ！



とまぁここまで書くのに１５分経過

あー書けなくなってるのね

長文がね

ツイッターみたいな便利で簡単な文章ばかりしてると

書けなくなりますね

あー

戻りたい

あの頃みたいに

だらだらと意味の無い事を書いていた日に戻りたい

あー

なんなら２才児くらいまで戻ってやり直したい！

あー

新聞に連載して載せてもらってたあの頃のオレに言ってやりたい！

「＋のネジはマイナスドライバーでも開けられるぞー。」

って意味分かんないですね

いやね

棚組み立ててたんですけでね

プラスドライバーが見つからなくて困ってたんですけどね

無理かな？



と思って＋のネジに試しにマイナスドライバーでやったら

意外とできたのね

プラスドライバーを必死に探してた時間が

バカらしい

これじゃないと出来ないと思ってた

自分が

バカらしくて

無駄に何回も何回も同じネジ閉めたり緩めたりして

ネジをバカにしてしまい

へこんだよ

あーでも嬉しかったな

なんだか

最近はブログ書けないのを

パソコンのせいにしたり

キーボードのせいにしてみたり

いいわけばかり言ってるな

本当は

野外フェスとかにも行きたいよ



ボランティアとかもやりたいよ

デモとかにも参加したいよ

二日酔いするくらい飲みたいよ

顔洗うのもめんどくさいよ

朝から妻が森山良子のまねしてまねしてってうるさいよ

娘は気に入らない事やお母さんに怒られたりしたら

僕のとこにとことこやってきて

おもいっきりすね毛をむしってやりすごしているよ

チェリがボールペンをかじってたのでこらしめてやろうとしたら

ぴょんぴょん逃げて捕まえきれず

隣で見てたボブのお尻をおもいっきり叩いたよ

申し訳ないなとおわびに

ボブにビスケットあげたら

チェリも欲しそうな顔をしてたので

ついついボブより多めにあげてしまったよ

いろいろあるけど

仕事用って何回も言ってるのに

お気に入りのTシャツが普段着用の引き出しに毎回入ってるよ

お店のホームページできそうにないよ



いろいろあるけど

＋（思考）だろうが－（思考）だろうが

回さないとなにも状況が変わらないのなら

ネジ山が無くなるまで

バカになるまで

何回も何回も回わしまっせ！

明日からの３連休も通常通り営業しております

あと

ヨガ教室

受講希望の方

日時や体験等の相談も承ってますのでご連絡ください
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ちなみに今のところ参加者は０です

このままだと僕一人です

よろしくおねがいします

necohair

098-859-4739

necohair@yahoo.co.jp



グレコローマンスの神様どうもありがとう

アタタタタタタ！

アタタタタタタ！

アタタタタタタ！

オレ様の中のケンシロウがね

「お前はもう死んでいる！ある意味ね。」ですって奥様。

　今日も仕事帰りにボブチェリ連れて公園を散歩。

九月に入り少し涼しくなりましたけれど、

まだまだ暑いので家に帰ると直ぐにお風呂に入り冷水のシャワーで水浴び

ボブ達の体を拭いてるとこっちも滝のように汗が出るので僕も冷水でシャワー。

汗を流し玄関を開けて

扇風機の前

パンツいっちょで腰に手を当てカルピスソーダを飲んでたら、

ボブとチェリが玄関の方へ走ってったので誰か来たのかなと、

追いかけてったら隣のわんこが家に入って来てて、

でもまぁ玄関開いてても入って来ても、

うちにはボブチェリの飛び出し防止のゲートがあるから大丈夫だろうと思っていたら、

なんと、



興奮したボブチェリがゲートを突き破り玄関を飛び出し隣のわんこと取っ組合い。

おもわず飲んでたカルピスを吹き出し

慌てて捕まえようとするが、

家に帰って来たら首輪を外しているので

なかなかに捕まる事ができず、

その騒ぎで気づいたお隣のお姉さんも慌てて出て来て

自分のわんこを抱きかかえ、

こっちはもうマジ血眼必死決死命懸け

膝をついて四つん這いになりながらも、

もうよく分かんないですけど

グレコローマンスタイルみたいな

バック取ったり取られたりみたいな。

どうにかこうにかボブとチェリの首根っこをつかまえ両脇に抱えパンツいっちょ。

お隣のきれいなお姉さんにしーましぇんねーと何度も頭を下げて逃げるように帰った。

足の裏も膝も真っ黒。

おしりとか丸出しだったと思うよ。

ですって奥様、笑っちゃいますよね。

おほほほほほほアベシ！ヒデブ！

はい死にました。



いろんな意味でね。

以上。

もう寝る。

しばらくはそっとしててよ。

file:///tmp/puboo/18913/146050/aebd0cdb47111b8b4b21/3396/epub/OEBPS/image/67B5B9AA-3683-11E1-B8BD-9948058D85C2_l.jpg
file:///tmp/puboo/18913/146050/aebd0cdb47111b8b4b21/3396/epub/OEBPS/image/68C61BC8-3683-11E1-B5A2-CB01CD288735_l.jpg
file:///tmp/puboo/18913/146050/aebd0cdb47111b8b4b21/3396/epub/OEBPS/image/696A29E8-3683-11E1-8495-FCDDFEDA975F_l.jpg


http://ameblo.jp/necohair

file:///tmp/puboo/18913/146050/aebd0cdb47111b8b4b21/3396/epub/OEBPS/image/69EF1B9E-3683-11E1-89CF-2928058D85C2_l.jpg
http://ameblo.jp/necohair


一人チキンレース

もう五年くらい前から好きで読んでたブログが

一年ぶりくらいに更新されてて

非常に嬉しくて

何度も何度も読み返して

今度はまたいつ更新するのか楽しみで

もしもこのブログを楽しみにしている人が一人でもいたとしたら

やっぱり

爆発的に面白い事を書きたいのだけど

そんなのは日々の積み重ねで

一ヶ月もブログをサボっていた人に爆発的に面白い事が書けるはずもなく

やはりこつこつとまた

一年後くらいに面白い記事が大爆発してたらいいのにな

なんて言い訳への言い訳ばかりしか出てこない七月も終わり

先週

シャワーを浴びてて

体を洗おうとボディーソープのボトルを押したら

ゴロゴロロと

中身は見えないけれど詰め替えのサインがして



そういえば

結婚してからか、いやその前からか

シャンプーやボディーソープ等の詰め替えって

全部毎回オレがやっているような気がして

いや！そういえばそうだ！

あの時もそうだったしその前の時もそうだったし

と

今回は、も、絶ッッッ対！妻に替えてもらおうじゃないか！

いつもオレばかりが気づいて替えてるなんておかしいじゃないか！

と

空寸前のボトルをそのままにしてみたら

翌日もその翌日も翌々日も詰め替える気配がない

こんちきしょー！

もうこうなったら

と

もう空になっているボトルに水を入れ

シャカシャカ振って

どうにかこうにか泡を作って体を洗い



空のボトルは

翌日も空のままで置かれてて

ぬ、うおぉーーーー

ってよくよく考えたら

妻は妻で自分用のボディーソープ使ってたのね

ななな

この一週間

一体オレは誰と戦っていたんだろうか？
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すみません

できるだけまめに書きます
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慰霊の日

愛と平和と

全国的に女子の水着の面積が小さくなる事を祈ります。



一人旅

先週は仕事が終るのが遅い日が続き

家に帰ると当然

妻も子も先に寝てて

真っ暗な家に小さな明かりを点けて

一人こそこそと大きな音を立てないように

ボブとチェリを風呂に入れ

ごはんをやり

さてと今日の晩ご飯は何かなと

食卓、台所を見渡すが見当たらないのだ

おいらの晩ご飯が無いのだ

ははん

自分で作れということか

と

冷蔵庫の中に何か材料がないかと探してみたら

奥の方にラップされたサラダが出てきた

ん？

何かおかしいなと

食器棚を開けて奥の方を調べたら



おかずが

レンジの中にもおかずが

一品一品別々の場所から晩ご飯が出てくるではないか

まさかと思ったが

しゃもじもオタマも隠されていた

地図も暗号も無い宝探し

妻の仕掛けた

晩ご飯探しの一人旅

である

あ〜ん♡してダ〜リン♡

おいおいよせよハニー

そんな

結婚に甘い理想なんて描いてはいなかった

むしろ

オレのひげ剃りでむだ毛処理とかされるのかな（もちろんそんな事はしてないが）

オナラとかも平気でぶっこくのかな（しないけれど）

くらいの覚悟というか

甘い理想をもってたら結婚生活なんて長続きしないだろうという



感覚はある

もちろん

毎日育児に家事にとがんばっている妻に感謝してもいる

し

帰りが遅くなる事も申し訳なく思っている

が

しかし

晩ご飯くらい普通に食べたい！

食器棚の一番下の棚に頭突っ込んで

しゃもじを探し

振り返ると

ボブがおいらのおしりに鼻を押し当てて

クンクンと匂いを嗅いでいる

結構な屈辱である

仕掛けた妻は夢の中

僕は一人薄明かりの中

しゃもじを探し

四つん這いになり愛犬におしりを嗅がれ

もう一匹の愛犬には顔をペロリと舐められ



ここまで僕を育ててくれた両親に

今のこの生活を

なんて報告をしらたらいいのだろうか

ましてや妻のお母さんにも...

もう寝よう

明日は朝からボブとチェリを動物病院に連れてって

予防注射をしなきゃな

先生に頼んでついでに

僕も注射を打ってもらい

薬も処方してもらおう

何でもいいから薬を出してもらわなきゃ治まらないよ

あっ流れ星だ

と

思ったら人工衛星だった



人工衛星でもいいや

妻のイタズラがこれ以上エスカレートしませんように



ごめんちゃ

他にも空いてるレジはあったけど

気づかないフリをして

がんばって、美人すぎるレジに並んでいたら

「お待ちの客さまこちらへどうぞ」と言われ

えっ？空いてたの

という小芝居を挟みつつ

結局、隣の美人すぎないレジでお会計

ちくしょーもうちょいだったのにー

キィーーーーーー

貸してなけど

¥１００返せ！

ついでに食卓にあるポン酢を取ろうとして

手前にある爪楊枝に手をぶつけて落として

床にぶちまけてしまえ

と

何の罪も無い美人すぎないレジのおばちゃんに

表には出さないが心の中で悪態をついた罰でしょうか

ぎっくり腰になってしまった



もう今年に入り何回目だろうか

最近はすんごく調子良かったのにな

あと何回ぎっくりすれば気が済むのでしょうか

はぁああ

本日ご予約を別の日に移動くださいましたお客様

本当にごめんなさいありがとう

明日までには治しますので

大変ご迷惑をおかけいたしますが

何卒ご理解ご協力ください

もう何の罪も無い人の事を悪く思いません

今日はゆっくり横になって

湿布やお灸

あとは安楽先生に習ったマッサージをして寝ます

ああせっかく休日を返上してお店を開けたのに

これじゃ意味ないな







ツイッター

簡単便利楽ちん

だけど

つぶやき過ぎると長文書くのが面倒になりますね

できるだけ

次回から短すぎず長すぎない感じで！

あと最近ボブとチェリの事も書いてないですね

こちらの方もできるだけ

飾りすぎず汚しすぎない感じで！



明日より通常営業致します

necohair

098-859-4739



ジョッキぐいぐい飲んでます

時計の針はボブとチェリをまわりました

ボクボブとチェリNEWSの時間です

まずはじめに

昨夜午前１時頃

那覇市山下に住む與那友彦（３５）さん宅で

チェリ（１）がトイレに向かおうとした所

誤ってボブを踏んづけ口論になり

チェリからの謝罪も無く反省の色が見えない事から

怒ったボブが飛び掛かり

辺りは一時騒然としましたが

駆けつけた飼い主の與那氏によって

二匹は取り押さえられました

ケガ人はありませんでした

ボブは暗い所で見えにくい事から

以前から度々みんなに踏まれており

警察と消防では事故の再発防止を呼びかけております



続きまして

今朝９時頃

那覇市の奥武山公園を散歩中の

與那友彦（人気美容師）が

園内の立て看板に書いてある

「ジョギングコースを作っています」

を

「ジョッキぐいぐい飲んでます」

と誤って読んだ事が明らかになりました

事態を重く見た警察は本人から任意で事情を聴き

アルコールや薬物の反応は見られないようですが



必要であれば精神鑑定を行うようです

最後に

necohairから重要なお知らせ

necohairではゴールデン期間中は通常営業致しております

尚５月３日火曜日は定休日ですが営業致しております

ぜひぜひご家族お友達お誘い合わせ

ご来店お待ちしております

御予約は

098-859-4739

necohairまで



よろしくおねがいします

それでわみなさん

素敵なゴールデンウィークを





遊びもがんばろう！日本！



あの子のパンツにメルトダウン

娘が生まれて１０ヶ月になりました

誰も教えないのに

一人でつかまり立ちの練習に夢中

日々の成長は早く

手にとるようにわかるのが嬉しくて嬉しくて仕方ないな

僕も父親になって、というか

させて頂いて、というか

１０ヶ月

父親をさせて頂き初めて気がついた事がいっぱいあって

娘のうんちを処理した後に食べるカレーは非常に疲れるという事だ

食事中何回も何回も処理中の映像が頭の中に現れるのです

フラッシュバックと戦いながらの食事は大変危険であり

体力と精神力を奪われるのです

僕もまだまだ父親として

つかまり立ちの練習中なのです

うんちの処理をした後でも平然とカレーを食べれて

おかわり二杯



できて

はじめて父親として”一人歩き”できた

というのだと思います

まだまだ父親としてつたい歩きも出来ない僕でも

娘の将来、未来の事を考えるのですが

最近ではやはり

原子力発電の事が不安で不安で

夜も眠れなくて朝も起きられない

原発のバカ

放射能も十分に怖いけれど

東電の会長をはじめ幹部の人たちや

原子力保安員など

「原子力」と名のつく人たちをテレビで見かけるたびに

プラスチックな表情で

無味無臭な言葉を使うのが

非常に怖いのです

言葉は通じても心は通じないのです

警察官の所持している銃も怖いけど

心の通じない人が所持している銃はもっと怖いんです



いつまで原発に依存するんでしょうか？

計画的に別の安全で平和なエネルギーにきりかえなくては

そう思っている人もたくさんいると思いますが

なかなかどう表現したらいいのか困っている方の為に

原発反対のステッカーというんでしょうかロゴを考えてみました

どこにでもありのそうなありきたりな

コピーとデザインですが

必要な方は

ホームページやブログなどに貼って下さい

ステッカーやTシャツにしてもいいし

母の日には向かないですが

家族やお友達にプレゼントされても良いのではないでしょうか？

もちろん

原発推進という方もいると思いますので

推進派という方の為にも作りました



ああほんとオレは優しいな

原発なんて知らないよ

反対賛成どっちでもいいよという方もいますよね

そおいう方の為にも作りました

プラスチックの眼差しでこっちを見るのはやめて下さい

心は見えないけれど

下心は見え見えなんです

生意気な事ばかり言ってすみませんでした

でもね

王様は裸じゃないか



黙って遠くから見てるだけの人は

賢いような

ずるいような...

がんばれ！



お見舞い

なんだかブログを更新するのでさえ

不

謹

慎

のような気もしますけど

アクセスあるのに

なにも書かないのもアレなんで

何を書こうかなって考えるけど

考えるのはアレの事しか無い訳でして

毎日テレビのニュースを見ては

涙がこぼれたり

あっ岩手の女子アナかわいいな

と思ったり

でも

意外とメイクしっかりしすぎて

臨場感にかけるな

なんて余計な感想なんかも

立ち上がってきたり

今の自分に何ができるのか考えてみたら



とりあえず

「地震」と「津波」は、うちの店

入店禁止！にしてやりましたよ！

ケッもう顔も見たくないよ！

間違って店に入れたとしても

前髪短く切ってやりますよ！

おもいっきり刈り上げてやりますよ！

シャンプー中つむじ辺りがかゆいって言っても

かいてあげませんよ！

とりあえず今できる事は

こんなもんでしょうか

あとは募金でしょうか

募金するにはやっぱり

一生懸命働いて

身の回りを奇麗にして

家族や友達を大切にすることでしょうか

今週に入ってまたもや

ぎっくり腰で



辛いんだけどね

自分よりももっと辛い思いをしている人がいると思うと

がんばれる！

けれど

自分よりも楽に生きているヤツがいるかと思うと

頭にくるな！

ささ

色々と余計な事や想像をしてしまい

無駄な体力

無駄な時間を使ってしまわないように

一っっっ生懸命

みんなの足を引っ張らないように

http://stat.ameba.jp/user_images/20110317/23/necohair/91/96/j/o0800119511111999663.jpg


早く腰を治して

働きまっせ

ボブチェリも足引っ張んな！

http://stat.ameba.jp/user_images/20110317/23/necohair/38/64/j/o0800119511111993258.jpg


大地震

亡くなった方の

ご冥福と

被災された方々の一日も早い回復を

お祈りいたします

http://stat.ameba.jp/user_images/20110314/21/necohair/33/f7/j/o0640048011108227596.jpg


うがい手洗いボ洗いチェ洗い

仕事を終えて

店を閉め

ボブとチェリと少し遠回りして

公園をブラブラ帰宅散歩

見上げた空は

穴開けパンチで抜かれたようなまん丸な月が張り付いてて

ボブとチェリはたっぷり昼寝してたので

何時間でも歩ける勢い

だけど

おうちで待ってる妻と娘からケイタイに

早く帰ってこいコール

今日は妻が友達と飲みにいく約束をしてたのだ

急いで家に帰り

玄関を開け

たでーまー

誰も来ない

帰って来たのに気づいてないようなので

驚かそうと奥の部屋にそーっと近づくと



「あんたのお父ちゃんはねブッサイクでね

まゆ毛もヒゲもボーボーでね、さゆうはお父ちゃんに似なくて良かったねー」

とオレの文句を言っていやがった

ちきしょ

うちの妻は

娘に父親がいかにダメかってことを

刷り込むタイプの母親らしい

くるりと洗面台に向かい

うがい

手洗い

ボ洗い

チェ洗い

を済ませ

気持ち作り直して

妻と娘に改めて今帰って来たよ

たでーまー

おかえりー

妻の用意したカレーを食べてたら



カリカリとお口の中に異物が

放り出すと

ピップエレキバンの磁石だった

久々に外に遊びに行く妻のルンルン気分を

悪くして外に出すのも

かわいそうだけど

いくらなんでもこれは無いよなと

こんなの入っててたよと

プンプン怒っていたら

えっ？どうして？どうして？

と

決して謝罪の言葉を口にはしないが

申し訳なさそうな妻

まぁいいや

ここで犯人探しなんかしてもしょうがないし

気持ちよく遊びに行って欲しいし

決して謝りはしないが妻も反省しているようだし

今度から気をつけてね

と言おうと思ったら



あれ？あんた朝この磁石で遊んでいたよね！

妻に文句を言いながらも自分でも薄々は気づいていたんだけど

今朝

粘着力の無くなったエレキバンの磁石を

冷蔵庫やスプーンにくっ付けたり

耳の穴や鼻の穴に入れたり出したりして遊んでた

のが

そのままスプーンにくっ付いてたのが原因だったようで

カレーの中には入ってなかった事が判明

形勢逆転

今度から気をつけてね！プリ

怒られてしまった

妻は鼻うた歌い

じゃ何かあったら電話してね

と

ご機嫌で出てった

あーあーいつも言われっ放しだな

ここぞとばかりに



娘に妻の文句を言おうとしたら

コクリコクリと眠ってしまうし

ボブもチェリも退屈そうな顔でコッチを見てる

最近ボブチェリのクッキーの減りが早いと思ったら

妻がボブチェリをおやつで手なずけ

刷り込まれてるんだろうな

こんちきしょ！

って

オレもよく妻に昔から

「あんたの取り柄は優しい所、だけ、なんだからそんなつまらない事で怒ってたらモテないよ！

」

っていつも

言いくるめられてるもんな

いつのまにかオレも刷り込まれてたんだな

きっと

にしても

今日も朝から刷り込み散歩
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めんそーれ

いよいよ明日
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巨人vs楽天のオープン戦ですな

巨人ンキャンプで人が大勢押し寄せると

散歩しにくくなるだろうし

ゴミも増えるだろうから

ボブチェリの拾い食いに注意しないとな

今日は奥武山公園ではいろいろと

催し物が開催されてて

お笑いよしもとのイベントや

中学生の相撲大会があって

はっけよいはっけよい

と取ったり取られたり

この中から将来相撲取りになる子もいるんだろうか？

八百長疑惑で子ども達は何を思うかな
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大相撲の地方巡業で

大きな力士が数十名のちびっこ相手に負けてた

のも

部屋別対抗歌合戦も

信じられないな

八百長だったんだなんて

ボブチェリはサラダバーにて朝ちゃんこ

ごっっぁんです

とまあ
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今日は何の盛り上がりも無く

ギブアップ

着地失敗

また明日

バイト募集！

ボブとチェリの肉球を嗅ぐだけの簡単な作業です。
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バレンタイン延長戦突入

お客様各位

平素よりnecohairをご利用頂き誠にありがとうございます

皆さんご承知のとおり

necohairは

私一人と看板犬ボブとチェリの小さなお店で

一日にご来店頂けるお客様の人数も限られております

本日バレンタインデーも雨の中

沢山のお客様にご来店頂きましたが

残念ながら御都合が付かず

ご予約できずにご来店頂けなかった

お客様も多数おられる事と思います

本日チョコを渡せなかった方の為に

necohairでは

苦渋に苦渋を重ね断腸の思いではありますが

バレンタインのチョコの受付を

旧暦の２月１４日まで延長致します

関係者各位には多大なご迷惑をおかけいたしますが

お客様の事を第一に考えている



necohairでは当然の事だとご理解頂けたら幸いです

誠に勝手ではございますが

何卒

みなさまの

あたたかいご理解とご協力のほど宜しくお願い致します

これからもお客様の為に何が出来るか

を全力で真剣に考えてまいります

necohair従業員一同





今年もらったチョコ

お客さん

義理の母

沖縄銀行



海邦銀行

計４つ

（２月１４日現在）



バレンタインデー前倒し

時計の針はボブとチェリをまわりました

ボクボブとチェリnewsの時間です

まずはじめに

今朝午前８時半頃

那覇市山下町県道七号線で

散歩中のボブ（５）が街路樹にマーキングをしていた所

誤ってチェリ（１）にかかりました

警視庁では二人から当時の様子を詳しく聞き

余罪等を含め捜査を続けておりますが

チェリがボブにちょっかいを出す事が原因とみて

事故の再発を防ぐためチェリに厳重注意を言い渡しました



続きまして

連日「相撲八百長疑惑」が報道されておりますが

ここのところボブがチェリにブヒ相撲で負け越している事から

ボブの無気力相撲の疑いがかけられていましたが



先ほど

猫部屋のよなっち親方が記者会見を開きました

会見でよなっち親方は

二人の間にビスケットやおやつでの

星の売買は無かったとして

負けているのはボブの実力の問題で

ボブの朝稽古を強化しているようです



今朝７時頃

那覇市山下で朝食のパンが無くなるという

大変ショッキングな事件がありました

被害にあった與那氏（３５）によりますと

食卓を離れトイレへ向かい用を足し

食卓に戻り朝食を食べようとした所

皿の上におかれてた食べかけの食パンが無くなっており

與那氏はお腹ペコペコで出勤しました

警視庁では

現場付近にいたボブとチェリの鼻の頭にジャムが付いてた事から

事件に深く関与してるとみて



任意での取り調べを行っており

容疑が固まり次第

しばらくの間おやつは無しになる模様です

最後に

バレンタインデーを目前に

大切なイベントを失敗させないために

necohairでは

あなたの大切な人へ送るチョコを味見いたします

チョコ、ケーキ、クッキー...

手作りでも既製品でも何でも承ります



試食受付は

098-859-4739（担当ヨナ）まで

それではごきげんようさよなら





祝ジャイアンツ歓迎女子アナ

ああ寒みぃ。

只今ボブとチェリで暖をとりながらこれ書いているけど、

只今の「只」つていう字は絵文字のテレビに似てるよね。

暇潰しに電子辞書の手書き機能で

タッチパネルに

ボブの似顔絵を描いて変換したら「薔」っていう字に成った。

薔
チェリの顔は「嵐」



嵐
なんとなく似てるんだか似てないんだか

自分の顔もやってみたら「紫」だった。

紫って。

寒みぃ寒みぃ言いながら、

布団からなかなか出てこないボブチェリを叩き起こし、

ボブをつかんで持ち上げたらギクっと腰に激痛が走り、

そのままボブを放り投げてしまった。

アガアガ言いながらも散歩に行きましたよ。

ああオレはほんとエライよ。

つくづく思うよ。



散歩業界にこれだけ貢献している男はいないよな。

今日も朝からアガアガ散歩。

沖縄のあちこちでプロ野球のキャンプが始っているらしいですけど、



ここ奥武山公園も今月２０日ごろから巨人のキャンプがあるそうでして、

子供の頃、みたい番組があっても

巨人ファンだった親父がナイター中継ばかり観てて、

巨人が負けると不機嫌だったりで、

野球ほとんど見なくなったし、

正直どうでもいいが、

取材で女子アナたくさんくるといいのにな、

くらいにしか思ワン！

ボブチェリは自主トレに励んでて、

僕が棒を投げると、



ボブがいち早く落下地点に入り拾うけどすぐにチェリに奪われる。

チェリが棒にかじり付いている間に新しい棒をボブに投げるが、



またチェリに奪われて、

トボトボとさきっきチェリがかじってた棒を拾いかじるが、

またチェリがこそこそやってきて横から奪い取る。



そんないじわるチェリは放っといて

ボブと相撲をとって遊んでいたら



今度は僕の手袋に噛み付いて持っててしまった。

チェリは人のものが欲しいのね。

やれやれ。

やれやれと歩いていたら通りすがりのおばさまに話しかけられ

猛ダッシュでおばさまに駆け寄り愛想振りまくチェリ。



ここでも人気独り占め。

犬好きのおばさまはチェリをなでなで喜んでましたけど５分くらい立ち話。

「丸描いてチョン、丸描いてチョン、あれ？ドラえもんて

目から描くんだっけ？鼻からだっけ？」

内容は全く覚えてないけれど

僕にとってはどうでもいいようなそんな

おばさまの話を

こっちは腰が痛くて早く帰りたかったけど最後まで聞きましたよ

ああホント、オレはなんていい人なんだ。



女子アナの皆さんこの公園には

こんないい人が毎日黒い犬と白い犬を連れて散歩してるんですよ。

女子アナうちの店にくればいいのにな

球場からこんなに近いんだもの。

取材でも何でもいからこればいいのに。

その為にはやはり巨人歓迎みたいな横断幕でも作らないといけないのかしら？

それにしてもうちの商店街ていうかこの通り会、

一切歓迎ムードが無い。

どうして？

近くの喫茶店なんかは

「ペタジーニカレー」とか

（てペタジーニってまだいるのかな？）

「ラミちゃんチャンプルー」とか

作ればいいのにね

もううちの店だけでも

「原cutはじめました」とか

「Dゴンザレスヘアーできます」

「あなたもグライシンガーヘアカラーで奪三振！」

みたいなジャイアンツ歓迎メニューをつくらないといけないのかな？



（今ジャイアンツのHP見たらペタジーニもラミレスもいなかった残念）

小笠原の形態模写とか

原監督のモノマネとか練習してたほうがいいのかしら？

あああやっぱりオレって人が良過ぎるから

通り会活性の為に頑張るんだろうなきっと

はぁああはやく腰直そ

似顔絵描いて活字に変換なんて遊んでる場合じゃないな

そうと決まればオープン戦の

始球式に向けて練習だ！

いくぞボブ！



ってやっぱりチェリに奪われる

おいしいところは全部もってくのね



ボブ孝行がしたい

ボブが５才になりました

お誕生日おめでと

パチパチパチ

人間の年齢にすると３６歳

追い抜いていきやがった



さゆうとの散歩も

一人先行くチェリとは違い



ベビーカーの隣をピタリとくっ付いて歩き

さゆうの事が心配のようで

２分おきにベビーカーを覗き込み



ベビーカーは歩道橋上れないから

下の横断歩道を歩くさゆうを歩道橋の上から心配そうに見つめて

チェリにちょっかいだされても

怒る事無く

大人の余裕



ボブがいる生活が当たり前で

育ててるとか養ってるなんて

実感はないけれど

いつのまにお兄ちゃんになってるよ

えらいぞボブ

ボブ孝行がしたい

でもやり方がわからない

ボブ孝行が

ボブ孝行がしたい

長生きしてねボブ



誕生日おめでと



ソロ活動

少女時代



嵐



継続は不継続の連続なり

時計の針はボブとチェリをまわりました

ボクボブとチェリnewsの時間です

まずはじめに

昨夜１０時５０分頃

那覇市山下に住む與那友彦（３５）が

娘の「さゆう」に向かって「チェリ」と呼び

「チェリ」に向かって「さゆう」と

名前を誤って発言し

この問題で先ほど行われた記者会見で與那氏は

「よくある事です。」

と、日常的に名前を間違えて呼んでいる事を認め

謝罪しました



一方

先日ボブに向かって

「ボブ平犯科帳」

と言ったの問題については

間違えではなくて

「ただ語感がおもしろいからわざと。」

「みなさんも声に出して読んで欲しい。」

「ボブヘーハンかチョ♪」

と、会見を締めくくり

軽やかなステップで会場を後にしました

一方



その発言を受けたボブ（４）は告訴する構えです

続きまして

毎月恒例、necohairによります

デイケア出張cutが先日行われました

お正月を前に利用者のお年寄りの方々は綺麗になり

気持ちよく年が越せると喜んでいました

利用者のある方は

「頭頂部以外をスッキリさせて。」

とお茶目なオーダーがあり

担当者のヨナっちは頭を抱え

このスッキリとした小鳥のひなのような頭頂部は



遺伝子に組み込まれているものと判断

出来る限りの手は尽くしたものの

結果的には頭頂部も含めスッキリしたスタイルになりました

cutを終えたよなっちは

「杖をついても、なお「モテたい」という気持ちは健康的で長生きの秘訣かもしれないね。」

「僕自身その気持ちを棺桶の中まで持ち続けたいです。」

と

合わせ鏡で自身の頭頂部辺りをガン見しながら

今年最後の出張cutの感想を述べました

この出張cutは来月も行われる予定です



最後に書籍のお知らせです

LP#13　WINTER　2010が発売されました

田中芳「波打ち際」

友寄寛子「海の旅人ー伊志嶺隆写真展に向けて」

タイラジュン「自分事」

宮里秀和「断片採集」

松本太郎「人びとと通信装置」

比嘉座「しまくとぅばも戦世も語れない」

＜戯曲＞比嘉座　比嘉陽花　＜写真＞奥原椿代

＜批評＞村山友江　崎原千尋　親川志奈子

LP#13　¥７５０



necohairにて好評発売中！

それではみなさんごきげんようさよなら



トイレの神様

もうすっかり１２月のこの感じは

冬の季節と言っていいのですよね？

秋はどこにいったんだか知らないけれど

朝起きて、布団から出るのが辛いのは

テレビで屁老蔵ばかり流してるせいだと思う

もういい加減みたくないよ

どうでもいいよ

と布団から抜け出しリビングに行くと

何やら怪しい白い影が

テーブルの下に逃げ込んで

ガサゴソと夢中になって何かをかじってる

チェリが僕の歯ブラシをガリガリにがじってるのね

もう夢中

お尻をひっぱり出そうとしたら

歯ブラシくわえたまま家中を走り回り

歯ブラシは床に当ってこすってるし

犬のお口の中はそりゃもう雑菌だらけでしょ



そんでもって床だってそんな

ポテチ落としてフーフーして食べれても

歯ブラシでそんなこすられて

バイキン倍々でしょ

で

ようやくチェリをまたテーブルの下に追いつめて

捕まえようとしたら

右手の中指を椅子にぶつけ

悶絶

ボブにはおもいっきりお尻に鼻をくっ付けられ

匂い嗅ぎまくられのゲームオーバー

ボロボロになりながら

チェリに吐き捨てられた歯ブラシを拾って

もうダメだな

と買い置きしてある歯ブラシを探すけど見つからなくて

妻に聞いたら今日買って来るだって

ここ数日チェリが僕の歯ブラシを使うので

予備のヤツがもう無かったのね

今週に入り１本はダメにしてるのね



チェリは身軽だから洗面台に登って

歯磨き粉や洗顔やひげ剃りには目もくれず

僕の歯ブラシをかじるのよ

ああ

どうして？

もう

こんなんだからチェリの

うんちにはプラスチック片やら

葉っぱだとかが混じってて

知らない所で変なの拾って食べてるんじゃないかと

チェリがうんちをするたびドキドキするのだ

しょうがないので妻の歯ブラシを使おうとしたら

丁重に断られたので

熱湯で消毒して

食器洗剤で洗い

また熱湯消毒して使いましたよ

磨いてるうちにだんだんと洗剤の味がしてきて

なんだかタイルの目地を磨いてる様なきになってきて



何度も吐きそうになりましたよ

オゥエッ

屁老蔵のバカ

チェリにかじられた歯ブラシは

網戸のすみを掃除したりするブラシになりましたけれど

僕の輝かしい実績と経験から

参考までに

ある程度使い込まれた食器を洗うスポンジは

スパゲティミートソースのフライパンを

洗った後に流しを洗うスポンジになる

着なくなったスエットパンツは

裾を切って半パンにして復活

残った裾は３等分にcutして

ターバンとネックウォーマーとヘアバンドに再利用

もう片方の裾はマフラーに

殻をむいたゆで卵をめんつゆに二晩浸けると美味しい

（byはなまるマーケット）

桃缶の汁を凍らせても想像通りの味しかしない

前回の県知事選と屁老蔵の事件は



国民の関心が母親が作ったカルピスほどに薄い、という点では同じだ

マスコミも政治も国民の声無き声には耳を貸さないのか？

（なんとなく言ってみた）

チョコクリームパンを凍らせるとおいしい

無くなりかけた海苔の佃煮のビンに

ごはんをつっこんで食べてたら

嫁に「みっともない」と怒られた

旅先で買ったサングラスと

旅先であてたパーマは

かけ直しがきかない

（後悔することが多い）

使い古された言い回しやフレーズはできるだけ使わないように

気をつけている

が

まだまだ

使えるんじゃないかという甘えも

なかなか捨てられない

書けない事なんてないぜ！

書きたい事もないぜ！

とくにオチなんて用意してないぜ！



ごめんちゃ

クリスマスプレゼントもいらない

お年玉も

お雑煮のお餅も一つでいい



だから

トイレの神様

チェリのうんちが

混じりけ無しの

うんちうんちしたうんちに

なりますようにして下さい。



ヒマジン

一人暮らししてたとき

ご飯を炊くのが面倒くさくて

シリアルにカレーのルーをかけて食べた

あたりからか

食事に対する既成の概念の枠が外れた

僕は

ただ胃袋を満たすためのであれば

ウィダインゼリーでも良かったんだけどね

結婚して妻と娘と囲む食卓は

幸せ

を噛みしめるもので

妻の作ったごはんには一度も

文句を言った事が無いし

キティーちゃんの皿にのせられた

冷や奴

にだって照れずに

堂々と醤油をかけれるほどに



亭主関白ぶりを発揮するまでになった

先日

晩ご飯が「すき焼き」だったので

わーいわーいと

ご飯をよそおうと炊飯器開けたら

空だった

振り返り妻の顔を見たら

「ご飯炊くの忘れちゃった。」ペロ

だって

まぁしょうがない忘れたんならしょうがないな

と

がっかりしてたら

「それぐらいで怒らないで！」ブス

と逆切れされてしまった

白いご飯が無い事よりも

もうこの先「すき焼きの時にご飯を炊くのを忘れた」

以下の事では怒っちゃいけないんだ

という事にしょんぼりしてしまうな

同じ屋根の下にいながら



国境を感じてしまうな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　想像してごらん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キティーちゃんのお皿にのせられた

豆腐の気持ちを

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほら、かわいらしいでしょ？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かつお節をかけても

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わさびを添えても

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ファンシーな味がするんだ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さぁ想像してごらん妻が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かわいらしく生きているって...

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　想像してごらん　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すき焼きの時にご飯を炊き忘れた事

を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほら、簡単でしょう？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テーブルの上には　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白い湯気を上げてる鍋と生卵がある

だけ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白いご飯が無いのは残念だけど

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さあ想像してごらん 僕が



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ただ今を生きているって...

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　想像してごらん　国なんて無いんだ

と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そんなに難しくないでしょう？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　怒る理由も怒られる理由も無く

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そして国境も無い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さあ想像してごらん みんなが

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ただ平和に生きているって...

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　僕のことを夢想家だと言うかもしれ

ないね

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でも僕一人じゃないはず

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いつかあなたもみんな仲間になって

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そして家族はきっと1つになるんだ

今日も朝から想像散歩

想像してごらん

ボブとチェリが散歩している姿を



想像してごらん

ボブの肉球にどんぐりが挟まりジタバタしている姿を

想像してごらん

間違って鼻に水が入りむせてるチェリを



想像してごらん

ボブが見つけたボールをチェリに奪われ

いじけてるボブの姿を



想像してごらん

ボブに相手にされずつまらなそうな顔をするチェリを

想像してごらん

崖の上のボニョ





想像してごらん

もののけ姫

もののけボブ

想像してごらん

マーキングをしようと足をあげたけど



やっぱりウンチにきりかえたボブ

「今間違えて足あげたでしょ！」と

問いつめるチェリ

知らん顔のボブ

想像してごらん

娘を風呂に入れてたら



おならをお見舞いされた

想像しないでほしい

今これを書いている僕はヒマジンだ



どうもすみません

保護してたボストンテリア

里親が決まりました

みなさんどうもお騒がせいたしました

ありがとうございました

今までうちで保護してから一度も吠えた事が無かった

ボステリですが

今日、お別れの前に頭や体を撫でて

「新しい家族が決まりそうだよ。良かったね。」

と話しかけてたら

かすれた声で上を向いて遠吠えをした

ボブとチェリに何をされても吠えなかったのに



初めて意思表示をしてくれた

喜んでいるようにも

別れを惜しんでいるようにも見えて

つらかった

帰り道に月を見上げたら

何だか懐かしい顔をしてた

アナログな月だった

犬を保護していろいろありました

ここに書けないような残念な事ばかりでした

失う物が多すぎたけど

ボステリちゃんに新しい家族が出来て良かったです

みなさん

ほんとにお騒がせしました

さぁ明日からまたがんばろ



大家さん違うの！

みーなさーん

こんにちわんこ！

ガルルルルルーワンワン

こらこらー初めての方もいるんだからー

ボブもチェリもお行儀よくしなさい！

今日はのんびりとカフェでランチしてきましたー

もちろんボブとチェリには内緒でね

ボブ「オレ様も行きたかったワン！」

チェリ「あたしもおしゃれしてカフェに行きたいワン！」

隠してたつもりがバレてたかー

このー食いしんぼー

みんなぁーついてきてるぅー

先いくよー

ひゅーひゅー



はい、これでアクセスが５００とか１０００ですよ

人気のあるブログってどんな感じなのかな？

と思い

ランキング上位のブログを覗いてみたら

まぁいいですね

一日のアクセス数が５００とか当たり前ですね

皆さん工夫して書いてらっしゃいますね

そうでない方も多ですけどね

それなりにみんな営業とか努力してるんでしょうけどね

うちなんてさぁみんなでオフ会でもしましょうか

と集まっても

サッカーの試合も出来ませんからね



ドッチボールくらいの人数だよ

それだけでもありがたい事ですがね

みなさんありがと

今度みんなでドッチボールでもしましょうね

４年間ブログ書いててアクセス数が

増えもせずに減りもしないな

あーも

オレも

美味しいパスタ食べに行きましたーペロ！

みたいな事を書いて行こうかな

うん

なんとなくどうすればアクセス数が増えるか想像はつきますが

もう余談みたいな事しか書けないの

しょうもない事しか書けないなー

って

美味しいパスタ食べに行きましたーペロ！

も、しょうもない事ですけどね

こっちは、「どうしょうもない」って事か？

１時間もかけて書いてたりするのにさ



あーあー時間をドブに捨ててるな

まぁいいや

しまってこー

今はそんな事よりもアクセス数を増やす為に

出来るだけ更新更新

保護しておりますボストンテリア

まだ少し怯えてて警戒してますが

ご飯もお水もガブガブ飲んで

徐々に元気を取り戻しています



ボブチェリも元気づけようとお見舞いに次ぐお見舞い

お見舞いの嵐

少しずつですが慣れて来たかな

家で飼いたいんだけどね

ペット可なんですけどね

チェリを飼った後で知ったんだけど



ホントは

ペット一匹までなんですね

大家さんも黙認してる状態でして

いつ出されてもおかしくないんですよ

ボストンテリアの里親を捜しています

メスの成犬で体重が約５キロ

体長が４０センチの小柄で大人しい子です

ちゃんと市の方に登録が出来て

大切に飼って頂ける方

家族の一員として迎え入れる自信のある方

どうぞよろしくおねがいします

０９８−８５９−４７３９



necohairまでお電話下さい

余談ですが

お昼に時間が空いてたので

昼飯を食べに家に帰ろうと

ついでに店にあった

いらない荷物を両手に抱え帰宅

アパートの一階で何か郵便物きてるかなと

郵便受けの窓に向かって

フーフー

と、息を吹いて郵便受けの中をチラチラ覗いてたら

「どうしました？」

と声をかけられ

振り向くと半透明の膜の向こうに

女の人が２〜３人立ってて

フーフーやり過ぎて立ちくらみで

ふらふら

よく見たら大家さんが怪しい目でコッチを見てる

「いやぁホコリが付いてたんでね」



と苦し紛れの事を言いつつ

荷物を置いて

郵便受けを開けたら

空だった

大家さん！違うんだってば！



テロとの戦い方

２０１０年１１月４日

晴天輝く青空の下

穏やかないつもと変わらない奥武山公園に

一匹のボストンテリアが捨てられていた。

これは紛れも無くテロである。

「捨てる国」の、人々は爆弾のようにポイポイと

「拾う国」の住人に向けて

いらなくなった犬やネコを落とすのだ

いつの時代のどこの国の戦争でも

全く関係のない幼い命が犠牲になり

この戦争でもいくつもの犬やネコが死んでいったのである。

あなたの住んでる国には全く関係のない事かもしれないが

僕も「拾う国」の住人として

いつも最前線では戦ってはいないけど

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ぼくは、戦場の事を、記事にしたり、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　犠牲になった、犬の写真を、撮って、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　少しでも、広く、みんなに、知っても



らい、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一日も、　早く、　この、戦争が、終わ

る事を、願って、いるのです。」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ぼくは、愛や、平和は、もちろん、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ボストン、テリアの、里親を、捜してい

るのです。」（戦場カメラマン渡部陽一で）

メスのボストンテリアの里親になってくれる方を探しています

非常に大人しくておりこうさんです

サイズもチワワより少し大きいくらいで

ボステリにしてはかなり小さいサイズです

見学だけでも、という方も

そうでない方も

０９８−８５９−４７３９



necohairまでお電話下さい！

ボステリちゃん

少しずつ慣れてきている様子で

ボブも吠えなくなったっていうか

あまり興味が無くなってきたみたいですな



チェリは相変わらず猛烈アピールで

床に転がりお腹を見せて

遊ぼう遊ぼうと、駄々をこねている

が

想いは伝わらず

片想い

がんばれ！チェリ！

ボストンテリアの里親探しています

きちんと責任もって最期まで面倒を見れる方は

necohair

098-859-4739

までご連絡ください



あなたのハートに届け

今週オレコン第一位

「拾う国」国歌

国歌斉唱

みなさんは御起立し中央の国旗に御注目ください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セリフ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「たかし！どこで拾って来たの！家では犬は

飼えないって言ったでしょ！」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「元の場所に返して来なさい！」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワンツースリーフォー♪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この地球（ホシ）に生まれて親に捨てられ

た

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　途方にくれてたら君に拾われた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がんばれ！たかし！たかし君！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セリフ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「お母さんお願い！」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「勉強も頑張るし、おこずかいもいらない

から。」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ねぇお願い！」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「しょうがないわね。ちゃんと面倒見る

のよ。約束よ！」



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この地球（ホシ）に生まれて新しい家族

が出来た

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やったぜ！たかし！たかし君！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　君は僕のヒーローだ！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ありがとうお母さん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こうやって見るとなかなかの美人だ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「おい！たかし！なんだこの汚い犬は！」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「お父さんは許さんぞ！」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この地球（ホシ）に生まれて二度も捨て

られた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　君は毎日宿題をしてるかな？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お家のお手伝いも出来てるの？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おこづかいが減っても平気かい？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パパやママを説得できますか？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　HEY!　YOU!　君さ！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そこの君！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　僕の未来は君にかかってるんだ！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もうこれ以上捨てられたくないさ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頑張れ君。負けるな君。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　君は僕のヒーローさ





ボッボッボストンテリアの親探し

ボ

ッ

ボ

ッ

ボ

リ

フ

の

大

爆

笑

チャンネルまわせば顔なじみ

笑ってちょうだい今日もまた

誰にも遠慮はいりません

チ

ェ



ッ

チ

ェ

ッ

チ

ェ

リ

の

大

爆

笑

二人はますます元気です

今日のテーマはなんだろな

力いっぱいぶつかるぞ

そろったところで始めよう

そろおーたところで始めよおー





おいっすー

二人はますます元気ですけどね

うちで保護しているボストンテリアは

ごはんもよく食べ

お水ものんでますけど

知らない場所に連れてこられ

少し戸惑ってる



ボブは

去年、チェリの登場で長年の一人っ子生活から卒業し

お店のアイドルの座を奪われ

今年に入り娘が産まれ

人気が右肩下がり

これ以上自分よりかわいい犬が来られたら

自分の存在が薄くなり困ると

ボステリにかなり敵対心むき出し

まさかのアクシデントを果敢にリカバリー

石川遼のようなボブ



チェリは

直ぐに友達になろうと

自分のお尻をボステリに押し付け

「あたし」をアピール

嫌がるボステリなんかおかまいなしで

ぐいぐい



ボブには「人の店で勝手な事すんなよ！」とにらまれて

チェリには「あそぼ！あそぼ！」とねだられ

困った顔のボステリちゃん

ごめんよ

二人とも悪気はないんだよ



ボステリちゃんは

保護して２日目になるけど

一回も吠えてないし

すごく大人しくお座りしてじっとしてる

緊張してるかな

人前では寝ないのね

早く安心して眠れる場所を

新しい家族を捜さなくては

里親を探しています

ボストンテリアのメス

とても小柄で

とても大人しいコです



きちんと責任を持って飼って頂ける方

ヨロシクお願いいたします

098-859-4739

necohaiまでご連絡おねがいします

うちで飼いたい気持ちもありますが

今はそんな余裕が無いのね

あんなに可愛いけれど

ボブチェリ２匹でもうギリっす

それとも

ボブを養子に出そうか？

チェリを養子に出そうか？

それとも

オレが養子に出るか？

何も出来ませんけど

人の髪の毛は切れますよ！

その髪の毛を切る手は

犬も拾ってくるから

器用なんだか不器用なんだかわからないですけどね

與那友彦（３５）オス、雑種、を養子にしてくれる方も



098-859-4739

necohaiまでご連絡おねがいします

ついでに

最近「お酢」の可能性を模索してるんですけどね

ほら

ポン酢って何にでもかけたりしてすぐに無くなるけど

酢ってなかなか無くならないじゃないですか

あなたのおすすめ「お酢」レシピ

098-859-4739

necohaiまでご連絡おねがいします

このブログも「石川遼のような」ブログになればいいのにな

順風満帆

とはいかないか



だめだこりゃ

次ぎいってみよー！



迷い犬ボストンテリア

今日の朝９時頃から１２時過ぎまで

奥武山公園のパーラー近くの木に繋がれてた

ボストンテリア（メス）を保護しました

体長は約４０cm、体重約５kg

メスの白黒のボストンテリア

とても大人しくて吠えません

お乳が少し出てるのでもしかすると産後間もないかもしれません



赤いビニールのリードに

一本のひもを上手く結んで作られた

手作りのハーネスを付けてました

状況からして捨てられたと思いますが

飼い主さんを探しています

警察と役所の方には届けています



心当たりの方は

０９８−８５９−４７３９

necohairまでご連絡頂けると助かります

飼い主さん探していますけど

同時に飼い主の方が見つかるまで保護して頂ける方

飼い主が見つからなかった場合

飼って頂ける里親も探しています

保護して頂ける方、里親になってくれる方も

０９８−８５９−４７３９

necohairまでご連絡お願いします

とても困ってます

皆さんのご協力宜しくお願い致します





尻目男子

にーんにーきにーんにーん

にきにきにんにんにーん（にきにきにきにき）

にきにきにんにんにーんにーん

にんにんにーきにーん

　　　　　　　　　　　　　　　　　 平
　　　　　　　　　　　　　　　n　　成　　表　　そ　　で　　き　　あ
　　　　　　　　　　　　　　　e　　二　　彰　　の　　き　　ち　　な　　　　　　表
　　　　　　　　　　　　　　　c　　十　　し　　栄　　ま　　ん　　た　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　o　　二　　ま　　誉　　し　　と　　は　　　　　　賞
　　　　　　　　　　　　　　　h　　年　　す　　を　　た　　ウ　　ト　
　　　　　　　　　　　　　　　a　　十　　　　　た　　　　　ン　　イ　　　　　　状
　　　　　　　　　　　　　與 　i　　一　　　　　た　　　　　チ　　レ　　　チ
　　　　　　　　　　　　　那　 r　　月　　　　　え　　　　　が　　で　　　ェ
　　　　　　　　　　　　　友　代　 四 　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ
　　　　　　　　　　　　　彦　表 　日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　殿

にーんにーきにーんにーん

にきにきにんにんにーん（にきにきにきにき）

にきにきにんにんにーんにーん



にんにんにーきにーん

表彰状

ボブ殿

あんたはエライ！

以下同文

お二人には副賞として「公園散歩一年分」が授与されます

おめでとうございます

チェリがトイレでウンチをできるようになった

って言っても元々できてたんですけどね

娘が産まれて妬きもちか

かまってもらいたくてわざとトイレを外していたと思いますけど

できた時には褒めてやる

わーいわーいやったーやったー♪

わっしょいわっしょい♪

チェリを担いでお祭り騒ぎ

これの繰り返しでようやくトイレでしてくれるのね

ボブは特に何もないですけど

チェリばかり褒めるとボブがいじけるので

ボブも同じように褒めてやる



まったく世話がかかるのだ

今日も朝から「公園散歩一年分の一日目」





１１月に入り日差しも柔らかく

木々を揺らす秋の風に混じって

飲食店では忘新年会の予約も始まってて

はやっ

もうそんな時期なのね

ボブとチェリも芝生を噛みしめ

満足気

ナハマラソンもあってジョギングしてる人も増えてきた



みんな色とりどりのウエアを着て華やかだ

ボブが拾った木の枝を

チェリが奪って独り占め

ボブもやられっぱなしで奪い返せばいいのに

芝生に転がりいじけむし





チェリめっ

まぁ微笑ましいね

ボブもチェリものどかですな

ロハスですな



僕はといえば

そんなロハス犬を尻目に

美ジョガーたちのお尻ばかり

勝手に目が追ってしまいますな

尻目に尻目

極めて純度の高い混じりけ無しの

尻目

である

健康的で持続可能なエロ

エロハススタイル

そんな男子も多いのではないだろうか？

女子バレーを尻、目線で見ている君！

このわずらわしい

心のサングラスを外す時が来たのである！

共に戦おうではないか！

尻目男子よ！

さぁー今こそ立ち上がろう！

にーしーろーはー

って意外と少ないか



いったん座ろうか

プー

失礼、目からおならが出ちゃった

何を言ってるんだオレは

冷静に冷静に

なんだかんだ言っても女子に嫌われたくないもんね

できればオカマにも好かれたいですよ

尻目男子

あーいやらし

エロハススタイル

あー汚らわし

サイテー

ペッペッ

ボブと二人で芝生を転がってた頃が懐かしいな

あーもー

もっとキレイになって見返してやる！（顔面じゃなくて内面ね）

棒にかじり飽きたボブチェリを引き連れて



公園を歩いていたら

向こうから女子高生が

こっちに向かってキスを投げてきた

何回も何回も両手を使って投げてくるのね

え？

と思って振り返ったら

後ろにも女子高生がいて

お互いに投げキッスをしているのである

会いたくなかった♪会いたくなかった♪会いたくなかった♪

イエィ！

ズンズンズン♪

会いたくなかった♪会いたくなかった♪会いたくなかった♪



イエィ！

君にぃー♡

何でこんな目に遭うんだよ

そおいうのは学校でやりなさいよ

公園でのおじさんを挟んでの

投げキッスは危険なので禁止

友人が

目の充血が２〜３日引かなかったので

めがね一番

に診せに行ったら

近所の眼科を紹介されたらしい



会いたかった♪会いたかった♪会いたかった♪

イエィ！

君にぃー♡

当たり前だはじめから眼科に行けよ

折り目正しく

きっちりと

ソツなく

賢く生きてる人をみると

羨ましく思うけど

なんだか苦手だな

あまり深くはつき合えないな

僕は

賢くない星の下に生まれたようだ

バカバカバカバカバカバカ

神様のバカー

もっとキレイになって見返してやる！（顔面も含め多方面で）

プー

失礼

目からうんちが



って

目ヤニか

ん？

臭うぞ

どぅおーーーーー

チェリがフローリングのど真ん中で

踏ん張ってるー

やーめーてー

あーあーあー

そうかチェリよお前も同じ星か

神様ありがと

　　 Kami gakari　2010
パッケージデザイン展　Dressup

１１／２〜１１／７（sun）

沖縄県立博物館.美術館　[県民ギャラリー１２３]　入場無料

http://www.kamigakari.jp/


僕のおすすめの作家さんは

奥平千春さんです

みなさんどうぞ足を運んでみてください



以前と以降で移行

味付き海苔ありますよね

あのえーっと

５枚くらい入っててビニールに包まれたやつが

ありますよね

朝からあれを開けようとするんだけど

なかなかうまく開けれなくて

袋の上下にあるギザギザの「あけ口」って言うのか

「きっかけ」って言うんでしょうか

一番端の谷のとこを剥いていくでしょ

すると海苔が取り出せないのよ

でもって二列目の谷のとこを剥いてくと

海苔まで一緒に剥いてしまい

海苔バラバラ

どうもうまく剥けないね

あのギザギザの「きっかけ」どうにかならないものでしょうか？

オレが食べてる海苔が単に安いだけなのだろうか？

先日

３５歳になりまして



みんなで飲んでるからおいでよ

と誘われ

久々に飲みたいなと誘われるがままに

居酒屋に行ったら

初めて会う方や先輩方いろんなメンバーで

楽しい時間をすごし

さあオレは帰ろかなと思ってたんですけど

やっぱりみなさん女の子のいるお店に流れようと

いつもはここで僕は帰るんですけど

誕生日ということもあり

まなぶが先に逃げた事もあり

久々にキャバクラへ

その店は元々高級なクラブだった店で

内装はそれなりに奇麗で絨毯もソファーも

ボーイのお兄さんもキャバ嬢も

時間制のお店にしては品があるような店で

大人ぽい雰囲気が漂う中

席に着くなり



初対面の先輩に

お前誕生日だから歌え歌え

と

知らないアイドルの歌を入れて頂き

マイクを握らせてもらい

アドリブで歌い

北島康介のごとく目が泳ぎまくり

気がつけば

ハンドソープで髪の毛を洗い

鼻の穴にかきピー突っ込み

上半身裸でハンドソープで泡にまみれて

ウルトラそー♪へーい！

歌いまくってた

先輩や後輩の前で

理性だけは守ろうと

秩序だけは乱すまいと

心に

お酒を飲んでギリギリ全裸だけは

もう３５歳ですからね



頭から水をかぶるのも出来るだけお店を汚さないように

ほかのお客様にも嫌な気分にならないように

と

半裸でシャンプー

これがギリギリだったと思う

隣に座ってた女の子が

「なんでシャンプー？」

「なんで体洗ってるの？」

「いつもそうなの？きっかけは？」

と聞いてくるのですね

真顔で

完全に引いてますけどね

慣れてますからねこっちは

引かれてなんぼすべってなんぼですからね

「きっかけ？」

そう言われても

ね

「今日運動会だったから玉入れがんばったから汗流したくて」



としか言えず

みんなに「誕生日おめでとおめでと」

とお祝いされて

手ぶらで帰すのもアレだから

せめてものお礼というか

みんなでバカみたいな時間をすごせればいいな

というくらいで

僕に話術があればそんなことしなくてもいいんですけどね

昔

高校の後輩が内地から帰ってくるというので

彼を喜ばそうと

飲み会に行く前に

頭に剃り込みを入れた事があり

飲み会の後日

頭頂部まで剃ってちょんまげにしたのね

２５〜６の歳でして

もう立派に美容室で働いてて

そんな事でしか後輩を喜ばす方法を知らず

１０年経った今でも成長していない自分が



なんだか悲しくも嬉しくもあり

でもでも

もう一児の父親としてちゃんと考える

いいきっかけ

になった誕生日でした

みなさんおいしいお酒ごちそうさまでした

久々にお腹が痛くなるほど笑えました

ありがとね

今日も朝からごちそう散歩





もう１０月のこの時間の風は秋のもので

いよいよ行楽の秋

散歩の秋

ブラブラと歩いていたら



ボブの頭に大きなバッタが止まり

パニックのボブ

手で捕まえようとするが

怖くて捕まえきれずどっかに飛んでった

このバッタは秋のものだろうか？夏のものだろうか？

子供の頃は平気でしたけどね

バッタ捕まえてクモの巣に放り込んで

クモがバッタを糸でグルグル巻きにしてる隙に

クモを捕まえて

そのクモを他のクモの巣に放り込んで

クモ同士を戦わせてみたいな遊びとかしてたのにね

いつからか小さな虫も触れなくなったな



なにがきっかけ

というのは無いけど

それ以前にはもう戻れないんだろうな？

なんだか悲しいような

でもそれでいいんだろうな

と

とぼとぼ歩いていたら

ベンチでお酒を飲んでるおっさんに

「おーいにーさーん」

と呼び止められた

いつも公園で釣りなんかをしてる



住所不特定多数

職業は飲酒

みたいなおっさんで

新聞を広げ何かぶーぶーと言ってる

ので

よく見ると

ボブとチェリの写真の新聞で

これはこれか？

新聞の写真とボブとチェリを交互に見ている

いろんな方面から新聞の反響がありましたが

こんなアルコール臭漂う公園のベンチ方面からも

言われるのね

あぁはぁ

と笑顔でおっさんをかわし

歩いてたら今度は



向こうから

チワワを連れたおばさまが

「あれこの犬あの新聞に載ってた変なねー」

とおばさまも見てたのね

にしても

「変な」

って何だ？

変な新聞に載せた覚えも

変な写真、変な記事を書いた覚えも無いんですけどね

「変な」って何？

まぁ何となくおばさまが言ってる事も分かるんですけどね



キャバクラのハンドソープでシャンプーできる僕でも

へこみますよ

そりゃね

さすがにね

３５歳ですからね

もっとみんなの為になるような事や

もっと真面目な事を書けばいいと思いますよ

せめて「変な」って言われないような事を書きましょうよ

って思ってもね

味付け海苔の袋も満足に剥けない僕ですから

なかなかこの感じから抜け出せないのよ

もうコレ以前にはなかなか戻れないんですね

何かきっかけがあればと

元に戻るようないいきっかけがあればと

ね

今日は真面目に書こうと書こうとして

変な感じだ



まっいいか

すべってなんぼだな

ボブとチェリも笑ってるし



ボブアンダギーチェリンスコー

だいぶ前ですが

以前

このブログの記事を

奥武山球場のレフトスタンドの芝生に

小枝や小石で書いた事がありましたが

多分に誰にも読まれませんでしたが

今回は

本日付けの琉球新報１６面の

話の玉手箱

というスペースに書いてます

話の玉手箱には

ライトエッセイというジャンルが載るそうで

食事でいうとサンドイッチやひらやーちー

みたいな軽食という所でしょうが

僕の場合は軽食よりも軽い

サーターアンダギーやちんすこう

おやつ

みたいなもので



みなさまのお口に合うかどうかわかりませんが

小腹がすいた時や

甘い物が欲しい時にでもどうぞ

あなたの疲れがとれますように

ついでにウエストが２cmほど細くなりますように

読者のみなさま

まだ読んでいない読者のみなさま

フォローしていただけるとありがたいです

http://column.ryuchan.jp/2010/10/13/196.html

http://column.ryuchan.jp/2010/10/13/196.html


ボブブチェリリ

無印良品のわたあめ

ずっと品切れしてたので

てっきり無くなったのかと思ってたら

夏場は売ってなくて秋にはまた販売すると聞き

毎週のように無印に通うが売ってないのね

無印的にはまだまだ秋ではないのだろうか

土鍋や厚手の服は売ってたけどね

朝晩とだいぶ涼しくなったけど

公園の水道をひねると

生ぬるいお水が数秒出るね

あつあつのお湯が出てた時に比べればましだけど

もう少しも少し

季節外れのセミが鳴いていて

僕も美容学校の同期では手が遅くて

デビューするのが一番遅かったから

この時期に鳴いてるセミには何だか親近感がもてるな

おーいがんばれ

オスは鳴いてるからいるのが分かるけど



メスはいるのかな？

いなかったら悲しいよね

遅咲きのセミの声が秋の気配を殺す

鳴くしかないさ

今年もこのセミでセミは終わりか

セミファイナルか

まだ行けるな

最近気がつくと自分で自分を励ましてる

回数が多くなった

「押すなよ！押すなよ！絶対に押すなよ！」

と熱湯風呂に飛び込む勢いで

自分で自分の背中を押して

公園を散歩してたら

自分の自転車を漕ぎながら右手にもう一台

誰も乗ってない自転車のハンドルを押しながら

とても笑顔の女子高生

にロックオン

朝からどっちの自転車に乗ろうか迷ったのかな



どっちとも選べなくて

じゃ今日は二台で行こう

って事になったのかな

優柔不断な子だ

それにしても天使の様な微笑みだったな

チャーリーズエンジェル（byねーこー）

リビングの真ん中にウンチ

クッションにはおしっこ

テロである

もちろんテロリストからの声明文は無いが

あきらかにチェリの仕業であることは間違いない

もうやだね

頭ごなしにチェリを叱れば

おしっこ自体しなくなる恐れがあるし

無視しても解決にはならなくて



トイレでできた時に褒めてやるのが一番いいと思うけど

なかなかタイミングよくトイレができたとこが見れないのね

娘の爪と一緒に指まで切った

あー

バカ

小さな人差し指が赤く滲んでて

ギャンギャンギャンギャン

涙がポロポロこぼれてた

ごめんよ

しばらくは切らせてもらえないな

ボブとチェリの爪で慣れてるつもりだったけどね

あー



これでまた一つ僕の存在価値が

仕事が減ったな

自分で仕事作って

自分で自分を忙しくしないとな

オレは

誰にも雇ってもらえないもんな

あーあー

育児休暇なんていらない

せめてせめて

一日でいいから

育児もボブもチェリも何もしなくていい日が一日欲しい

意気地なし休暇

ナントでも言えばいい

いつもいつも全力でしているつもりだ

手を抜く時もそうだ

全力

今はこんなんだけど

明日は笑顔でがんばろ







やーめた

鏡を覗き驚いた

急に老けたなオレ

小じわやしみ

目の下にはクマが

あらららら吹き出物？

大人ニキビ？子供ニキビ？

白髪も増えたな

若白髪？老け白髪？

おっ鼻毛

若鼻毛？老け鼻毛？

どっちでもねえよただのおっさんだよ！

なんだ若鼻毛って

若花田みたいでおもしろいけど

嬉しい事や楽しい事は

いつも一瞬で

悲しい事や苦しい事は

果てしなく続いているような気がして

出来る事はやらないで



出来ない事ばかりやろうとして

あーオレはなんにもできないんだ

あーオレは何も出来ない３０過ぎの男前なんだ

（今日はもう疲れてるので男前の所は自分で肯定も否定もしないので各自でつっこんでください

。それでは検討を祈る）

と

嘆いてて

そんなんだから老け込むんだな

かと思いきや

スーパーでビール買おうとしたら

年齢確認されるし

いったいどっちなんだよ

もうそんなのどうでもいいよと

隣のレジを見たら男子中学生が３人

袋のラーメーンと割り箸を持ってて

どーすんのかなと見てたら

袋をあけてスープの素を袋の中の麺にまぶしてるのである

ほほー

ベビースターみたいにして食べるのか



ええそうなのか？

もう釘付け

すると慣れた手つきで

備え付けのポットからお湯を出して袋に入れたのである

どぅおおお

やるじゃん

あちあち言いながら３人はお湯入りの袋麺を持って出てった

我が母校の後輩達である

僕にはそんな発想無かったな

と、たくましくもあり少し恥ずかしくもあり

感心したもんだ

行列のラーメン屋に並んでまで食べる気はしないけど

こっちのラーメンは

お味もお行儀もまずいだろうけど

食べてみたくなるのはこっちだ

早速買って帰ってお家で試そうとしたけれど

やめた

いつまでもこんな事していい大人が

やめたやめた



もう

ボブチェリのクッキーをつまみ食いするのも

夜中にこっそり娘の粉ミルクを舐めるのも

雨の日に空に向かって口あけて雨を食べるのも

もうやめた

しっかりしろオレ！

あっ

もうこんな時間だ

少年ジャンプ読んで

ジョア飲んで

おしっこして

ねーむろ



敬老の日々

時計の針はボブとチェリをまわりました

ボクボブとチェリnewsの時間です

まずはじめに

今日昼過ぎ頃那覇市小禄にあるnecohairの看板犬チェリが

耳掃除中

飼い主のよなっちの手を噛みました

チェリからの謝罪や反省がみられない事から

事態を重く観たよなっちは

緊急一人会議を開きました

会議では

もう少しチェリの躾を厳しくした方がいい

等の意見も飛び交い

夜まで様子を観て変わらないようであれば

晩ご飯を抜きにする事が全会一致で決まりました

尚

警察では今月に入り

ソファーで一人転がりながら奇声を発したり



よなっちにおしっこをかけたり

ウンチをトイレでしない

等

チェリの一連の行動から

さゆうちゃん（生後に二ヶ月）にやきもちを妬いてると見て

注意を呼びかけております

一方

騒ぎの一部始終をみていたボブは

今後の状況によっては自分にも影響があるとみて

いつもよりおりこうさんにしているようです



つづきまして

necohairからのお知らせです

necohairでは女性ヴォーカルを募集しています

条件は

音楽が好き

歌に自信が無く音痴

自分の声にコンプレックスを持っている

いずれかの条件をクリアした方ならどなたでもご応募いただけます

自薦他薦は問いません

応募方法は

こちらのブログのコメントまたはメッセージから

直接お電話でも構いません



０９８−８５９−４７３９necohairまで

あなたの応募おまちしております

もう一つnecohairからお休みのお知らせ

９月１９（日）は

名護のおばぁーの米寿のお祝いの為

お休みさせて頂きます

１８（土）、２０（敬老の日）は通常営業ですので

お電話での御予約の上

ご来店宜しくお願い致します

最後に

ただ今入りましたnewsを速報で

冒頭でもお伝えしましたチェリですが

先ほどよなっちの顔をペロリと舐め和解が成立した模様です

飼い主のよなっちによりますと

「もう少しボブとチェリの時間を大切にします。」

とコメント

舐めまくるチェリに便乗した形で

ボブも負けじとペロペロと

引き続きnecohairの動向には目が離せないようです



それではごきげんようさよなら



整いません

仕事を終えて

ボブチェリと公園を散歩して

お家へ帰りボブとチェリをお風呂に入れて

自分も風呂へ入り

娘を風呂に入れ

ご飯を食べて

食器を洗い

娘をあやし寝かしつけ

ようやく自分の時間ができた

今、食卓でパソコンを拡げているのですが

目の前にはクリームパンがぽつり

何でアンパンにはゴマがふりかけられてるのだろうか？

ふと思うのである

なんでーなんでーえーなんでー

寝室で寝てる妻を起こして問いただしたい

「あのゴマ必要か？」

と、確実に殺されるな

うん疲れているな



明日の朝食のパンが突如として

大喜利のお題と化してしまった

僕が大喜利を初めて知ったのは

１５年程前１９か２０の頃だ

先輩に連れてってもらった

ランジェリーパブで知ったのだ

ランパブって言うんでしたっけ？

ランジェリーや水着

ニップレスの女性がお酒を作ってくれるお店で

店中の女の子の着てる物を全部縫い合わせても

マツコデラックスのパンツ

にもならないくらいデラックスな店で

服を着てるこっちが恥ずかしくなるくらいだ

僕の隣には

うさぎの格好をした女の子があいさつもそこそこに

「大喜利しようよ」

と言いだした

こっちは、はぁ？である



彼女は大喜利や謎かけをレクチャーし

お題を出してくるのである

僕はてっきりこの辺のお店で流行ってるゲームだと思い

周りのみんなは王様ゲームやカラオケを歌ってる中

二人で大喜利大会

面白くなかったらお酒を一気

意気投合した僕とうさぎちゃんは

うさぎちゃんが店を終るのを待って

飲みには行かず

近くの喫茶店に入り朝まで大喜利や謎かけをしたのである

あれは一体なんだったんだろうか？

最近テレビで「整いました。」

と言うのをよく見かけるけど

それを見るたびに僕はあの子を思い出すのである

整いました

お散歩とかけまして





お水をかけまして

芝生をかけまして



ご迷惑をかけまして

ご心配かけまして



ハゲまして

コケまして



明けまして

寝まして



起きまして

ボブとチェリ、と

とく

その心は青空のように澄み渡り

清々しいほどにどこをどう探しても



オチが見つからず

どこに向かっているのか見当もつかず

何だかラーメンズのコントのようになってる

ようななってないような

どちらかというとバカリズムか

ラーメンズきちんと観た事無いんですけどね

いろんな方にラーメンズ勧められるんですけど

まだ観てないのね

もう２年くらい観ようか観まいか迷ってるのね

つまらなかったらどうしようか？

面白過ぎてそっち側に引っ張られたらどうしようか？

そう考えると手が出せない

整いました

ラーメンズとかけまして

アンパンのゴマと、とく

その心は

どちらも黙って食えばいい

お後がよろしいようで



って

全然よろしくないよ

こんなんじゃ終われない

もう一本

整いました

ボブとかけまして

チェリと、とく

その心は

どちらも犬でしょう

整いました

ボブとかけまして

チェリと、とく

その心は

犬、または良い犬

整いました

ボブとかけまして

チェリと、とく

その心は

dog or good dog



「整いました」とは言わなかってけど

あの時はこんな感じで

うさぎちゃんと

喫茶店で朝までやってたんですね

あの子は今何をしてるのかな

芸人とか目指してたのかな

僕よりも２〜３才年上で

顔はあまり覚えていないけど

可愛らしかった様な気がするな

少し謎めいている女性は魅力がありますもんね

謎な部分って大切なのかもしれませんね

ボブとチェリは毎日がなぞなぞですけどね



整いました

謎に鍵をかけまして

その鍵を飲む

その心は

謎は決して人には見せられない

よなっちです

お後がよろしくないようで

こんちきしょー

今日は朝まで一人大喜利だな



love&joke

仕事や子育ての合間を縫っては

パソコンの前に座り

新しいキーボードのこの感触を味わいながら

意味も無く

ただひたすらに

もう出来上がってる

顧客名簿や住所録を

何回も何回も書き写していて

記号や文字の並びを変えてみたり

ただそれだけでは

バカ

みたいなので

この勢いで

ブログを書こうとするが

とたんに手が止まってしまうのだ

やはりそれとこれとでは別のようだ

書くことは呼吸と同じように



読む事と対になってて

読んでは書き、書いては読む

の繰り返し

って何かの本に書いてあった

最近読んだ本と言えば

「えてこでもわかる 笑い飯哲夫訳 般若心経」

と

「笑い飯全一冊 」

である

排気ガスみたいに身体に悪い本だった

ので

もっと身体にいい新鮮な活字を読もうと思い

たまには新聞でも読もうと

コンビニに買いに行ったら

週刊誌やファッション雑誌に吸い寄せられ

数冊立ち読みしたら

何だか、新聞、まっいいか

今度にするか、となり

新聞を買わずにアイスを買って帰って来てしまった



最近、ほとんど新聞読んでないんですよ

喫茶店や食堂で読むくらいでして

こないだ

新聞を読みに近くの食堂に行ったら

新聞が一つもないのだ

店内を見渡すと

おじーが新聞を独り占めしてて

テーブルにスポーツ紙を含め４紙ほど拡げ

ご飯を食べてるのね

読んで無いのを一つ借りようとしたが

おじーは自分の物のように扱ってるので

もしもこの新聞全部おじーの物だったら

どうしよう

と

読み終わるまで待つ事に

ようやく食べ終わり

おじーがトレーを持って席を立ち

返却口へと



するのだが

おじーは足が不自由で

食器が載ったトレーがガチャガチャと

今にもこぼしそうで

足下もおぼつかない

見てられず箸を置いて

「だーおじー持って行くよー」

と横からトレーを取ろうとしたら

「えーひゃー！リハビリにならん！」

と怒られた

店内の空気が固まり

僕はすみませんと座り直した

おじーはトレーと返却口を目で上下必死

席から返却口へと

綱渡りのように一歩一歩確かめながら

そろりそろりゆっくりと歩くおじー

客の箸は止まり固唾をのんで見守ってる

サーカスの綱渡りは

エンターテーメエント



でも

こっちの綱渡りは

自分の為ーエント

（少々無理がある、苦しいが、他に浮かばないので採用。）

リハビリである

おじーは

わざわざセルフサービスの店を選んで来たのだ

１０歩もかからない所を２〜３分かけて

ようやく自分の席に無事帰還

杖をついて店を出る時に

僕の顔を見て笑顔で親指立てて出て行った

やるじゃんおじー

余計なお世話でした

と

頭下げて

おじーの座ってたテーブル見たら

別のおっさんが新聞をすべて独り占め

えーやっぱり店の新聞だったんだ

こんちくしょー



今日も朝から余計なお世話散歩



先週先々週と久々の台風で

天気悪かったり

少し涼しい日もありましたが

まだまだ暑い

おーい９月さんよー

もう少し夏のボリュームを絞ってくれないか

早く秋服が着たいんですけど

毎日毎日半ズボンにTシャツよこっちは

ボブチェリも毎日水をかぶっての散歩



暑さにはだいぶ慣れてきてるけど

涼しくなるともっと遊んでやれるのにな

ボブチェリも日陰を求め

ダラダラ歩いていたら



向こうから

車いすのおじさんがやって来た

すれ違い様に

ボブがガウガウと吠えた

このおじさんはたぶん近所に住んでるんだろうけど

週に２、３回

公園や道ばたで会うけれど

毎回ボブは吠えるのだ



そしておじさんに吠えてるボブに向かって

チェリは吠える

僕は慌ててボブチェリの首根っこを捕まえ止めさせるのだけど

周りで見てる人苦笑い

人間の命を救った犬の話を聞くと

とても心が温まる



犬が幼い子供の命を奪った話を聞くと

とても悲しい

うちの犬は車いすの人や盲導犬にも吠える

ボブがどんな気持ちで吠えてるのか僕には分からない

遊ぼーぜと言ってるかもしんないし

オレにも乗せてくれよと言ってるかもしんないし

実際の所は分からない

ダメ！

と躾けようとするが効かないのである

この事も前から書こうと思っていたけれど

何か危険だな

と何回か書いて諦めた

社会的弱者？って言うんですか？

もうその時点でアウト？

身体の不自由な人の事を冗談まじりで

もちろんバカにした気持ちはないですけども

書けば

向こうも傷つくしこっちも大けがするおそれがある



気がする

新聞独り占め綱渡りリハビリ親指笑顔おじー

の時だってそうだったけど

相手の事をよく考えてみても

分からない事だってある

が、経験すれば少しは分かる

勇気を持ってその車いすのおじさんに声をかける事が出来たら

「いつもボブが吠えてごめんね」と言えたらなと思うし

想像力をもっと働かせる事が出来れば

もう少しは冗談まじりでも書けそうな気がする

この世の中が経済や政治を中心に回っているのなら

その中心から最も離れた場所にいる僕は



いくら興味が無いと背を向けても

お金という数字や

選挙カーが「よろしくおねがいします！」と

大音量で寝ている娘を起こしてしまう

なんだかんだ僕の生活にも影響はある訳で

この時代を引っ張って先頭を走っているのが

科学者やお偉い先生方達だとすれば

最後尾をゆっくりと走っている僕と

ボブとチェリは

キャッキャキャッキャと

愛のある冗談を言って

ふざけていたい

もっと冗談が言えたらな

もっと想像力が膨らめばいいのにな



娘はよく笑う

おぎゃーと産まれて

１０分後にはケラケラ笑ってた

ミルクを飲みながらも

お風呂に入ってる時も

おむつを替えた後も

人の顔を見ては

声を出して笑う

機嫌が悪くても

僕が変なダンスを踊れば

大喜びで笑うのね

となりで妻が馬鹿じゃないの気持ち悪い



と呆れ顔

今までアンタにもそうしてきたじゃないか

似てないモノマネも

ヘンテコリンなダンスも

アンタに喜んでもらうためにしてきたのにさ

アンターテーメエント

（さっきのより少しマシなので採用。）

だよ

なんちって

子供が出来たらそうなの

ねえ？

そうなの

そおいうものなの女の人って

ねえねえねえ



僕は世間知らずだ

世間も僕知らずだ

せめて

新聞くらいは読もうかな





おっ！よなっち！すげえぜ！男だぜ！

注文してたパソコンのキーボードがようやく届いた

ここ数ヶ月あまりブログを更新してなかったので

気分でも変えて

また少しずつ書こうと思ってね

それでは気分も新たに書きましょうか

何を書こうかな

えーっとそういえば

最近ねヨガにハマっちゃっててね

もう体グニャグニャなのよ

腹式呼吸でお腹も

ベコンベコン波打っちゃうし

床におしり付けて両脚が首の後ろにも回っちゃっうくらいに

グニャグニャ

ってウソ

実際は前屈で手のひらが膝にギリ届くか届かないか

床に落ちてる物を拾うのも一苦労で

千円ぐらいじゃもう拾いませんもの

五千円札からしか拾わないですよ



ってのもウソです

一円玉でも落としたらそっこーで拾いますよ

ううう

新しいキーボードを前に若干緊張してるな

ワイヤレスという超ハイテクを前に

あがっちゃってしまい

ついついかっこつけようとして

ヨガなんて始めたと

ウソをかいてしまった

ウソはダメだよ

キーボードが変わっても

そんなおもしろエピソードなんかが起る訳でもなく

最近あった事と言えば

やはり

ぎっくり腰の事だろうか

うーん

ただ辛かっただけで

おもしろくなかったな



思い出すのもアレだし

もしも僕が料理人だったら

ぎっくり腰に効くメニューを作るし

もしも僕がミュージシャンなら

「ぎっくり腰」の曲を作りツアーを回るだろうし

もしも僕がキムタクなら

湿布薬のCMに出てるだろうけど

残念ながら

僕はキムタク似の美容師なわけで

お互いが頭からストッキングを被り

引っ張り合えば

どっちが本物か自分でも分からないくらいなほどに似てる

美容師でして

ぎっくり腰にならないパーマ

を考えるので

ここではぎっくり腰の事を書くのはやめておこう

他に書ける

身の周りの事は何だろうか？

小禄からも出ずに



お店と家と公園

二ヶ月になる娘を中心に

半径８００m以内の事しか書けない訳で

その中でも今一番熱い事と言えば

ゲップ

赤ちゃんをゲップさせる事に夢中なのよ

赤ちゃんてね

ミルクと一緒に空気も飲むらしくて

ミルクを飲み終わった後に

身体を縦に抱いて飲み込んだ空気をゲップとして

出してあげないといけないんですね

少しうぬぼれてもいいですか？

僕はねそのゲップをさせるのが上手いのよ

僕が抱くと５秒以内には

ゲホッ

とゲップするんです

ね、すごくないですか？

コレ



５秒以内ですよ

あれ？

いまいち伝わらないようですね

特にお子さんがいない方はピンとこないでしょ

もっとわかりやすく書きましょうか

それじゃあ

「おっ！よなっち！すげえぜ！男だぜ！」

と思って頂きたい所で

僕が「ゲップ」をしますから見落とさないで下さいね

いいですか

母親やおばあちゃんがゲップをさせます

だいたい５〜１０分はかかる

調子が悪い時はしない場合もあります

僕も初めはそうでした

でもね

毎回毎回ポジションと角度を変えて

探し当てたんですよ

ゴールデンゲップポイントをね

ベストタイムは２秒ですよ（ゲボッゲボッ ）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑ゲップ（おっ！

よなっち！すげえぜ！男だぜ！）

もう今じゃ娘と一緒に僕までゲップが出るんです（ゲボッゲボッ ）

まさに父子一体のゲップなのね

なんて事を

小さな赤ちゃんがいるお客さんに話したら

「お母さんの時は少しでも長く抱っこされてたいからゲップ我慢してる。」

ですって

そうなんだねきっと

やはり

うぬぼれ過ぎましたね

朝からうぬぼれ散歩！



娘が生まれて２ヶ月ですが

すっかり生活が変わりました

娘中心の世界になり

ボブも大喜びで娘の部屋の前に張り付いて

娘が泣き出すと

心配で僕らに向かって



「しっかりしろよ！オレがやるか！」

と吠えるのね

チェリはまだまだおこちゃまですから

アイドルの座を奪われたと

少しやきもちを妬いてるようですが

お家で赤ちゃんと一緒に居たいのか？

散歩に行こうと声をかけても

家から出ようとしないのだ

早く娘も一緒に散歩できるといいけれど

まだまだ暑いのでもう少し涼しくなったら出来るかな？



ボブもチェリも家の中では赤ちゃんに夢中ですが

一歩外に出ると

やはりいつものように



お散歩を満喫

グイグイと引っ張られながら歩いていたら

向こうから

ジャージにシャツをイン

腰にはウエストポーチを付けたおっさんが

ニコニコ笑い歌いながらやって来た



「地獄、地獄、地獄、地獄の次もまた地獄♪」

ネガティブな歌詞をポップに歌い歩いてる

たぶん自作の歌であろう

あらびき団なんかよりもおもしろそうなので

くるりとおじさんの後を付いてって

歌の続きを聴こうとしたら

ボブが土俵入り

どすこい！と踏ん張り

うんちをし始めた

ちきしょーこんな大事な時にと

急いでポケットのウンチ袋をだそうとしたが

袋がない



家を出る時

チェリを捕まえ首輪付けるのでバタバタしてて

ウンチ袋を忘れていたのだ

そうしてる間にも地獄のおっさんは遠くに行ってしまうし

ボブもブリブリと

松井秀喜みたいな

メジャー級のウンチを

（ごめんなさい松井さん昔からファンですよ好きだからこそですよ）

ひとまず地獄のおっさんはあきらめ

ウンチ袋の代わりになる物をと

かばんの中をあさったら

銀行でもらった封筒が一つ

しょうがないので

落ち葉で拾い袋に押し込み

何とか処理できた（ゲボッゲボッ ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑ゲップ（おっ！よなっち！すげ

えぜ！男だぜ！）

これで一安心と思いきや



今度はチェリが土俵入り

ボブが雲量型ならチェリは不知火型

となりで踏ん張るチェリ

万里の長城みたいな

衛星写真にもばっちり写るくらい

ながーいチェリのウンチ

（ごめんなさい万里さん昔からファンですよ好きだからこそですよ）

もうすでに封筒の中には４番DH松井秀喜が...

「地獄、地獄、地獄、地獄の次もまた地獄♪」

地獄のおっさんUターンして戻って来て

またどっかに消えてった

どうしましょか



でも他に袋なんて無いので

八割くらい詰まってる封筒に

落ち葉で拾い

はち切れそうになるまで

ギュウギュウに詰め

パンパンの封筒からは少し頭を出した万里の長城が（ゲボッゲボッ ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑ゲッ

プ（おっ！よなっち！すげえぜ！男だぜ！）

こぼさないように

あーあー

いつの日かこんな分厚い給料袋貰えたらいいのになぁ

なんて願望

ゴミ箱にポイと捨てて帰りました

あなたも散歩の時はエチケット袋を忘れずに

ブッブッブー

失礼

最後のはボブのオナラでした





おめでと

８月２９日（焼き肉）

は

チェリ

１才の誕生日

あーんなにちっっさかったのにね



あっという間にこんなに大きくなっちゃったな

家に来た頃は、ごはんもあまり食べず

夜鳴きやらトイレトレーニングやら

ボブよりも手がかかり



ボブにちょっかいばかり出して（今でもそうだけど）

ボブに怒られガウガウされ

女の子なのに生傷ばかりでした

今では綱引きも、かけっこも

もうボブには負けない

向かうとこ敵無しのチェリよ



人見知りも犬見知りもせず

みんなに愛嬌振りまいて

積極接客のチェリよ

これからも

健康でみんなに愛される

necohairの看板娘でいて下さいね



それと

いつもいつも水を飲んだ後

僕の脚で口を拭くのはもうやめてね！

お誕生日おめでとう



チェリ

それと

ついでと言ってはアレですが

もう一人

necohairの看板娘が

産まれましたー

茶友（さゆう）です

こちらもみなさん宜しくお願いします

ボブ、チェリ、さゆう

necohair３枚看板でこれからも宜しくお願い致します



ばーびぶーべぼーぶ

実写版

バイキンマンとドキンちゃん

ぎっくり腰ですが

おかげさまで良くなりました

通常営業しております



ビックリ腰

昨夜ぎっくり腰に

今日はお店お休みさせていただきます

本日御予約頂いてた皆さま

急遽

別の日に快く移動してくれて

ありがとサンキュー

水曜日からは通常営業できるようにゆっくり休みます

ほんとすみませんね

ボブチェリは夏の暑さにも負けず

元気ですよ





夏だな夏だな夏なんだな

高校総体の特集がテレビでしてて

幼なじみの同級生があるチームの監督をしてた

カメラを気にする事なく

生徒も監督も

ワンワン泣いてた

こっちまで泣けてきた

いいチームだ

ありがとうニッキー

この夏いちばんうまいカレーを食べた

しばらくは何を食べてもうまく感じないだろうな

おかわり２杯



腹パン

よしがんばろう

はたらこう

よーーーいドン！



沈まない靨

夏の暑さにも負けず

ボブチェリの勢いは止まらず

勢い余って

リードが切れた

皮のリードよ

ちょうど左のえくぼんとこが

蚊に刺され

いくら笑ってもえくぼが沈まなくなった

うー

笑えない

鼻の頭も大きな吹き出物ができて

３週間



ピノキオみたいな鼻

ウソばかり付いてるとそうなるのかな

necohair

お店の方は

夏休みを満喫中のちびっこ達で賑わっております

ご家族お誘い合わせご来店下さいね！

毎晩

寝言を録音するケイタイを枕元において寝てるけど



朝起きて再生すると

いびきとオナラの音

犯人は誰だ

そろそろ

もうそろそろ

次回からは出来るだけ長文で

写真一杯で

おねがいします







節ボブ節チェリ

みなさん、最近

ボブ足りてますか？

チェリ不足してませんか？

いやいや

なんだか最近いろいろと忙しかったりして

ボブチェリ不足の毎日でして

２４時間いつも一緒にいるんですけど

なかなか相手をしてやれなくて

もちろん朝晩の散歩もしているんだけど

きちんとかまってやれなくてね

なんて言ったらいいのかな

毎日毎日ボブチェリという名の雨が

ザーザー降ってるんだけど

ヨナダムの底にある栓にフタをしてなくて

貯水率が上がらないのね

慢性的なボブチェリ不足なんですな

みんなにボブチェリをうまく供給できないのね

何言ってるのか自分でもよくわかんないんですけど



節ボブ節チェリにご協力下さい

出来ればこの記事

３日くらいに分けて読んでもらいたい

伝わってるだろうか？

何を言ってるのか伝わってるかな

久々の記事で何を書いていいのか分かんないね

いつも写真や文字ばかりで伝えようとしてるけど

もう限界なのかな？

もう祈る事しか出来ないね

もう念を送るしかないな

伝われーーーーー

って

伝わんないよな

あー

日本語が出てこないな

あの石川遼くんが使ってる

聞き流すだけで英語がペラペラにしゃべれるようになる

やつの



日本語バージョンはないのかな？

けっこうな需要はあるんじゃないのかな？

その前に

底にある栓にフタしておこう





こないだ

車で走ってたら

ずっーと左後方に誰かが付いて来てるなー

ってよくよく見たら

左のサイドミラーの所に

大きなクモが巣を張ってた

たまには助手席から乗り降りした方が良いのかな

なんて思ったり

最後に洗車したのはいつだったっけ

信号待ちで

えいやーとー

助手席に移り窓あけて



空手チョップでクモの巣を解体してたら

どこからか

セミが突っ込んで来て車内で大暴れ

クモの次はセミとドライブ

うるさいよ

夏のバカ

イメージでは完璧に焼けてるはずなのに

ホットケーキがうまく焼けないな

８０点

８０点のホットケーキを食べている僕の食生活は何点だろうか？

体に良い物や



栄養価値が高い物を

バランス良く食べた方がいいのはなんとなく分かるんですけどね

何を食べるかよりもね

誰と食べるかの方を考えたりするな

近所のそば屋にお昼を食べに

弟を誘ったら

そこのそば屋はあまり美味しくないよと

断られた

社会人一年生の弟の方が

美味い物食ってるのね

いろんな店も知ってるのね

何だかとても恥ずかしかったな



でもいいんだよ

そんなことはどうでも

ボブとチェリにホントかまってやれてないせいなのかな

夢の中で

ボブチェリを抱きかかえ

ごめんね、ごめんね

と頭や背中を撫でてあげてたら

ボブがペロリと僕の顔を舐めてて

くすぐったくて目が覚めたら

本物のボブが僕の顔をペロペロ舐めてた

いつもは冷たいフローリングで寝てるボブが

その日は布団までやって来てたのね

ボブは本当に優しい子だよ

チェリはグースカピースかいびきばかりで寝てた



帰り道

随分と派手なTシャツが落ちてて

かわいそうなので

そこの塀に掛けてあげようと拾い上げたら

自分のお気に入りのTシャツだった

まさかの展開に驚いたり

自分のセンスを疑ったり

夏のバカ

嗚呼あ

何となく

僕たちは大人になるんだろうか





逃亡中

脱獄完了

娑婆の空気はうまいね

ぷはぁー

体からニコチンが抜けてくね

はい、ただ今禁煙中です

あの悪魔の煙から逃げてます

もう二度と吸わなくて済むかと思うと

心が軽くなりますが

やはり

永年の習慣というか

禁断症状がね

かなりイライラ苛ついておりますね

日々、イライラしてる

ちっぽけな自分にも参っておりまして

先日

本屋さんで雑誌を数冊購入

レジで領収書を頼むがスルー

お金のやり取りを終え袋に入れた商品を渡され



次のお客さんの商品を受け取ろうとしてるレジの子に

「すんません領収書下さい」

と再度頼みようやく聞いてくれた

が

やはり

いつもきまって

領収書

の「宛名」と「但し書き」がめんどくさいのね

まずは聞かれますよね

「宛名はどうしますか？」

ってね

１００％聞かれるね

ネコヘアーで

ってこっちが言っても向こうは

え？何？なに？

ってなるから必ず僕は紙に書くんですけどね

「necohair」ってね

でもだいたいはレシートの裏とかに書かせるんだよね



もうどうせなら全部自分で領収書に直接書きたいんですけどね

みんな親切だからね

宛名も但し書きも空けてていいよって

言っても丁寧に書いてくれる

のは良いんだけどね

僕の後ろにはずらりとお客さんが並んでるわけで

急いで欲しいでしょ？

みんなは？

っていうか書かせてるこっちにもプレッシャーはあるわけですよ

なのにね

「但し書きは書籍代でいいでしょうか？」

って聞くでしょ？

「いいえ。本代でお願いします。」

と切り返しても

レジの子は「書籍代として」と領収書に書いてるのよ

本代

書籍代

どっちでも通るはずだ

僕はいつも「本代」でお願いしてるのに



ほとんどの店員さんは

書籍代

雑誌代

書籍購入代として

とまぁ

丁寧というか人の話を聞いてないのよね

本代

で、いいじゃないか

と領収書を睨みつけながらプリプリと店を後に

ホントどうでもいい事なんですけどね

こんな時に限って

ボブチェリのカリカリごはんを

床にぶちまけてしまうのね

そして

ボブとチェリと三人で

みんな目の色変えて

必死になって拾い集め

取っ組み合いの



噛み付き合いの

殴り合いの

もう惨め

床に落ちてるカリカリも

それを食べようとするボブチェリも

いやになるな

あー

ホント細かな事にイライライライラ

一人イライラ王座決定戦！

のような日々でして

苛つきながらも

とても嬉しい事が一つ

大変哀しい事が一つ

かなりどうでもいい事が一つ

と

一勝一敗一引き分け

で

どうにかこうにか予選は通過しているようですが





誰にも頼まれてもないのに

安藤忠雄のヘアスタイルをずーっと考えてる

もうここ何日かずーっと

あのヘアスタイルは想像力をかき立てますね

なんかね人の心を動かすね

色んな人のヘアスタイルを考えたりしますけどね

今は安藤忠雄なのね

なんでかな？



安藤忠雄は千円札の顔に向いてると思う

１００年後くらいにはなってたら面白いな

一万円札はイチローとかかな？

人はみんなお金の顔とかになりたいのかな？

ボブとチェリは

切手になったらいいのにな

そしたら

首輪なんか外して

世界中どこにでも行けるし

何よりも

みんなにペロリ

と舐めてもらえて

幸せだろうな

嬉しいだろうな



次回からできるだけ写真いっぱいで



慰霊の





愛と平和と

蛇口からカルピスが出る事を祈ります



勝ち点０

ぱーぱーぱーぱーぱーぱーぱぱぱぱー

ぱぱーぱーぱーぱーぱーぱーぱぱぱぱぱー

(サッカーの入場する時？の曲）

鼻歌うたい

ボブとチェリに連れられ公園を散歩してたら

突然植え込みからネコが飛び出し

ボブにシャーシャーと噛み付いてきた

ボブも負けじとガルガルガルル

慌ててリードを引っ張り引き離しても

ネコがしつこく追いかけてくるので

ボブとチェリを引きずり小走りで逃げて

振り返ると子ネコの姿が

そお言う事だったのね、と

ボブの顔を見たら

口から流血

まさかと思い先ほどのネコを見たら

ケガなどしてる様子もなく

ボブの口を開けて見たら



大きなベロに小さい穴が開いてた

あ”ーーーー

ネコに引っ掻かれたか？

自分で咬んじゃったのね

ネコに怪我させなくて良かったけど

どうしていつもボブなのかなぁ

ボブはホント怪我ばかり

どんくさいよ！

こんなこと言ったらボブに怒られるけど

ボブは怪我が似合うのよまたコレがして

たんこぶとかバンソウコウとか包帯とか

ギプスとか松葉杖とか

冷えピタとか



チェリにソファを齧られた

反省してる様子もない

が

ワールドカップ期間中だ

大目に見よう

ミーンミンミンミンミーン



あ、セミが鳴いている

セミも捕まえて

漢字に変換すると

蝉

こんなに静かなのね

もう梅雨は明けたかな？

夏なのかな



いいね

ふむぅー

４年間毎日チェックしてたブログが閉鎖されてて

がっかり

ま

いつかは終るものなのね

て

言ってもなんだかね

さみしいね

急に終るんだもの

ね

毎日毎日楽しみにしてたもん

で

心にポッカリ

どうやって穴を埋めましょうかね

て

テンション上げきれず

日々ズルズル



で

そんな中

タイラさんがやって来た

「LP#11」届きました♪

ようやく元気が出た

タイラジュン　母と子

根間智子　「ミャーク」

石川琢也　外界 —沖縄２００９—

宮里秀和　断片採集

松本太郎　ゴミ

照屋俊　眩暈

伊波一志　majimun lens 地名遊行



松本太郎　文字を焼く　第3回「祖国」

[テクスト]
宮城未来　常世の庭

伊佐由貴　音楽 —何かを思い出すときに、そこにあるもの—

新城郁夫　《連載》響き合うアートと思想の彼方へ（第二回）　戦死者の眼

友寄寛子　《伊志嶺隆写真展へ向けて》「光と陰」の彩度へのめまい　—伊志嶺隆の写真との出

会い—

[座談会]
石川直樹×土屋誠一×タイラジュン「なぜ、沖縄か」

LP#11　　750 円(taxin)

photogenic person’s peace

necohairでも買えますのでどうぞ

でもって

ミヤタク君のイベントです



独唱パンク×みのり 

6月19(土)

独唱パンクVOL・116×みのりVOL・13〜伊江島編〜

出演 
チバ大三(from東京・独パン主犯)

山田ばさら(チームばさら) 

西山正規(from東京・超絶ブギー)



ナオキ屋(チームばさら)

又吉ヒロフミ(fromホイルスピン)

MCミヤタク(チームばさら)

オープン 19時
スタート 19時30分

チャージ1500円(1ドリンク付)
(問)Bar'n「ZERO」050-3464-8850

6月20(日)
独唱パンクVOL・116×みのりVOL・13〜本島編〜

出演 
山田ばさら

チバ大三

西山正規

ナオキ屋

HIRUGI.co

MCミヤタク

オープン 19時
スタート 19時30分

チャージ1000円(要1ドリンク)

(問)コザZIGZAG 098-934-5933

ミヤタク頑張ってるね



センキュー！ミヤタク

それから

TVCMで山田優と競演を果たした

ゆうこさんの演奏会

コラリス木管五重奏団演奏会Vol.2 

〜アレンジで拡がる音楽の色彩〜

曲目

ドビュッシー:メヌエット(ベルガマスク組曲より)

ドビュッシー:小組曲

リゲティ:6つのバガテル

ビゼー:子どもの遊び

ビゼー:カルメン組曲より

6月27日(日)てだこホール小ホール

13時30分開場、14時開演

一般\2,000 学生(大学生以下)\1,000 (当日\500増し)



みんな頑張ってるね♪

みなさんどうぞよろしく



正しいボブチェリの絵描き歌２０１０〜君の笑顔は国宝級〜

アナタのハートに届け

今週オレコン第一位

necohairで

ボブチェリ絵描き歌

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドーナツコロコロ転がって

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　笑い転げてコロコロリー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じゃがいも食べたらオナラがブ

ー



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臭くてグルグル目が回る

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　世界がグルグル回ってる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（セリフ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「お母さんがウォシュレットでおしりを洗

ってる時にオナラをしちゃダメだって言ってた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湯船でオナラした時みたいになるから

しちゃダメだって」



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三角ロケットに夢のせて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロケット発射３秒前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３.２.１ブー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロケット発射３秒前

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３.２.１ブーーー



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　打ち上げ成功ボブの出来上がり

♪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　心と心がゆれている

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆらゆらゆられて夢の中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パイナップル食べ過ぎて



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お口がかゆい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かゆくてグルグル目が回る

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　世界がグルグル回ってる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（セリフ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「お父さんがね酢豚にパイナップルは入

れちゃダメだって



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　酢豚はスイーツじゃないから浮かれち

ゃダメなんだって」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ショートケーキに夢のせて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いただきまーす３秒前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３.２.１お手

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３.２.１.ヨシ！



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ペロリと一口チェリの出来上がり

♪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みんな大好きボブチェリ♪



あくびをしてても年はとる

時計の針はボブとチェリを回りました

ボクボブとチェリnewsの時間です

まず始めに

沖縄県地方は梅雨に入り

散歩業界では消費の低迷が懸念されていましたが

今週に入り晴れの日が続いていおり

関係者は胸を撫で下ろしているようです

そんな中

業界トップを走るボブとチェリーは

景気よく公園散歩を楽しみました

２８℃を超える晴天の中



水分補給をすませた

ボブと

チェリーは

梅雨に入りあまり散歩に行けてなかったストレスを晴らすかのように



２時間程度暴走を続けた所

チェリが熱中症でダウン

飼い主のよなっぺに抱きかかえられ帰宅しました



よなっぺによりますと

久々に晴れたのではしゃぎすぎてしまった

これからは洋服を着せたり

熱中症には十分に気をつけたい

と話しており

再発防止に努めるようです

一方一緒に散歩していたボブは

帰り道

両方の後ろ足の肉球にどんぐりが挟まりました

ケガはありませんでした



続きまして

necohairによる毎月恒例の

デイケア出張cutが先日市内の病院で行われました

利用者のある方は

穏やかな表情で目を閉じて

髪の毛をcutされていましたが

突然目を開け

「眠っていても年はとる！」

と発言

それを受けたnecohairの與那氏は

その晩一睡もできず

次の日



目の下にクマを作り

ずいぶんと老けました

最後にイベントのお知らせです

BaguncaPreesents

「inTheHouse」

@HinotamaHall

210.5.21.Fri

Open&Start 22:00

System 1500yen/1D

Genre HouseMusic(NY/London/Tokyo)

Dj's Kenji/Sa-ka



コラリス木管五重奏団演奏会Vol.2 

〜アレンジで拡がる音楽の色彩〜

曲目

ドビュッシー:メヌエット(ベルガマスク組曲より)

ドビュッシー:小組曲

リゲティ:6つのバガテル

ビゼー:子どもの遊び

ビゼー:カルメン組曲より

6月27日(日)てだこホール小ホール

13時30分開場、14時開演

一般\2,000 学生(大学生以下)\1,000 (当日\500増し)



それではごきげんようさよなら

サッポロ一番しおラーメンに

ハンバーグと

たまねぎとコーンと

レタスと刻んだトマトと

きゅうりの漬け物をトッピング

ラーメンとハンバーガー

２大ジャンクフード



夢のコラボ

体に悪そうな味で旨かった



レレレのおじさん♪さよおなラララ♪

「アンタ女かい」

たまに

見ず知らずのおっさんに声をかけられる

向こうが冗談で言ってるようだと

こちらも

「試してみる？」

と冗談で返せるけれど

（向こうがそっち側の人だったらもちろん走って逃げる）

本気で言ってる様な奴には

僕の遊び心は反応しないのだ

無視

そんなおっさんにはつき合ってられないのだけど

そんな心の無い言葉が

僕だけに向けられてたら

無視してていいけど

僕以外の周囲の人に向けられ

場の空気や気分を悪くされると

黙っちゃいられない



それがボブとチェリなら尚更

今朝もボブチェリを連れて公園を歩いてたら

向こうから汗だくのおっさんがやって来て

僕の顔を見て

「女かと思った」

と言うのである

無視して通り過ぎようとしたら

「こんな犬連れて散歩してるのは女だよ」

と言うのである

聞き捨てならなず立ち止まり

「じゃ、どんな犬なら男らしいんですか？」

と返すと



汁ダク半笑いで

「どんな犬とかじゃなくて男らしくスポーツをしなさい」

とこれまたおかしなことを言う

「男らしいスポーツって何ですか？」

「野球とかサッカーとか男らしいじゃないか」（汁ダク）

「昔、サッカーしてましたけど」

（途中で辞めたけど）

このおっさんは一体何が言いたいのか

不思議で不思議で何で？何で？

と聞いてたら

おっさん面倒くさそうに

「もういいよ。じゃ頑張れよ！」

と立ち去ろうとしたので

「おいおいおい何をどう頑張れって言ってるの？」

と呼び止めたら

「別れ際の会話の終わりに「頑張れよ！」って言うのは内地の習慣でそう言うんだよ」

とキレ気味

その言葉には

アンタ沖縄の人だろ少しは勉強しろよ



みたいな意味合いが含まれているように感じた

被害妄想でもなく

劣等感でもなく

話の流れやおっさんの態度が

毛穴から黄色い汗と共に噴き出してるのである

どうやらおっさんは内地の人で

移住して来たのだろう

沖縄にも不満があるらしい

こういう人はどこの土地に行っても

文句を言うだろうし

自分の生まれ育った田舎にも文句を言っているだろうな

可哀想だけど

人の事を馬鹿にしておいて「頑張れよ！」

は無い

せめて

「見ず知らずのおっさんの話につき合ってくれてありがとう」

と言って別れるのが礼儀だと思う

そっちが勝手にノックしてきて

ドア開けたら土足で上がり込んで来たんじゃないか



僕は僕でそっちのドアを開けてくれるのを待ってるのにさ

僕は面倒くさい男だろうか？

おっさんに言わせれば

沖縄の面倒くさい女みたいな男なのだろうか？

おっさんの本意が知りたくて

何で？何で？

と聞いてたら

「警察呼ぼうか」（汗は引いてた）

と言い出した

はぁ？

散々文句を言われて警察を呼ばれるって

どういう事だろうか？

小学生でもそんな事言わないよ

自分がケンカを売っておきながら

困ってしまうと警察を呼ぶなんてさ

小学生でも

素直に謝るか

きちんと話をするか



殴り合いのケンカをするか

自分の言葉には責任を持つよ

どこかの国の総理大臣にも自分の言葉には責任を持って欲しいよ

政府は過去に遡って

基地問題の反省をたっぷりするといい

その反省材料を使えば

海外に新しい基地の一つや二つは作れるんじゃないだろうか？

足りないならアメリカの反省材料を使えばいい

アメリカはケチだから

沖縄県民の反省材料を使えばいいい

沖縄の人は優しいからいくらでも提供するよ

っていうかもういいか

もういいよ



話、汗だくおっさんに戻して

中高年の方が

「今の若い子は...」

と嘆いてる声を聴く事もあるけれど

実際こんなバカな大人がいるんですよ

びっくりしましたけどね僕も

警察を呼ぶほどの会話をしてないし

僕は社会の風紀を乱すような事はしてないぞ

警察はそんなに暇じゃないぞ

「いやいやそんなんじゃ無くてね」

って僕の言葉も聞かずに

背中を向けて立ち去って行った



逃げんなよ

ボブとチェリを連れて散歩するのは

僕のライフスタイルなのよ

女みたいと言われようがね

でも

そんな事を言うおっさんにも興味があるのよ

僕とは真逆の考え方が聞きたいのよ

友達にはなれないだろうけどね

でもちょうど良かった

先日「レレレのおじさん」の事を書こうと思ってたので

その話にも繋がる様な出来事だったので

ブログネタにもなったし

それはそれでありがとね

汁ダクのおっさん

さよおなラララ

またいつか会えるさ



散歩中

よく会うおじさんやおばさんがいて

警備の人や

ジョギングしてるおじさんや

犬の散歩をしてるおばさん

毎日同じ場所を掃除してるおじさんがいるのだ



レレレのおじさんよりも

１オクターブほどトーンが低いそのおじさんは

僕が「おはよう」と言っても「こんばんは」と言っても

無視

毎日毎日

晴れの日も

雨の日も

風の日も

ミスタードーナツが１００円の日も

そうじゃない日も

掃除

もう半年程続いてる

僕は毎日朝と夜の散歩の時に顔を会わすもんだから

一応挨拶はしてるのだけど

無視

半年間

無視

おじさんは耳が聞こえないのか？



口がきけないのか？

いろいろ考えたけど

近所の掃除好きな人なのだろう

と毎日おじさんが奇麗にした道を

気持ちよく歩いてたら

先週いきなりおじさんが近寄って来て

「おでかけですかぁ？」

とは言わずに

「いやねー孫がねー内地から遊びにくるんだよ」

と今まで見た事無い笑顔で話しかけて来た

よっぽど嬉しかったんだろうか

僕に相づちをつかす間もなく

おじさんの年齢や

ここから車で３０分くらいの所に住んでる事

掃除はボランティアでしている事

娘が内地に嫁いだ事

おじさんが人とは滅多に話さない事

人に裏切られた事

等など



おじさんは僕だけに聞こえる小さな声でしゃべり続けた

僕もなんだか嬉しくて

店をあける時間も忘れておじさんの話を聞いた

おじさんは僕の店の事も知ってて

店をもっと明るくした方が良いとか

数少ないおじさんの友達をお店に行かせるとか

僕の店の事を心配しているようだ

けど

やんわりと断った

おじさんは嫌な顔すると思ったけど

そんな事は無く

「いやー君には色々と心配かけたねごめんね」

と

今まで冷たい態度をとった事を謝ったのだ

こちらこそ毎日奇麗にして頂いて

気持ちよく散歩できるのもおじさんのおかげだと

感謝してる事をやっと伝えられた

半年間の片思いがようやく繋がった気がした



のもつかの間

次の日からおじさんの姿は公園には無かった

雨の日も風の日もミスタードーナツが１００円の日もそうじゃない日も

そこにいたおじさんはどこにも見当たらない

おじさんはまた人に裏切られるのが嫌で

どこかまた違う公園へ行ってしまったのかもしれない

僕はまたいつものおじさんやおばさんと

挨拶を交わしたり

朝から下ネタ全快のおじさんのエロ話を聞いたり

世間話や人のうわさ話や悪口を言う人もいますけど

それはそれで聞き流す

会話っていうのは内容も大事だけど



特に公園での立ち話となると内容はどうでもいいのだ

場の雰囲気や

お互いの距離感や相づち等が大切だ

だから聞きたくない話は流す

内容以外でも楽しると思う

このブログもそうだと思う

読み流して全然いい

散歩の時の空気感や



雰囲気を写真で感じてもらえたり

ボブとチェリの写真を見て

面白い顔だなーとか



文字が中央寄せだと左右対称で落ち着くなーとか

文字の両サイドがいい具合に波打ってるなーとか

内容よりもそういう楽しみ方があると思う

ので

こんなに書いたけどオチの無い終わり方でも

いいと思う

ダメですかね？

オチが無いなんて聞き捨てならない？

警察呼びますぅ？

警察呼ぶならせめて

AKB４８の誰かが

一日警察署長をしてる時にしてもらえませんでしょうか



はい今日は今日でこのブログの反省材料は山ほどある

さて

この材料で何が作れるだろうか？



アイムソーリー

ひさびさのブログで何をどう書こうか

んー

こんだけ間を空けると書けないねー

寝る前に付けてる日記も書いてない

ゲームばかりしてたのですね

「korgds10＋」をね

ゴールデンウィークも休みなしで働いて

それ以外はずーとds

新しいソフト買うと

「そればかりで遊んでほかの事が出来なくなるだろう」

という問題が

普天間基地の滑走路のごとく横たわっていて

半年ぐらい悩んでいたんですよ実は

買おうかどうしようかと

半年ですよ

半年っていったらもうほとんど一年でしょ

この問題も一才の誕生日を迎えてという事で



プレゼントとして買いましたよ

そして予想どおり何も出来なくなっちゃいましたよ

実際ds１０＋面白い

早く買っとけば良かった

けど

今度は「ラブプラス」という問題が

目の前を赤子のように四つん這いになって

ハイハイと

うろついているのである

ばぶー

時折こちらを向いて笑うのだ

あーこれを買ったらもう

ホントに何も出来なくなるな

ゴールデンウィーク

仕事の方ではたくさんのお客様にご来店いただき



ピカピカの一週間でしたー

皆さんありがとうございました

お土産やら差し入れやら頂いて

ホント気を使って頂いて申し訳ないです

ボブとチェリにもおやつやおもちゃまで頂いて

ありがとうございますね

でもね

ホント申し訳ないのですけど

ボブとチェリはアレルギーがあるので

牛や豚などが入ってると食べれないんです

すんません

ボブチェリは遊んで頂けるだけで喜びますので

どうぞ頭をなでてあげてくださいね

ちなみに

ボブとチェリは福沢諭吉の顔を見ると笑顔になるみたいです

あと僕は牛も豚もアレルギーは無いです

という事も頭の片隅において

ご来店いただけるといいですねー



いいですねーじゃねえよ

ばーか

いやぁー酔ってきました

先日お土産で頂いた「マッコリ」

呑んでるのね

だって明日は二週間ぶりの休みだもんで

今日幼なじみのまー君がお店に来たから

久々に飲みに行こうぜと誘ったけど

まー君は母の日を今日すると言って

ワイン片手に帰ってたのね

お母さんとワイン飲むんだって

あーあーああ

久々にまーくんと飲めると期待してたのにな

やっぱり期待しちゃダメなんだよね

どっかの国のどっかの総理大臣が

期待はずれの言葉を

言いに沖縄に来てましたけど

期待させる方も悪いし

期待する方も悪いな



総理の言葉にも

期待してた自分にも

ガッカリだよ

意外と消耗したよ

ヘトヘトだよ

このガッカリのエネルギーを使えば

空のボトルの中に

ピンセットで船ぐらい作れたよ

作らないけど

はい

鼻から大きく吸い込んでー

す

｜

｜

｜

はい

ゆっくり吐いてー

は

｜

｜

｜



もう一度

ゆっくり吸い込んで

す

｜

｜

｜

はい

サンボマスターの事を思い浮かべながら

吐き出す

あ

き

ら

め

ん

な

！

総理には総理にしか出来ない事があると思う

例えば

優勝した力士に大きな優勝カップを渡すとか

官邸に各大臣を集めてUNOをするとか

「やっぱり基地は移設できませんアイムソーリー」

ってだじゃれを言うとか

いろいろあると思うけど



あきらめんなよ！

えーーーー！

って

だいぶ酔ってきたな

おちつこおちつこ

はい大きく吸ってー

はい吐いてー

はい吸ってー

ゲホゲホ

おぇー

ボブだなボブの匂いだな

ボブにオナラをお見舞いされたよ

くっさ

あっそうだ

スパゲティ茹でっぱなしだ

コレ書く前に鍋にスパゲティを入れてたの忘れてた

ちょっと待ってね

今見てきますから

はい



ドロドロのスパゲティどうしましょうか

最近スパゲティ失敗してばかりなのね

先日ミソスープスパゲティを作った

作ろうと思って作ったんじゃなくて

結果そうなったんですけどね

とりあえず鍋にスパゲティを入れて

ソース何にしようかなと

冷蔵庫あけたら味噌とタマネギしかなかったのね

しょうがないから

みそ汁にスパゲティ入れたんですけどね

まずくもなく美味しくも無かったんですけどね

どうしようかな

茹ですぎたスパゲティ

細かく刻んでご飯みたいに食べようかな

焼こうか

かた焼きそばみたいに

カリカリに焼いてミートソースかけたら食べれるかな？

あーもうめちゃくちゃだよ



本当は今日はレレレのおじさんの事が書きたかったのにさ

もうそれどころじゃないな

今からダルダルのスパゲッティをヤッツケてきます

また今度レレレのおじさんの事は書きますね



サンキュー連休

時計の針はボブとチェリをまわりました

ボクボブとチェリnewsの時間です

まず始めに

昨夜

那覇市小禄の與那友彦さん宅で

ボブとチェリが相撲をとって遊んでいたところ

興奮してテンションがあがったチェリ（８ヶ月）が

部屋中を走り回り

誤って

トイレ（人間用）に落ちました

飼い主のヨナ氏（昨日の晩ご飯は野菜スティックのみ）によりますと

ボブに追いつめられたチェリがトイレの蓋が閉まっていると勘違い

勢い良く飛び込みました

夜中からまたチェリをお風呂に入れ

タオルで乾かし非常に迷惑です

とコメント

尚

警察と消防では再発防止の



注意を呼びかけております

チェリ関連のニュースをもう一つ

今朝午前９時頃

奥武山公園を散歩していたチェリ（フレンチブルドッグ）

が

飛んでいたハチをパクリと食べ

あごをチクリと刺されました

飼い主のよなっぺ（先日会計をすませた商品とかばんをそのままレジに忘れて帰った）

によりますと

あごを刺されびっくりして

ハチを吐き出しましたが

その後もハチを追いかけており



懲りてない様子

この騒ぎを聞きつけたボブ（悪夢でも見たのか夜中遠吠えしてた）が

ペロリとチェリのあごを舐め

苦かったのか

その後お口直しに

よなっぺの足も舐めました

最後にnecohairからのお知らせです

ゴールデンウィーク期間中

５月１日（土）〜５月５日（水）

休まず営業致します

５月４日（火）も通常営業

ご家族お友達お誘い合わせ



ご来店頂きますよう

従業員一同

ニッコリ笑顔でお待ちしております

tel０９８−８５９−４７３９

それでは楽しいゴールデンウィークを

ボクボブとチェリnewsでした



成長期なのかな

腰が痛い

眩しいほどにショッキングピンクのサンダルを買ってしまった

痛い

あーあーゴールデンウィークどしゃ降りだったら

お店忙しくなるのにな



などと痛い事を考えてしまう

あれこれと痛い

先日公園を歩いていたら

胸に「DREAM」と書かれたtシャツを着た

路上がお家、らしき

おっさんが

大量の梱包に使うプチプチを

一つ一つ潰してた

ストレスがたまってる？

暇をつぶしてる？

夢を叶える為？

他にやる事もあるだろう

と思ったけど

他にやる事が無いんだろうね



さぁ

サンキュー連休

がんばるぞー



レフトフライ

最近どうもね

なんだかね

このブログも飽きてきたな

あなたもそうでしょ

ブログって

必ずここに書かなくちゃいけないんでしょうか？

たまには

気分を変えて

今日の朝

散歩しながら

奥武山球場のレフト側の外野席の芝生に

小石や小枝や木の実を並べて記事を書きました

散歩がてらにでも探してみてね

記事が残ってても

残ってなくても

怒らないでね

えへ



来週は



とよさきのビーチにでも書こうかしら

誰にも読まれないな

次回から出来るだけ真面目に書きます



本願他力

君は、排水溝に落ちた指輪を拾う事が出来るだろうか。

素手で。

本当に大切な物を手に入れる時

世間体や自分の身を守る事なんて考えない

もしも他人の力で手に入れたとしても

その指輪は輝きを失い何の価値もなくなる

って

係の人が云ってた

ボブは欲しい物が自分の手の届かない所にあると

僕に取ってくれと

キュンキュン



泣いて諦めてしまう

チェリは

あの手この手で取ろうと必死

僕に取ってくれとも催促しないし

泣きもしない

ボブが取ってくれるのを待つ

ひたすら待ってボブがようやく手に入れた物を

横取り



取られたボブは取り返す事が出来ず

いじけ虫

４月１８日（日）は清明祭の為

necohairお休み致します

ここ何年もお墓参りに行ってないので

今年はご先祖様（係の人）に報告する事が沢山あるし



ボブとチェリを

一人前の看板犬にするにはどうしたらいいのか

相談しようと思って

誠に申し訳ないですが１８日日曜日はお休みします

（４月１９日月曜日は通常営業）

その代わり

ゴールデンウィークの

５月４日火曜日は営業しますのでヨロシクお願いします

necohair

098-859-4739



散文クッキング

またしても

３０分かけて書いたブログを消してしまった

あああ

もう参った

へこむけど

今からまた書き直すけど

さっきまでのテンションでは書けないな

また明日書くのもアレなので

ダイジェストでどうぞ

大家のおばあちゃんから大量の春菊を頂いた

メェー

ヤギでも３日間くらいかかるような

無農薬なので虫やら土がついてるので

丁寧に一束一束奇麗に洗い

鍋にお湯を沸かして茹でる

その間に冷凍うどんを茹でる

一玉では足りないので

一玉は鍋にぶち込みもう一玉は



半分お湯に浸かるように手で持つ

手熱いですけどここは我慢

麺がほぐれて来たところでキッチンばさみでカット

一玉では物足りないけれど

二玉では食べきれない

どうでしょうか

加ト吉さん

冷凍うどんをパキって板チョコのように

半分に出来るようにして頂けないだろうか？

と毎回毎回思いながらざるに取り

冷水で洗い皿に盛り

茹で上がった春菊を載せて

麺つゆをかけて

「辛そうで辛くない少し辛いラー油」

をスプンに取り

かけそうでかけない、と見せかけて

少しかける

春菊うどんの出来上がり



毎日毎日

春菊尽くし

シンプルというか味気ない

僕の食生活のようなパッとしない

曇り空の下

昨日は海へ



今年に入って火曜日は雨か曇りが続いてる

晴れ男と思われていたボブ

実は

雨男ボブ

雨女チェリ

グラビア風チェリ



漁師風ボブ

漁師とグラビアアイドルですから

交じらない

おもいおもいの方向へ



初めての海で海藻やらサンゴ

磯の香りをテイスティングのチェリ

その後ろではチェリをテイスティングの黒い陰



せっかく早起きして海に来たのに

バスタオルを忘れてしまい

入水させる事が出来なかった

チェリはそうでもなかったけど

ボブは海に入ろう入ろうと引っ張る



ごめんよボブ

一時間程ビーチを走り



帰りの車ではぐっすりのチェリ

物足りなかったのか窓の外ばかりのボブ

満足そうで満足でない少し満足のボブ



えーと

もう書けないな

さっき書いたブログが思い出せそうで思い出せないっす

テンション上がらないっす

また晴れたら海行きますね

うーんパッとしないな



どんぐりコロコロボブチョップ

昨晩は

おばちゃんに保険の勧誘され

商品が多くて色々あり過ぎて迷うっていう夢をみた

たとえば

地震の時に棚から本が落ちて

本の中の活字がバラバラになっても

新品の本に替えてくれる保険や

ハゲた時にモヒカンのヅラを用意してくれる保険

等々

勧められるがどれにしたらいいのやら迷ってたら

おばちゃんが

「今の子供達はランドセル、好きな色を選べるからいいね。」

と言い出した

「いやいやいやランドセルのメーカーがランドセル以外の鞄を選ばせないようにする為に

沢山の色を用意したのであって、子供達は自分で好きな色を選んでいるように思っているけど

本当はメーカーに選ばされてるんじゃないですか？」

と僕は生意気な口を叩いてた

夢の中でも皮肉れているな



おかげでハゲた時の保険に入り損ねたよ

うちのおやじもおじーもハゲだ

当然僕もハゲるだろう

心の準備をしておく必要はある

逃げ出す用意はしていないつもりでもある

遺伝的なハゲはしょうがない受け入れよう

がしかし

ここ数日辛いのですよ

ハゲそうなのね

こないだもコーヒー飲んでて

何か苦いなと思ったら

タバコの灰をコーヒーカップに入れてた

灰皿隣に置いてるのに普通にポンポン灰入れてグビグビ飲んでた

ポテトチップの袋も開けきれないくらいに落ち込んじゃいましたよ

縦に裂いて開けましたよ

全部食べきれないから

パックリ空いた袋の口をラップしましたよ

グルグル巻きにされたスナック菓子の袋の図は



悲しいね

何だかね

可哀想だからまた開けて全部食べた





ボブとチェリと朝散歩してたら

急にボブが左前の脚を引きずり

ん？どうしたと

しばらく様子を見てたら

プランプランと脚を地面につけなくなった

これはまずいなと

脚がつったか何かガラスでも踏んづけたかなと

抱きかかえて脚の裏を見たら

肉球に小さなどんぐりが挟まってた

おいおいおいおいよー

おいおいおい

これくらい自分で何とかしてくれよ



そこまで面倒見きれないぞ

どんぐりを取り除きボブを降ろしたら

チェリが飛び掛かりボブの顔に噛み付いて

怒ったボブが僕の手に噛み付いて

勢い余ったチェリも僕の手を噛んだ

玉突き事故



あーあーもう知らないよと置いて帰ろうと思ったけれど

肉球にどんぐりが挟まっても自分で外す事と

拾い食いをしない事を約束

和解成立

大回りしてお家に帰った

明日は休みだ

晴れたら海に行ってボブとチェリを泳がそう

最近写真も撮ってないから撮りまくろう

かな





写真展

写真する人　vol02

「沖縄」に生きる、「今」を生きる

若手写真家１２人の異なる視線ー。

４月２９日から５月９日まで

場所は

沖縄県立博物館.美術館県民ギャラリー１.２.３

LPのタイラジュンさんも参加してますので

興味のある方は足を運んでみてはいかがでしょうか

僕も時間を見て行きたいと思います

タイラさんと國吉さんのお店

夜カフェ「rat&sheep」

お店の雰囲気も料理のお味も

チュウ チュウ

http://ratandsheep.ti-da.net/


ウメェー♪

デリシャスなお店です

ぜひぜひそちらの方も



えーんえーーん

私の国にはこういうことわざがあります

「転勤先では美味しいケーキ屋よりもおいしい美容室を探せ」

どういう意味ですか？って

そういう事だす

この時期

移動やら進学やらで

うちのお客さんも数名

遠くに行ってしまった

せっかく仲良くなれたのにな

えーんえーーん

と泣いてる暇もなく

県外の大学に行ってたお客さんが

次々と帰ってきて県内に就職しておりますけど

例年なら沖縄からさよならする人と

県外からお帰りなさいの人数が

どっこいどっこい

か

お帰りなさいの人が多いのに



今年はさよならの人が多いぞ

みなさん新しい環境でがんばってくださいね

僕も心機一転がんばるぞ！

残された時間を大切に

一回きりの人生

悔いを残さないようにしよう

って言ったら大げさで

なんだかもうじき死ぬ人みたいですけど

そうなんです

何から書けばいいのか

どう説明したらいいのか

僕自身もまだうまく飲み込めてないんだけど

ん

ただの風邪くらいにしか思ってなかったんですけどね

先日ね宣告されたんです

「あなたは癌です」



って

さらりと

最近少し痩せたかなと思ってただけで

体調もそう悪くなくて

心の準備も何もしてなくて

「あっそっ」

と

こちらもかなりさらりとしてましたけど

残されるボブとチェリの事をまず考えましたけど

死にたくないね

涙も何もでないよ



まだ３４年しか生きてないんですよ

まだまだやり残した事たくさんあるもの

やっぱり信じられないよ

だって僕に癌の宣告をしたのは

医者じゃなくて

ちょっとおしゃれな郵便局員の友達なんだもの

信用できないよ

今日は「エープリールフール」だから

おもいっきし

いい加減でデタラメなブログを書こうと

さっきからパソコンの前で頭をひねるけど

全然浮かばないね

やっぱし根が真面目なんだな

人を騙すなんて慣れない事はするもんじゃないね

バカ正直だからウソがつけないよ

ペットは



飼い主に似るって言うじゃないですか

ボブもチェリも

拾い食いし放題

芝生もタダだと思い食べ放題

おかわりし放題



サラダバー感覚

隠しきれないね「育ちの悪さ」ってのはね

えへ

今日は朝から

エープリール♪エープリール♪

わーいわーい

と

真面目な顔で

お客さんの髪の毛を

文具のはさみで切ってたら

全く気づかれず

顔を真っ赤に

こっそり文具のはさみをポケットに隠す

という逆エープリールをくらってしまった

お恥ずかしい



私の国にはこういうことわざがあります

「転勤先にnecohairがあったらその店のドアをノックしなさい」

どういう意味ですか？って

トイレだけでも借りに来てください



ねむれま１０

昨夜も不良娘チェリが大暴れ

取っ捕まえては眠かせ

眠ったかと思えば大暴れ

の繰り返し

ボブはボブでグースカ寝てたんだけど

突然ムクッっと起き上がり

台所までヨタヨタ歩いて吐いた

もーみんな夜中からどうなってるんだと

ボブの吐いたブツを片付けてたら

どうもボブの様子がおかしい

よく見たら

ボブの顔がボコボコに腫れている

体中ボッコボコ

ボッコボコって言っても

所さんが言う様な

「日向ぼっこぼこ♪」

みたいな脳天気な軽いトーンではなくて

かえれま１０のナレーションの人が言う様な



「ボッコボコはー！第１３１位ぃーーー！」

みたいなデンジャラスでヘビーなボッコボコなのよ

ボブのあの顔が２倍

体の至る所に大きいのでピンポン玉くらいのコブができて

目も真っ赤に充血して半分くらいしか開かないのよ

もう目も当てられないほどの可哀想な姿に

金平糖みたいになってるのよ

全身

大げさじゃなくてね

こりゃ大変だと病院も考えたけど

夜中だし

朝になるのを待って様子を見る事に

どうしてこうなったのかと色々考えた

拾い食いして何か変なのを食べたのか？

普段行かない足の長い芝生で遊んでたのが原因か？

昔、動物病院の先公が

「アレルギーがあるから春先の芝生も気をつけな！ケガするぜ！アンタ！」

と言ってたような言ってなかったような



「ケガするぜ！アンタ！」は言ってなかったなたぶん

痒がるボブが爪で引っ掻かないように

朝までウトウトしながら

手でさすり

気がついたら腫れも引いて

たんこぶみたいなコブも無くなってた

朝ご飯も豪快に食べ

朝の散歩も軽快に歩き

顔も体もいつもと変わらず

昨日の事がウソみたい

あー良かったよ

また病院行って入院なんて事にならずに

しばらくは注意して様子を視ます

みんなにチェリに甘くてボブには厳しい

みたいな事言われますが

そんな事無い

ボブが小さい時は病気やケガ

連れ去りや脱走などがあり

心配した分甘やかして来たのよ



チェリは病気やケガは無いけど

ボブよりも躾で手がかかるから

それなりに厳しくしてるつもりなんだけどね

みんなにはそう見えないんだろうな

それにしても

今回の件は４年間でベスト１０に入る事件だな（民事）

あーゴメンよボブ

もっとしっかり見てなきゃダメだね

申し訳ございま１０

アレルギーのある犬を飼ってる人は気をつけて下さいね

服を着せるなり

芝生に入らないように躾けるなり



あまり甘やかしすぎると

犬の言いなりなり

やはり健康が一番なり！



急がずとも幸せは逃げない

今朝まで

数日かかって

ミイラみたいにカラカラになってた

道ばたに転がってたワンコのうんこが

昼間の雨で

夕方には形も崩れずに完全に復活してた

使い方間違ってると思うけど

水を得た魚のように

鮮度を取り戻してた

そんなどうでもいい事ばかりに

目が行ってしまうのは

毎晩毎晩うちの不良娘チェリが

深夜徘徊しては家中を大爆走

睡眠不足な日々が続いており

脳みそが乾きパッサパサ

僕の脳みそにも恵みの雨が降って

鮮度を取り戻したい

さらに昨日は大切なめがねをかじられ



へこんじゃうな

せめて心だけは乾ききらないようにと

数日前から見つけてたワンコのうんこが

砂漠に咲いた一輪の花に見えた

大丈夫かオレ

こないだお客さんに

「もうすぐ４周年ですねおめでとうございます。」

お祝いの言葉を頂いた

そうなのねnecohairもうすぐ４周年

人のお祝いするのは慣れてるけど

人にお祝いされるのはなんだか照れくさくて

どうにもうまく受け答えできないな

なんかすみません。

生まれてすみません。

４周年に向けて、今

「necohairオリジナルヘアカタログ」

を作成しています

だいたい半分くらいまでは進んでおりますが



イメージを形にするのはなかなかに困難な作業でして

脳みそパッサパサ

ガンバレ！たからっち

仕事以外はその作業に費やしておりまして

ブログもままならないです

うちの店らしいカタログができると思いますので

みなさんもう少しお待ちくださいね

「ミャーオー！ミャーオー！」

とネコの鳴きまねをすると

チェリは大喜びして顔をペロペロなめてくれるけど

ボブは冷めた目で

こいつ



とうとう気がおかしくなったか

という顔をする

低燃費低燃費低燃ピッピッピー

ランララララッラララッ

低燃費ッピッピー

と風呂上がりにやると

ボブ大喜び

チェリは冷めた顔

ボブとチェリの笑いのツボがちがうな

チェリにはまだ早いか

おこちゃまなんだから深夜徘徊はやめてくれー！





萌えないゴミ

最近会う人会う人に

「やせたな」と言われるので

病院で体重計ったら５３kgだった

そりゃ痩せたなって言われるな

病院に行ったのは別に病気ではなくて

月に一度のデイケアへ

出張cut

最近暑くなったり寒くなったりですが

おじーおばー達は風邪もひかずに

元気で

世間話に花が咲きました

最近のチェリは寝起きが悪く

僕とボブが準備してても寝てる



ので

チェリはお留守番

今日はボブと二人で公園散歩

チェリがいないと少し寂しいけれど

いつもよりのびのび歩くボブ

ごめんよチェリ



川岸に繋がれているボートに

興味津々

どうしても乗りたいようだ

ボートにも乗りたいが

チェリにものりたがるボブ



チェリのおしりをクンクン追いかけ回す

ボブは去勢してるけどやっぱり

男なんだな

チェリを異性として見てたのね

飼い主としては複雑だな

あの手この手でのりかかるボブに

じゃれて遊んでると思ってるチェリ

チェリは６ヶ月だけどヒートはいつなのかな？

かかりつけの動物病院では早めに去勢したほうがいいと

言われてるんだけど

チェリの子供も見てみたい気もするし

産まれた子供をどうしようかとも考えるし

うーんどうしよう

早く決めなくては。。。

あー眠い

普段、家ではお酒飲まないんだけど

頂いた韓国のお酒マッコリを飲んで

コレ書いてる

ぶどうの風味で飲みやすく



マッコリした味だ

飽きてきたので

レモンを絞って飲む

ミッコリ

ソーダで割ってみる

ムッコリ

アイスクリームを入れてみる

メッコリ

鈴木あみのことを考えてみる

モッコリ

悪酔いしてきたな

東京都が



青少年健全育成条例改正により

アニメなど（文字や音声も）想像上のキャラクターの

未成年の性描写が禁止されそう

なのだそうだ

東京都は

萌えるゴミは焼き捨ててしまえ

と言う事なのだろうか？

青少年にとって

健全な図書と不健全な図書を区別するのは

健全な大人なのか不健全な大人なのか

どうなんだろうね

「美人すぎる」と言われてる市議

僕は美人すぎないと思う

どこからが１８歳以上の肉体で

どこまでが過激な性描写でなのだろうか

「ハリーポッター」や「１Qなんとか」みたいな

ベストセラーだけが並ぶ本屋には行きたくない

夢が無い



規制をかければかけるほど

ホースの口をすぼめた水のように勢いが強くなるのだろう

いかん飲み過ぎだ

もう寝よう

白菜キムチとサバ缶（みそ）を炒めた

うまい

豚キムチより美味しい

ポポポポポン！

舌鼓乱れうち



サンキュウ遊ばせ

「ご免遊ばせ」

昨日からこの言葉が頭の中で遊んでるな

ようやく「ピカソと２０世紀美術」を観に行った

お客様にチケット頂いたんですけどね

平日のお昼という事もあって

人もまばらでしたが、おばさま含有量が高かった

化粧の匂いで酔いそうになりましたけど

巨匠達の絵に圧倒されながら

しげしげと眺めていたら

僕の胸ぐらいの身長のくるくるパーマのおばさまが

ぶつかって来て

「ご免ぁそわせぇ」

と謝った

初めて生で聞きましたよ「ご免遊ばせ」を

そもそも「ご免遊ばせ」ってどういうアレなんでしょうかね？

そのおばさまは

「ご免」はハッキリ発音

「遊ばせ」の部分を「ぁそわせぇ」と濁しつつ遊ばせてた



きっとどこかのお金持ちの御夫人なのだろう

絵画の前でウンウンと大きく頷きながら鑑賞してる

このおばさん普段からアートに触れてアート慣れしてるな

と

ピカソと聞いただけで

追いつめられた野良猫のように

しっぽを太くシャーシャーと警戒してしまう

田舎者の僕は

おばさんに負けじと

勝手に作品にタイトルを付けて歩いた

その間も

テールトゥーノーズ

サイドバイサイド

抜きつ抜かれつデットヒート

気がつけば館内をおばさまと一周

なんか間違っているな

人と絵画の鑑賞を競い合うのは

しかも勝手にデタラメなタイトルを付けるのも



間違っているな

と

純粋な気持ちで二週目に突入！

すると

今度は椅子にかけてた学芸員っていうんですか？

係のおばさまがホレホレとパンフレットを

僕に向けてひらひらさせて手渡した

頭を下げて行こうとしたら

係のおばさまがガン見してるのね

「何かご質問等あればお答えしますよ」

という顔で見てたので

何か言わなきゃいきないのかなと思い

「ピカソの絵はこの８点だけですか？」

って聞いたら

「裏の方にもう一点ありますよ！」

と得意気

さっきは見逃してたんだなと

裏に回って探すけど見つからない

あれ？



おかしいなと何度も何度もぐるぐる探すけど見つからないのね

おかしいな、どこにも無いなと

渡されたパンフレットを見たら

ピカソの作品は８点だった

遊ばれたなオレ

係のおばさまに遊ばれたな

おばさまの胸ぐら掴んで

「ご免遊ばせ」

を要求したかったな

おば樣方の「お遊び」にはついて行けないな

それにしても久しぶりに絵画を観て刺激を貰いましたよ

どうなのコレとおもう作品ばかりでしたけど

まだまだ正しい絵画鑑賞が出来ないけれど

気分転換できました

でもって

ピカソを観ての感想ですが

あいうえ作文で

ピカソの「ピ」



ピカピカ輝く絵画を前に

ピカソの「カ」

感動したり動揺したり

ピカソの「ソ」

ごめんあソばせ

ありがとナカニシさん

帰りにyukiちゃんのアルバム買って車で聴いたら

嬉しくって抱きしめた



情熱無い陸

いやぁー

真央ちゃん良かったね

感動しましたよ

ね

キム•ヨナも凄かったね

ん

僕に娘が産まれたら

「真央」って名前をつけて

ヨナ真央

金、銀メダリストの名前が揃う

今一番最強の名前なじゃないんでしょうか？

もう５回転ジャンプぐらい飛べる名前じゃないっすか

名前だけでオリンピック行けちゃうね

何て

馬鹿げた事を考えてたらあっという間に３月に。

いつの間にか３月突入してますけど

いいですか？



オリンピック終わっちゃったけど

今更ですけど、真央ちゃんの事、書いてもいいですか？

ついでに地震の事や津波の事なんかも。

地震の朝５時過ぎ頃でしたっけ？

揺れにビビったボブが飛び起きて

冷蔵庫に向かって吠え、

それで起こされたチェリが

ボブに向かって吠え

僕はボブとチェリを捕まえ

布団に潜りまた寝ましたけど

近所中のワンコがしばらく吠えてたね

で

その次の日くらいにチリの大地震で

津波警報でしょ

もしかしたら津波くるんじゃないかと

うちの店は海も川も近いから

少し心配でしたけど

うちと友達の店以外の

美容室だけをさらって行く津波なら来てもいいかな



なんて

不謹慎な事を考えつつも営業しましたよ。

ええ

不謹慎な事だとは分かってるんですけどね

実際チリでは死者もたくさん出ている訳だし

考えちゃダメだダメだと思えば思う程に

考えてしまう

「不謹慎」が「謹慎」を人質に立て籠ってしまうんですよ。　

「おい！バカな事はやめて早く人質を解放しろ！」

「うるせー！そっちこそ早く車と現金を用意しろ！」

犯人の「不謹慎」に向かって説得を試みるも

人質の「謹慎」に銃を突きつけ

意固地になりこちらの説得に応じない

緊迫した空気の中

人質の「謹慎」が沈黙を破り

「刑事さん！本当はこの人は悪い人じゃないんです」

「何言ってるんだバカ野郎！殺されたいのかテメェ！」

「さっき私に「絶対に乱暴はしないからしばらくの間大人しくしておけよ」と、約束してくれた

んです。」



「「必ず生きて帰すから安心しな」と。グスン。刑事さんこの人を助けてやってください。」

「おい！「不謹慎」！もうこれ以上罪を重ねるのはやめろ！」

「刑事さん。オレが悪かったよ。」

不謹慎をかばうつもりはありませんが

不謹慎なりに反省しています

チリの皆さんすみません。

一日も早い復興と亡くなった方達のご冥福をお祈りします。





地震の影響でしょうか？



公園の川沿いではサメが釣られてた

釣られても３時間くらいは生きているそうで

小さいけど迫力あるよ

ザーザン！

ザーザン！

ザーザンザーザン！



ザーザンザーザンザンザンザンザンザン！

キャーーーー

うちのボブは迫力に欠けるなー

棒をかじってても



コバンザメチェリに横取りされて

取り返せばいいのに



ゴロゴロ転がり、いじけ虫になってる

ああボブはホントどんくさいし、根性なしだなぁ

それに比べてチェリはすばしっこくて、ずる賢いなぁ

裏ではチェリもずいぶんとボブにやられてるんだけど

負けん気が強いのよチェリはね

耳を噛まれても鼻を噛まれても

向かってくチェリに

ボブはお手上げだ



やっぱり女って怖いな

お水をガブガブ飲んで

歩いていたら



ジャックラッセルテリアの

ティーダにばったり

ティーダは８ヶ月のメスで

チェリとほとんど変わらないけれど

チェリが押し倒してのっかってる



ボブがティーダに近寄っても

間に割って入り



ボブそっちのけで

女の熱い戦いが

チェリと違って

ティーダは大人しくて優しい娘だ



うぅ少しはチェリも見習って欲しい

ティーダと別れ

帰る途中

向こうから盲導犬がやって来た

興奮するボブとチェリに見向きもせずに

とてもおりこうさんな盲導犬



うちのボブチェリも

少しは人の役に立つ事ができないかな

盲導犬は無理だとしても

警察犬とかならどうにかならないか？

「おい！バカな事はやめて早く人質を解放しろ！」

「うるせー！そっちこそ早く車と現金を用意しろ！」

ちきしょーこうなったら

「ボブ！チェリ！出動だ！」

「ボブ！」

「チェリ！」



やっぱダメだな



ヨナウ

水が低い所へ流れるように

人もまた安易な所へと流れる

流れに逆らい上を目指している人の姿は

美しく

人々に感動を与える

がんばれ！

真央ちゃん

コケろ！キム・ヨナ！

大人気もなく人の失敗を口には出さないけれど

心の中でつぶやいてしまうのは

僕だけだろうか？

どんな形であれ真央ちゃんに金メダルをとって欲しい

こっちはねムキになって応援してますからね

ムキ・ヨナ

ですよ

今日はこれが書きたかっただけです

はい

そのためにパソコンあけて書いただけですよ



こんなんだったら

ツイッターでもいいんじゃないのと

ツイッターのアカウントとったけど

イマイチやり方がわからないのね

どなたかツイッターしてる方いたら

やり方を教えてくださいね

ツイッター、ブログより楽そうだしね

安易な方へと流れたいじゃないですか

人として

トリプルアクセル跳べないもの

ボブとチェリは

ご飯の時に並んで食べるけど

ボブは皿からこぼれたごはんを気にせずにガシガシ食べ

チェリは自分のごはんを食べながら横目で

ボブのこぼしたごはんを拾って食べる

先に食べ終わったボブが

チェリのこぼしたごはんを食べようとすると

ガルルルと噛み付いて



ボブに食べさせないのね

卑しいぞチェリ

次回からできるだけ長文で

真央ちゃんもキム・ヨナも

ムキ・ヨナも

ムキ・ボブもムキ・チェリも

みんながんばれ！



営業再開

お騒がせいたしました

本日より通常営業しています

おかげさまで首も肩も良くなりました

ボブもチェリも元気に出勤してますので

どうぞご来店ください！

それでは本日もニッコリ笑顔でよろしくおねがいします



今日もお休みします

昨日よりもだいぶ良くなりましたが

首の痛みがまだ取れないのと

左手はゆっくりしか挙げれないので

今日もお店はお休みいたします

元気は元気なんですが

刃物を扱う仕事なので

何かあったら大変なのでお休みしたいと思います

昨日からボブとチェリと家の中で

ゴロゴロダラダラ

こんなにのんびり何もしないで過ごすのは何年ぶりだろうか

久々に「いいとも」を見たり



漫画を読んだり

寝てるとボブとチェリが散歩に連れて行けと

僕の顔をベロベロ舐めにくる

首動かすと激痛が走るので

くすぐったいのと激痛が...

地獄だけど癒される

癒し地獄だ

今日は朝からホットケーキを焼いて食べた

バターを塗ってシロップとチョコレートをかけた

うまい

ホットケーキを薄く焼いて

その上に

レタスとタマネギと

カリカリに焼いたベーコンとスライスチーズをのせて

塩こしょうにマヨネーズをかけて

ホットケーキではさみ

シロップをたっぷりかけた

これまたうまい



人に食べさすような料理は出来ないけれど

これはみんなに焼いて食べさせたい

魔法の白い粉

ホットケーキミックス

しばらく手放せないな

なんにでも合うよ

今度はカレーをかけてみよう

年とって美容室出来なくなったら

ホットケーキ屋でもしよう

そんな先の事よりも

まずは首と肩が回復するのが先だ

先月公園を散歩してたら

アルティメットな重ね着をした

ホームレスチックなおじさんが

フィットネス器具にぶら下がってた

毎日がサバイバルな人は

体が丈夫だと勝手に思っていたけど

そんなこともないんだと

小石を蹴ったら



ボブのお尻に当たって睨まれた

necohair

明日から通常営業します

098-859-4739



本日休業

仕事の時は匂いが気になるので

あまり食べれない

THEぎょうざ

休みの日には無性に食べたくなる

こないだ近所のラーメン屋で

小皿に餃子のタレを入れてラー油をたらし酢を入れて

餃子を二つ小皿に入れて

餃子の皮に箸で穴をあけてトポトポとタレを流し込んでたら

隣の席の筆ペンで描いた岸部一徳みたいな

おじさまが

「あーあ、バンダレイシウバしかいないよ。」

と

僕に届くか届かないか位の声で

何度もつぶやいていた。

ん？

よくよく聴いたら

「あーあ、タレの味しかしないよ。」

と言ってた



ニャァーーーーーー

見てたのね

僕はね、濃い味が好きだし

猫舌だから穴開けて冷ましてるのよ

ニャァーーーーーー

どう食べようといいじゃないか

余計なお世話だと思ったけれど

そんなどうでもいい事を口に出して言うなんて

筆ペンで描いた岸部一徳似のおじさまは

よっぽど伝えたかったんだろうね

タレあまりつけない方が美味しいよ

と

親切に教えてくれてたのね

ありがとうございました、と

親切なおじさまの分までお代払って店を出ましたよ

もちろんウソですよ

自分の分だけ払って火傷した舌を氷で冷やしながら店を出ましたよ

「ヨナさんのブログは親切じゃない。」



と

ある人に言われた

あらそぉ

やっぱりそぉ

文字が中央寄せだし

句読点ないし

一人称が「僕」だったり「オレ」だったり「おら」だったり

内容が支離滅裂だったり

と

読む人に「不親切」なのだそうな

ご親切にもご忠告を受けまして

ありがとう

ブログを書き始めて３年半くらいになるかな？

自慢じゃないけど

ブログをサボる事だけは誰にも負けない

アクセス数は増えないけれど

自分への言い訳は増えた

イェーイイェーイ

ピースピース



ダブルピース

と

書かないでいい事も書く

た

て

に

も

書

く

し

な

　な

　　め

　　　に

　　　　も

　　　　　書

　　　　　　く

と、どうでもいい事で行数も稼ぐようになった

読みにくいし、めんどくさいよ

そんな不親切なブログを読んでくれてる

あなたは親切だ

ありがとうございます

ついでにチョコもくれるといいと思います

バレンタイン過ぎても僕は全然大丈夫よ



大丈夫じゃねえよ図々しいよ

こんな事書くから不親切なんだろうねぇー

ここ二〜三週間パソコンの前で

親切に書こう親切に書こう

と呪文のように唱え

画面を汚しては消し、汚しては消し

どうしても親切に書けない

「親切」って何なのさ

僕の想像する「親切な世界」は

雲の隙間からエンヤの曲が流れ

町中に降り注ぎ

日曜日になると公園では

おじさんが「ムーンウォーク」を教えてくれて

ラーメン屋でぎょうざを頼むと

穴の開いたぎょうざが出てくる

そんな世界だ

ってどんな世界だ

どこが親切なのかさっぱりわからん

ああダメだダメだ



このままじゃダメだと止めたタバコも吸ってるし

あああ

こんな気持ちじゃこの記事もダメになりそうだ

今、気持ち作り直しますから

少しお待ちくださいね





この記事の上半分（写真より上）は昨日の晩に書いてたんだけど

気分転換に

dsしてたらいつの間にか寝てしまい

朝起きたら首、肩、背中、腰が痛い

変な体勢で寝てしまった

どうにかなるだろうとボブとチェリを連れて

店まで行ったけど

ぎっくり腰が首まで広がった感じで

上半身がしびれて激痛が走るのね

コップに入れた水も飲めないのね

それでもボブとチェリを連れて

上半身をあまり動かさないようにASIMOみたいに散歩して



お店に戻り本日ご予約いただいたお客さんに電話して

別の日に移動してもらいました

みなさんありがと

やっとこさ家に帰り今布団の中から書いてます

今日はお店お休みします

ごめんなさい

明日は多分大丈夫だと思います

最近雨の日が続きまともに散歩も行けてないので

ボブもチェリもストレスで家中を走り

荒れに荒れている

ただ今我が家は無政府状態

もう寝よ

この痛みが通り過ぎるのをじっと待ちます

ああダブルピースしてた昨日が懐かしい

今日もこんな感じで

すみません





いいそーがちでーびる



ありがとサンキュウ

おかげさまでボブが４才になりました。

右目で見ても

左目で見ても

逆さに見ても

瞼の裏の残像を見ても

ポン酢と交互に見ても

ポン酢越しに見ても

振り返って見ても

ソフトに睨んで見ても

どー見ても３才に見えるけど

１月２８日で４才

ボブ

生意気にも４才。

人間の年齢にすると３２歳

僕の年にグングン迫って来てる。

ボブがnecohairの看板犬としてやってきて

もう４年になるのか



早っ

生後３ヶ月でうちに来た時はこんなにかわいくて

コロコロ転がり遊んでいたのにね

１才の頃



２才の頃

３才の頃



そして現在

もう３才くらいから、見た目はあんま変わらないけど

３年間、一人っ子だったボブは

チェリという妹分が来て

人気を奪われまいと少し焦ってもいるようですが

まだまだnecohairの看板犬として

チェリには負けて欲しくないね



去年は、釣り針を飲んで手術して

とても辛い思いをさせてしまった

ゴメンよ

これからも元気な笑顔でお願いします。



新聞を畳み、ラジオを消して、飴を噛む。

ボがこっちをじっと見てる。

チェもこっちをじっと見てる。

頬に付いた米粒を。

じっと見てた。



文学に押され、哲学に躓き、飴を飲む。

ボを呼ぶとチェが来る。

チェを呼べばボが来る。

ボとチェを呼べばどっちも来ず。

迎えに行く。



風に吹かれ、哲学に躓き、文学に手を掛け、飴を舐めて詩を読む。

　

チェがボにキスをした。

ボは知らん顔。

チェも知らん顔。



最中の最中

眩しくて目を開けられない程の強烈な青白い光を浴び

冷たい台に仰向けになっている

手と足を拘束されて身動きが取れない

ピーッピッと規則正しい電子音だけが響いてて

やがて目も慣れうっすらと目を開け視界がはっきりしてくると

白い天井には丸いライトがいくつもあり

医療機器が並んでいる

どうやら手術室のようだ

僕は訳も分からずジタバタしていると

白衣にマスク、白いゴム手袋

髪の毛を白い布で覆い眼鏡をかけた医者らしき人が

数人

僕の周りを取り囲み

いくつもの白い手が僕の顔を取り押さえ

エイリアンの口から出てくる

ufoキャッチャーのアームのような

ほそーい機械がズイーインと



僕の鼻の穴へ伸びてきて

右の穴に入った

怖いけど別に痛くない

僕を取り巻く人たちは真剣な眼差しで

鼻の穴を見つめ

流れる汗を助手に拭かせ

手術室は緊張に包まれていた

あまりにもかゆいので

こそばゆくて身をよじらせていたら

右の穴に入ってたアームがズイーイン

と鼻の穴から出てきて

今度はズイーインと左の鼻の穴に入った

数秒もしないうちに手術は終わり

僕は車いすに乗せられ

病院の長くて暗い廊下を押されて

大きなドアを開けたら

眩いばかりのフラッシュがバチバチ炊かれた

目の前には数十人の記者たちがいて

その中にまっちゃんやはまちゃん



ココリコ、他、がいて

あっ「絶対に笑ってはいけない新聞社」だと思った

手術をしたのは「神の手を持つ男」

と言われるスーパードクターのようで

先ほどの手術を記者会見してて

手術の内容を聞いていると

どうやら

右の鼻くそを左の鼻の穴に移植する手術

で

世界で初めてその移植手術に成功したらしい

その記者会見に僕も同席してるのだが

「ババーン！全員アウト！」

という声がしてダウンタウンも

ココリコ、他も

僕もケツをしばかれた

という夢をみた

目が覚めたら

チェリの足が僕の鼻の辺りに当ってた



先日

月に一度のデイケアへ

おじーおばーの髪の毛を切りに行ったら

その日は希望者が５人と少なかった

おじーとかは髪の毛だけじゃなく

ヒゲや眉毛に耳毛に鼻毛まで

鼻毛は市販の「鼻毛カッター」を鼻に挿入

「○○さん、鼻で息しないで口でしてよ」

と言ってから

ズイーイインとcut

綿棒でほじほじして

テッシュで奇麗にしたら終了！



テキパキと施術していたら

あるおばぁちゃんに

「あんたの手は柔らかいさー」

と褒めてもらった

多い時で２時間に１０名

あまり一人一人に時間をかけていられなかったり

人数が少なくて時間はあっても

お年寄りなのであまり座らせておくのも負担がかかる

だろうと

手は素早く丁寧に

おしゃべりはゆっくり丁寧に

と心がけているので

「手が柔らかい」という言葉は嬉しかった

オレ様の両の手よ！

もっともっと柔らかくなれ！

という事があり

「鼻毛カッター」

「もっと柔らかい手になれ」

というキーワードに加えて



眠る直前までyoutubeで

「笑ってはいけないホテルマン」を見てて

枕元でチェリの足が鼻に当たって

あんなバカバカしい夢を見たのかもしれない

できれば

もっともっといい夢をみたい

というのは

贅沢なことなのかな？

今日も朝から贅沢散歩！

ここ数日天気が良くて温かい

ボブとチェリには暑いくらいで

ボブはブーブーゼエゼエ



チェリはチイチイカアカア

お水をがぶ飲み

今朝は早起きしたのと

天気予報では夕方から雨と言っていたので

夜は散歩できないだろうと

早めに家を出てたっぷり１時間半も散歩した

（結局夜は小雨程度だったので先ほど散歩してきましたけど）

贅沢でしょ

なのに

こんにゃろうも



あんちきしょうも

散歩できて当然の面持ちで

オレに付いて来いと言わんばかりに



グングンリードを引っ張る

チェリに至っては少し早起きしたので

まだ眠いと



歩道橋の階段を下りようとはせずに

コクリコクリと居眠りし始めた



しょうがないので公園の近くまで抱っこして連れて来たのに

降ろしたら降ろしたで

大はしゃぎ

はしゃぐのはいいけど

せっかく早起きして作った時間だ

有意義に使いましょうよ

と

ボブとチェリを左側に寄せて



リードを短く持って僕の歩幅に合わせて歩かせ

奇麗な散歩をしようと試みるが

バラバラだ



　　　　　　　　　

みんなアッチ行ったりコッチ行ったり

「チェリ」と呼べばくるりと振り向くが

ボブはいくら呼んでも叫んでも

知らん顔



「あんたの手は柔らかいさー」

と言ってくれたおばぁちゃんは

いつもありがとうねぇと言って

誰にも見つからないように

ポケットから取り出した最中（さいちゅう、じゃありませんよ）を

こっそり僕の手の中に包み隠すように取らせた

僕はそんな気を使わなくてもいいですよ

と返そうとしたら

いいよいいよ

いいえいいえ

とお互い譲り合い

曲がった腰をさらに曲げ



こちらもカッチカッチの曲がらない腰をさらに曲げ

向かい合って

頭と頭がごっつんこ、となる前に

ありがたくいただきますと

頂いた

僕が断った為におばぁちゃんが

手を強く握ったので

最中（さなか、でもないですよ）は潰れてた

最初から素直にもらっとけば良かったなぁと

後で美味しくいただきました

それに比べてボブとチェリは

お互い、譲るとか相手に合わせるという事を知らない

うーん教えてあげないといけないな

時間をかけてでも躾けないとな

と腕を組んで考えている最中（これは、さなか）

ボブが急に走り出し、



それに引っ張られたチェリが

グェ

って吐いた

「はぁーもうどうしましょ」

僕もつられて弱音を吐いてしまう

最近は弱音を吐いてばかりだ

いや今までもずいぶんと吐いてきた

吐いて楽になるなら吐いていこう

これからは力強く弱音を吐こう



保護してるパグですが

キレイにシャンプーをしてもらい

毛づやもピカピカになり

表情も優しくなって人懐っこい笑顔

保護された当初よりも数十倍元気を取り戻しました

うるる家のみなさんありがとうございました



保護パグは

うるる家のホームステイを終えて

現在は兄貴の同僚の方に

飼い主が見つかるまで面倒を見て頂く事になりました

もしも、飼い主が見つからない場合は

その方に飼って頂く事に

以前パグを飼っていたという事ですので

保護パグちゃんも安心して過ごせると思います

が

やはり飼い主に戻すのがパグにとってもいい事

だと思います

引き続きパグの飼い主さんを捜しています

ので

飼い主さんはご連絡下さい

１月９日朝７時頃

牧志のマックスバリューの前で

６歳くらいのメスのパグ

体重は６キロで赤の首輪



出産の経験があるメスのパグです

ご連絡お待ちしております

０９８−８５９−４７３９

necohairまでお電話ください

にしても現れないね飼い主

警察にも動物愛護センターにも届け出がないぞ

飼い主に何かあったのかな？

ワッショイ！ワッショイ！

飼い主はおじいちゃんおばぁちゃんなのか？

ワッショイ！ワッショイ！

飼えなくなったのかな？

ワッショイ！ワッショイ！

本当に見つかるのかな？



ワッショイ！ワッショイ！

はぁもうどうしましょ？

ワッショイ！ワッショイ！

とりあえず

ボブとチェリと神輿を担ぎ力強く弱音を吐いてみた



迷子のパグ

しばらくの間この記事をトップにします

新しい記事はこの次の記事からです

宜しくお願いします

黒パグを保護しています

１月９日朝７時頃

牧志のマックスバリューの前で

６歳くらいのメスのパグ

体重は６キロで赤の首輪

出産の経験があるメスのパグです

健康でとても人懐っこく

ごはんもよく食べて元気です



心当たりの方

飼い主の方

飼い主が見つかるまで預かっていただける方

ご連絡お待ちしております

０９８−８５９−４７３９

necohairまでお電話ください



今日は仕事の合間に迷い犬のポスターを作り

仕事が終わって

牧志のマックスバリューや

牧志、前島、泊、崇元寺、安里、周辺のコンビニやスーパーに

ポスターを貼ってもらいに行きました

ご協力いただいた皆様

感謝

早く飼い主の元へ帰れるように

引き続きご協力お願いいたします



necohair

０９８−８５９−４７３９

あと他にも首里の方で迷子になっている

可哀想なパグがいるそうです

お心当たりの方はこちらの方まで↓

http://lightning.ti-da.net/e2701400.html

くれぐれも

うちは迷子センターではありませんよー

おっちょこちょいな飼い主の為ではなくて

かわいそうなワンコの為にしてるだけですからね



飽きないな

喜

怒

哀

楽

この４種類のカードでババ抜きをしたら

引きたくないのは「怒」だ

僕の中で「怒」はジョーカーと言う事だ

ジョーカー無しではババ抜きは出来ない

けれど

出来ることなら

怒られる事無く生きて

怒る事無く死んで行きたい

自分で店をしてからというもの

あまり怒られることも怒ることも少なくなったが

久々に怒られた

竹中直人の「笑いながら怒る男」

のような面白い「怒り」ではなく

ランボーのような



筋肉ムキムキハードボイルドみたいな「怒り」

でもなく

義務教育で習う、教科書に載っている

ような

背筋がピンと伸びる「怒り」だ

粟国のおばーが病院のついでにと

髪を切りに来た

僕の顔を見るなり

「あいあい、フラーとーもーは、からじん、かんぷーさん、ふーじんねーん。」

（おやおや、おバカなとーもーは、髪の毛も結ばないで、みっともない）

と呆れた顔で怒ってる

はいはいはい

と流そうとしたら

「あんたは人の髪切らないで、自分の髪を切りなさい！」

「いんぐゎ（犬）も二つ飼ってるのか、何で二つも飼うか！」

「だぁ、前よりも痩せてるさぁ、ごはんも食べないで、タバコばっかり吸ってるんじゃないか！

」

「タバコはやめなさい！」

会って数分、僕は何もしてないのに



おばーはずーっと怒っている

病院に行ったというので少し心配していたが

これだけ怒る元気があれば大丈夫だろう

子供の頃からおばーには怒られてばかりだ

従兄弟や兄貴に比べて体が小さかった僕は

「沢山食べなさい」と口うるさく言われていた

おじーが死んだ時も

坊主に金髪だった僕に

おばーは泣きながら

「あんたはなんねー」

と

おじーの遺体の前で怒られた

おじーの死に顔はあまり覚えてないけど

あの時のおばーの顔は今でも覚えてる

一生忘れないだろうな

おばーには悪いことしたな

それ以来いやそれ以前から

おばーに喜んでもらえるようにしている

つもりだけどね



怒られてばかりだ

こないだテレビでJAL再編のニュースをしていたけど

那覇ー粟国の路線が廃止になると言ってた

おばーは畑仕事をしててもどこにいても

飛行機の飛んでる音を聞いて時間がわかる

そんな静かな島がさらに静かになるのだ

地元の人は不便を感じるだろうな

と

一人暮らしのおばーの事が心配にもなるが

心配して終わりだ

何もできない

僕はいつも「楽」なカードばかりを引いている



つまらない男だ

今年はおみくじ大吉だったけど

ちっとも嬉しくなかった

僕はおみくじで「パジェロ」を引きたいのだ

もちろん入ってないのは分かる

三菱がスポンサーになって

どこかの神社でやって欲しいと

本気で考えている程につまらない男だ

そんなつまらない男の

喜怒哀楽の「哀」

今日出会った「哀しみ」を書いてもいいですか

ツタヤに行ったら

松たか子がマキシシングルをリリースしていた

彼女はいったい誰に向けて歌っているんだろうか？

cd（松たか子じゃないやつ）を買ったら出口で防犯ブザーが鳴った

外し忘れたらしい

お昼に先輩とラーメン屋に行った

その店の



「いらっしゃいませ」が

「いらっしゃい汗〜」と聞こえる

「ありがとうございました」が

「ありがとうございました」と「アリとキリギリス」

の中間ぐらいの発音で小節をきかしてるの

後ろに座ってた専門学生らしき女子が

「沖縄そばは、カツオ出汁だしぃ〜」

と言ってた

「○○だしぃ〜。」とか「○○しぃ〜。」と言うのを聞くと

少しだけ哀しいしぃ〜

隣の席におじさんが座って

荷物を足下に置こうとしたら

店員さんがかごを持って来て

「これを使ってください。」

と言うが別にいいよと断るおじさんに

「大切なお荷物ですからどうぞ使ってください。」

と無理矢理押し付けてた

どうやら僕の足下にある

かばんは大切なお荷物ではないと判断されたらしい



僕の鞄には「哀しみ」が詰まっている

今日も朝から哀しみ散歩





ポカポカ陽気に誘われて

公園を歩いていたらすれ違い様に

「これはプードルねぇ」

とおじさんに声をかけられ

「うん」

と嘘をついてしまった

別に説明するのが面倒くさかった訳ではなくて

天気良過ぎて脳みそがポカポカしてたのと

おじさんの顔がドーベルマンに似てて圧倒されてしまった

のね

ブルドックとかパグとかボストンテリアとかはよく言われるんだけどね

プードルは初めてだな



ボブプードルはチェリプードルのおしりをクンクン

チェリプードルは

ボブプードルのほっぺたに噛み付き

ほのぼの散歩を満喫しておりますけど

相変わらずボブもチェリも拾い食いは治らない



ボブにもチェリが真似するから止めろと言うけど

聞く耳を持たないね

一歩、歩けば小石をパクリ

二歩、歩けば木の実をパクリ

その度にリードを強く引いたり

口に手を突っ込み吐き出さすので

なかなか前に進まない

ホントは首輪も首に負担がかかるから

ハーネス（刑事が銃を掛けてるみたいな奴）にしたいんだけど

首輪じゃないと拾い食いを止めることが出来ないのね

ご飯もきちんとあげていますよ

チェリは一日三食１００gにおやつ



ボブは一日二食２２０gにおやつ

ボブの体重からすると一日１２０gぐらいをあげればいいんですけど

標準の倍あげないと痩せてしまう

散歩させ過ぎなのかもしれない

一日二時間の散歩が

約三年半続いている



毎日毎日同じ道を飽きもせず歩く

本当に飽きないんですけど

これじゃケージの中のハムスターと一緒だ

少しは散歩の量を減らしてもいいかもしれない

一日２４時間の２時間って結構な時間だ

それが三年半だ

他にやることは沢山あるはずだ

例えば

リモコンの電池のふたを開けて

電池をゴロゴロしてみたり

近所のスーパの

フリースタイルでフレンドリーなレジのおばちゃん

の事を考えてみたり

前髪を作ってみたり

ポッキーのCMの踊りを覚えたり

と

やるべき事を数えあげたらきりがない

犬と遊んでる暇はないはずだ





公園の桜が咲き始めている

いったいいつになったら僕の人生は花開くのだろうか？

よし！

がんばろ！

ハムスターなりにがんばろ！



ボブ兵衛

どはぁー

重いため息が漏れる

ため息にしてはボリュームが大きい

ダメ息だ

どはぁー

ボブに噛まれた

ボブもチェリも人間用のソファが好きで

犬用のソファには目もくれず

お客さんがいない時はだいたい人用のソファで寝てるんだけど

僕もそのソファの座り心地はお気に入りなので

みんなで奪い合いになる



ボブとチェリがソファの真ん中でドカンと寝てるので

どかそうとしたらグルルゥと手を噛まれた

ので

おしりをバシバシ叩いて今、電気を消したトイレに入れてます

ボブも寝起きが悪い

気持ちよく寝てるのを邪魔されると誰でもイラッとくるものだけど

噛むのはダメだ

ボブは噛んだ瞬間に



ヤベェやっちまったという顔をして身を固くしてたので

噛んじゃいけないというのはわかってると思う

つい、うっかり噛んでしまったのだろう

「うっかり」っていうのは普段

「しっかり」というspに両脇をガッチリ固められ

一人で前に出る事はないが

たまに「しっかり」がおやつを食べている等の隙

をついて前に出てしまう事がある

ボブのspもボブと一緒にスヤスヤと寝てた

その隙に「うっかり」が飛び出し噛んでしまったのだろう

「うっかり」にも幅があって

先生に向かって「お母さん」と言ってしまうものから

ピザを食べてて指にタバスコが付いてる事をうっかり忘れ

手を洗わずにそのまま用を足してしまい

大惨事に

と様々なドラマを生み出す「うっかり」だけど

「ボブがうっかり人の手を噛む」

っていうのはどうだろうか？

日本を代表する「うっかり者」と言えば



水戸黄門の名傍役「うっかり八兵衛」だ

世直しの道中

八兵衛が黄門様の団子までうっかり食べてしまい、のどを詰まらせる

と、いう「うっかり」をしたとする

見てる者の頬を緩め、お茶の間の明度が一度上がり

ほんわかな空気が流れ始める

八兵衛には

助さんや格さんのような華やかさや

風車の弥七のような派手さはないが

彼の「うっかり」には人間味があり温もりがある

視聴者はその温もりで「しっかり」というspを暖め

暗い世の中に一筋の光を見いだし

明日も「うっかり」しないで頑張れる！

ような気がする

八兵衛の「うっかり」には需要がある

需要がある「うっかり」のボーダーラインを八兵衛としましょう

そして「うっかり」の単位を「兵衛」とします

たとえば



娘のプリンをうっかり食べてしまった

この場合、うっかり具合は一兵衛

うっかり具合が上がれば上がるほど二兵衛、三兵衛、四兵衛.....

とします

くしゃみをしたら鼻水が出た

六兵衛

くしゃみをしたらおならが出た

七兵衛

くしゃみをしたらおならが出てパンツが破けた

八兵衛

くしゃみをしたらおならが出てパンツ破けて、実が出た

はいアウト！

九兵衛

八兵衛を超えた「うっかり」をしてしまうと

途端に需要はなくなり

「うっかり」から「がっかり」へと変わる

「がっかり」にも

需要があるにはあるだろうがお茶の間には向いてない



僕の周りにもうっかり者はいる

し

僕もそっち寄りの人間なので

他人のうっかりを受け入れる姿勢はいい方だと思う

しっかり者の人が「気をつけ！休め！前習え！直れ！」の「気をつけ」ならば

僕は両手を広げ

どんと来い！の姿勢でいるつもりだ

居酒屋で誰も頼んでないメニュー

四角い食パンにアイスや蜂蜜をかけた

エレクトリカルパレードに出てきそうなやつ

が

ほっけやたこわさ、モツ煮といった

「男の裸祭り」みたいなテーブルに

うっかり

運ばれてきても、別にいいんじゃないの



明日は我が身だ、うっかり四七兵衛（ヨナべー）

受け入れろ

と店員さんの「うっかり」注文ミスも受け入れる用意はある

僕はお茶の間にはいないので

十兵衛くらいまでなら受け入れるようにしているつもりだ

「ボブが人の手をうっかり噛んだ」

はもう

「あっかん兵衛ーだ！」

であり

「犬をうっかり逃がしてしまった」

は

「知ーらん兵衛、知ーらん兵衛、先生に怒られるー」

だ



黒パグを保護しています

１月９日朝７時頃

牧志のマックスバリューの前で

６歳くらいのメスのパグ

体重は６キロで元はもう少し太っていた様子

赤の首輪

出産の経験があるメスのパグです

健康でとても人懐っこく

ごはんもよく食べて元気です



飼い主の方

心当たりの方

ご連絡お待ちしております

０９８−８５９−４７３９

necohairまでお電話ください

先ほどボブをトイレから出してやりましたが

反省してるのか？いないのか？

ただただ黄昏れております

いっちょまえに黄昏れやがって



たそがれていいのは清兵衛だけだよ！

ちゃんと反省しろよ！



はぐれパグ純情系

昨日ブログのコメントに内地にいる幼なじみからコメントがあった

このブログを見てるそうだ

このブログを見てるのはほとんどが身内だと

勝手に思っていますけど

（みんな口には出さないけれどこっそりと覗いてる感じだ）

幼なじみの彼は年に数回帰って来て

そのたびに飲みに行くのだが

しゃべりが面白く鋭いキレのあるギャグを連発する

彼が笑いの中心にいて

いつも楽しい酒が飲める

その彼が見てるとなると

ギャグの量、質、共に上げなければいけないな

と

遠く離れてる彼のプレッシャーからか

昨日はこんな夢を見た

彼が帰ってくるので空港に迎えに行ったら

ゲートから真っすぐ僕の所にやって来て

「おー元気そうだなー」



と右手を差し出した僕に向かって

「プリティー♪プリティー♪プリプリティー♪」

と歌いお尻を振りながら踊り狂っているのである

「これって何？」

「新しい挨拶？」

「向こうで流行ってるの？」

「ギャグ？」

「ギャグだったらいつ使えばいいのか？」

僕が何を聞いても

「プリティー♪プリティー♪プリプリティー♪」

繰り返し繰り返し踊り続けてるのである

目が覚めて

やっぱりあいつはバカだなと

芯のあるブレの無いバカだと感心した

それにしてもあのギャグは成立してるのか

ぼんやりとあのバカバカしいギャグの使い所を考えながら

布団から出て

寝坊助のボブとチェリを起こして



ソファーに座りテレビのリモコンに手をかけた瞬間

床にウンチが転がってるのに気がついた

たぶん昨日の晩か今朝早くにチェリがした物だ

最近はトイレの調子も良かったのになと

テッシュで拾い膝をついて

匂いを消すスプレーで床をふきふきしていたら

僕のおしりをチェリがクンクン

チェリのおしりをボブがクンクン

僕が四つん這いで一歩前進すると

チェリも一歩、ボブも一歩

ポーーーーーーーーーーーーーーー

ボブチェリ列車の完成だ

シュッポシュッポシュッポポ

部屋をぐるりと一周

必死でついてくるチェリとボブ

列車はさらにスピードを上げて

「プリティー♪プリティー♪プリプリティー♪」

「ウンチプリプリ♪プリプリティー♪」

彼から頂いたギャグにアドリブを乗せて列車は



台所を突き抜け終点のとなりの部屋に入り

振り返ると

ボブとチェリは遠くで綱引きをしてた

本日めでたく成人になられた皆様

おめでとうございます

常識ある大人の代表として

皆様にエールを送りたいと思います

若者よ振り返るな！

真っすぐ前だけを向いて突き進め！

大人になると辛い事がたくさんある

大人をなめんなよ！

今日も朝からプリティー散歩





あー膝が痛い

今朝のアレで膝がジンジンしてるけど

ボブとチェリはそんな事おかまいなしで

芝生を堪能してる

ボブは一人で遊びたいけれど



チェリに邪魔されてばかりで

一人棒をかじってても



チェリにさらりと奪われ

怒る様子も無く



チェリから奪い返すわけでもなく

また違う棒を探してかじり一人宇宙へと旅立つ

ボブは少しチェリに譲り過ぎだな

もっと男らしくビシッとするべきだよ

チェリはおてんばで怖い物知らずの世渡り上手で

人懐っこくて八方美人



ボブよりもアイドル性がある

最近ボブのカリスマ性が無くなってきたのか

チェリに人気を奪われまいと

こう見えてもボブは好感度を上げようと

来店するお客さんに撫でてもらえるように

しっぽを振るようになっている

誰も気づかないけど前に比べてブンブンしっぽもおしりも振ってますよ



チェリに加え昨日から新たなライバルも気になってるはずだ

あんなに可愛いんだもの

ボブはあいつがうちに来るんじゃないかと心配して

現実逃避

いつもより遠くに行ってる感じだ



こいつもか

プリティー♪プリティー♪プリプリティー♪

おしりプリプリ♪プリプリティーパーグ♪

やっぱダメだオレにはこのギャグ使いこなす事が出来ないから

なおちこ、コレ返すよ



保護してるパグ

元気ですよ！

今日の夕方うるるとご対面

似てるよね上の写真がうるる下の写真が保護パグ



お互いあまり関心が無く交わる事も無く

チェリが一人暴れ回りみんなに嫌われる結果となりましたけど

保護パグとうるるは喧嘩などする事もなさそうなので

そのまま

うるるの家に一時ホームステイさせて頂く事になりました

うるる家の皆様お世話になります



ありがとうございます

僕も兄貴も全力で飼い主さん探しますので

少しの間宜しくお願い致します

うるると保護パグ

それと

お二人の生活に支障があれば直ぐに戻して下さいね

１月９日朝７時頃

牧志のマックスバリューの前で

６歳くらいのメスのパグ

体重は６キロで赤の首輪

出産の経験があるメスのパグです

健康でとても人懐っこく



ごはんもよく食べて元気です

飼い主さんご連絡お待ちしてます

０９８−８５９−４７３９

necohair　ヨナまで

毎日毎日公園を散歩してて

捨て犬だか迷い犬だか知らないけれど

トボトボ歩いてる犬を見かけます

もちろん心配で保護しようか考えますが

見なかった事にするか

すぐに忘れる様にしています

でないとやってけないっす

悲しいけれど



僕に出来る事は

ワンコと生活を送る事は楽しいぜ！

（伝わってるかどうかはまたゆっくり考えよう）

とこのブログで書くことだ

少しでもペットを捨てる人がいなくなればいいと思う

拾う人がいるから捨てるんじゃなくて

捨てる人がいるから拾う人がいるんじゃないか

捨てるなよ！

もちろん今回保護されたパグが

捨てられたか遊んでるうちに迷子になったか知らないけれど

プリティー♪プリティー♪プリプリティー♪

プリティーワンコを捨てるなベイベー♪

（やっぱり気に入ってるみたいなのでこのギャグ貰います）

すみません生意気な事を言ってますが

僕には言う権利がある！

今朝

飼い犬に見捨てられた飼い主だ

楽しく遊んでたはずなのに振り返ると誰もいなかった

孤独だったよ

悲しかったよ



信じていたよ

ほんのほんのすこーしだけど一瞬だけど

捨てられた犬の気持ちがわかった様な気がしたよ

犬でも猫でもヤギでも羊でも

同じ列車に乗ったなら最後まで

終点までつき合ってくれよ！

それくらい言ってもいいでしょ

だって

僕は一瞬だけど飼い犬に捨てられた飼い主だ



迷い犬

朝がくればトゥモローいい事があるはずさー♪

トゥモロートゥモローアイラビュアートゥモロー♪

しーあーわーせぇーーーー♪

小鳥のさえずりに目を覚まし

柔らかな布団から飛び出して

軽やかにステップを踏んでくるりとターンを決め

カーテンを開ける

眩しい朝日に

おはようさーん♪

なんてカラフルな朝を迎える事はとーぜん無く

３つの目覚ましと戦い重たい体を起こす

よっこらせっ

モノクロな朝がやってくる

今年は目覚ましを２つ減らそう

毎晩寝る前に目覚ましを一つだけかけようと思うのですが

最近は寒くて布団から出るのが辛くて

ついつい保険をかけて３つセットしてしまう

新しい朝？



昨日の続きの朝じゃないか

朝は苦手だ

苦手な人にもそうじゃない人にも毎日朝はやってくる

うつ伏せに寝ても

横向いて寝ても

白目剥いて寝ても

決まって朝はやって来る

当たり前だ

バカ

テレビを点けると昨日の晩にやってたニュースが流れてる

寝ぼけた脳みそに血液が巡ってないせいか

うまいこと感情をコントロールする事が出来ず

同じニュースでも朝観ると感情移入の度合いが夜とは違う

特にスポーツのコーナになると涙腺が緩んでしまい

引退する選手なんかの映像はグッとくる

フィギアスケートなんかを観てしまうと

まおちゃん、あんなちっちゃい体で頑張ってるな

と、演技が始ったとたんに



ボロボロ涙がこぼれてしまう

昨日の晩に観た時は何とも思わなかったのにさ

朝には力がある

夜な夜な悪い事を企んでる

僕の後ろ向きな心を

前向きにする力がある

夜見た夢も朝には現実の世界に引き戻される

だから僕は朝が苦手なのかもしれない

夜はあんなに優しかったのに

朝になると手の平を返したように冷たい

なんて一夜限りの恋はよくある話で

っておい

何を言ってるんだ

おい！

今年３５歳の男が

バカだ

だいたい一夜限りの恋なんて今時ゆうかね

今コレを書いてるのは夜だ

明日の朝読み返せばきっと恥ずかしいだろう



けして自分の言葉に酔っているわけではない

むしろ書けば書く程冷めてしまう

今日も冴えないダメな感じだ

この夜を綺麗な言葉で飾っても

朝になればスッピンだ

飾れば飾るほど恥ずかしい

いかん

いつの間にか

言い訳の言い訳まで考え書いている

目覚ましと一緒で

ついつい保険をかけてしまう

保険、かっこわるいよ

いよいよダメダメだ

だ、けれど続けます

今日はみんなに協力してもらいたい事があるから

最後まで書く

恥ずかしくても書く

話戻して



今朝も今日のニャンコを観ながら鼻水をすすっていたら

珍しく兄貴（双子の不細工な方）からの電話

髪を切りに来る予約の電話かと思いきや

スーパーの前でコ汚いフレンチブルドッグが

寒さに震え途方に暮れているとの事

首輪はしているがリードも無く

しばらく飼い主が来るか見守ってたらしいが

全く現れる事もなく

完全に迷い犬だと言う

しかも

かなりの老犬でヨボヨボで死ぬかもしれない

どうしよう

と兄貴（子供の頃マーボー豆腐と呼ばれてた事がある）は言うのである

どうするもこうするも

とりあえずこっちに連れて来てもらったら



パグだった

しかも老犬ではない

保護されて安心したのか元気一杯だ

兄貴（ジャージばかり着ている）も大げさだなと思ったけれど

朝のパワーに押しに押され

気が気じゃなかったはずだ



実際兄貴（顔がパグに似ている）は犬よりも猫が好きだし

犬を拾って飼える様な環境でもない兄貴（昔、永井真理子のファンだった）が

アノ冷静な兄貴（犬のうんこを踏んだ時、バナナの皮よりも滑ると言ってた）がフレンチブルド

ッグとパグを間違え

今にも死んでしまうと思ったのである

朝よ！

兄貴（ジャージはアディダスと決めている）に犬を拾わせた朝よ！

今日のところは、ありがとう

そんな事はどうでもいい

どうでも良くないのはこの黒パグだ

飼い主も心配してるだろうし

とりあえず

警察に届けたら



警察にはまだ飼い主からの届け出はなく

預かってくれるとの事だったが

飼い主が現れなかったら処分するという事で

警察には預けずに兄貴（妹の結婚式で女装した僕が張り切ってるとみんなには思われたけど実は

兄貴の方が張り切っていた）が預かり

飼い主が現れたら兄貴（好きな芸人はブラマヨの小杉）に連絡が来るようにしてもらいました

保健所は３連休という事で火曜日に届ける事にして

といあえず兄貴（彼女募集中）が病院に連れて行き

検便をして健康診断してもらったら

すこし皮膚が荒れててストレスかアレルギーだそうで

特に異常はなく健康で

出産の経験がある６歳くらいのメスだそうです

ご飯もボブの３倍食べ



お水も飲み

兄貴（弟よりも酒が強い（妹はさらに強い））にじゃれて元気だそうです

今朝７時頃

牧志のマックスバリューの前で

赤い首輪のメスの黒いパグを保護しました

爪も奇麗に切られてて甘えん坊で

人懐っこい

のでとても大切に飼われていたと思います

心当たりの方

見覚えのある方

飼い主の方

necohairまでご連絡下さい



０９８−８５９−４７３９

それから飼い主の方が見つかるまで預かっていただける方

見学に来てください

重ねてよろしくお願いします



覗く女

時計の針はボブとチェリをまわりました。

ボクボブとチェリnewsの時間です。

はじめに

那覇市小禄の人気美容室necohairの與那友彦（３４）が

今年の抱負を考えていた所

考えに考え過ぎて

眉毛と眉毛がくっ付きました。

真剣に考え過ぎ。

真面目か！

今朝７時頃那覇市山下に住む人気美容師の與那友彦さん

が何者かにお風呂を覗かれました。



與那さんが鍵をかけずにお風呂に入ってたところ

ドアが少しだけ開き

犯人は隙間から鼻をクンクン突き出し

その後、クリクリの目玉で

與那氏の裸をじっくりと見ていましたが

覗かれてる事に気づいた與那氏が

「キャーーーー」

と悲鳴を上げそれに驚いた犯人は逃走しました

與那氏によりますと

今月に入り毎日のように覗かれてとても悔しいです。

と涙ながらに訴えておりますが

目撃者のボブによりますと「白い弾丸が駆け抜けた」

と証言

與那氏が安心してお風呂に入れる日は来るのでしょうか



続きまして

那覇市小禄のnecohairにて

躾用のスプレー、「カジリノン」の噴射口が無くなった

と１１０番通報がありました

necohairの與那氏によりますと

チェリ（necohairの看板娘）がまだかじり癖があるので

ソファーの足やその他かじられては困る場所に

苦みのあるスプレー（カジリノン）

をしていたのでかじる事が無くなり安心していた所

一番かじられてはならないスプレーの口が無くなり

使えなくなりました。

まさか一番苦いはずの噴射口がかじられるとは...

と驚きの様子で



警察と消防ではチェリが飲み込んだ可能性が強いと見て

今後チェリのうんちにスプレーの噴射口が混じってないか

見守るよう飼い主の與那氏に注意しました。

チェリ関連のニュースをもう一つ

トイレトレーニングに励んでいるチェリ（フレンチブルドッグ）

がビスケットを騙し取るという事件がおこりました

事件のきっかけは

トイレシートの中でおしっこが出来たら

ビスケットが貰える

というトレーニングをしていた所

１０分間の間に５回もトイレに入りおしっこの姿勢を



何だか怪しいと

飼い主のよなっちがシートを確認した所

全然おしっこをした形跡がなく

エアおしっこをしていたチェリは

計５枚のビスケットをよなっちから騙し取った疑いで

任意に事情を聴取

被害に遭ったよなっちによりますと

チェリにビスケットをあげると

ボブも欲しがるので同じようにあげていました

と

被害はビスケット計１０枚に及ぶ物とみられます

よなっちはボブが裏で指示をしていた可能性があるとみて

ボブの事情聴取に乗り出した模様です。



最後にブヒ相撲の話題を

小禄の大横綱ボブ（１１kg）が今年に入り

前頭筆頭チェリ（４.５kg）に負け越してる事が

今朝のぶつかり稽古で明らかになりました。

二人が所属するネコ部屋のどすこいよな親方によりますと

ボブは気が優しいから譲る事があるけど

チビチェリをこてんぱんにやっつけて

横綱としての威厳を保って欲しい。

とボブを激励し

チェリは運動センスがあるから体重や体格差も感じさせない

と大物新人チェリのスピード昇進が期待され



今年も二人の活躍には目が離せません

それではごきげんようさよなら



お正月

初詣客でにぎわう公園を散歩していたら

ガブリエルとアルティミスにばったり会った

今年もいい事がありそうだ





２０１０



今年も一年どうぞよろしく。



うっしっし

外で犬が吠えてるな

と

思ったら隣で

チェリがソファーの隙間に頭を突っ込んで

抜けなくなってワンワン吠えていた

２０１０年もまだまだ先だと思ってたのに

気がつけばもうそこまでやってきているじゃないか

今年も色々やりたい事があったけど

みそモロコシラーメンを食べた翌朝の

トイレに浮かんだトウモロコシのごとく

消化しきれなかった事もぽつぽつとある

誰に言われたでもなく

自分でトッピングした目標なだけに

悔しい

また来年に持ち越しか？

いやまだもう少しがんばろう

今年はチェリという仲間も増えて

ワイワイ楽しかったり



ボブが釣り針を飲んで

ハラハラしたし

あの時はご飯も食べれず眠りもできず

仕事を休む事もできず

泣く事も笑う事も出来なかった

時間もお金も気力も全てボブに使った

あの時のつけが今の今までずるずると引きずり

大晦日というのに今年中にやっつけないといけない事があり

もしかすると正月も元旦はお店は休みだけど働かなくてはならないのだ

もちろんボブのせいなんかでなく全て自分んが悪いのね

えへ

今年の事をゆっくりと振り返りブログの記事に書いてみたかったけれど

無理だな

今年も残すとこあとわずか、ギリギリまでしがみついて

新しい年を笑って迎えよう

今年もたくさんのお客様にご来店いただきとても幸せな一年でした

ありがとうございました

来年はもっともっと皆様のご期待に添えれるよう



がんばりますが

やれるだけやってはみますけど

ゆるーい感じでお願いします



今年も一年ありがとうございました。

新年は２日より通常営業します

お電話でのご予約の上ご来店下さい

スタッフ一同お待ちしております

necohair

０９８−８５９−４７３９



お散歩脳を鍛えよう

ミカンの皮はおしりから剥く

スイッチオン！

89%
(necohair調べ）

どうなんでしょうか？

あなたはミカンの皮はおしりから剥くのでしょうか？

僕の周りではそっちの方が多い

僕は頭から剥くので少数派という事だ

ん

まあいい

クリスマスの日に銀行に行ったら

銀行員全員がサンタの格好をしていたので

なんだか恥ずかしくなって

くるりと振り返り出てしまった。

いやねクリスマスは好きですよ

その何て言うのかな

ミカンの皮を頭から剥く派としては

おしりから剥く派のお祭りに巻き込まれてしまうのではないかと



本能的に

「ココには居られないな」と身の危険を察知したのかも知れない

が、

思い返せば１０ヶ月前の２月１４日

バレンタインデーの日に銀行へ行けばチョコが貰えるよと聞き

ATMで済む用事をわざわざ窓口で行い

チョコを貰ったのは誰だ

オレだ

あー情けない

オレはなんて現金な男なんだ

あー恥ずかしい銀行だけに現金な男だなんて

全然うまくもないぞ

と自分を戒め

くるりと銀行に戻り両替機に並んで

とても申し訳ない気持ちになった僕は

くずしたお金を

サンタさん全員に千円ずつ配ろうとしたけど

みなさん忙しそうなので邪魔しちゃ悪いなと



また次の機会にでもと銀行を後に

近所の食堂へ入りゴーやチャンプルを頼んだ

うーんそれにしてもクリスマスにゴーヤーって

ケイキくらいは食べたいなと

少しはクリスマスをしたいなと思っていたら

食堂のおばちゃんが

みそ汁にゴーヤーチャンプルとカレー

を持って来た

普段は白いごはんなのにクリスマスだからなのか

おばちゃんはカレーをかけてくれたのだ

焼酎のCMみたいに鼻の穴からポポンと黄色い花が咲いた

うん

がんばろ忙しい年末はコレで乗り切れる

ありがと、おばちゃんサンタ

おばちゃんはサンタクロース♪

背の低いのサンタクロース♪

しーろーいー割烹着を着ぃーたー♪

おばちゃんはサンタクロース♪

食堂のサンタクロース♪



しーろーいーご飯にカレーをかけぇーてー♪

フンフンと鼻歌歌いゴーヤーとカレーを食べた

たまーにいるでしょ

道を歩いてて

「こだわりは凄く感じるんだけど全くセンスが感じられない人」って

その逆もあって

「こだわりは全く感じないんだけど凄くセンスを感じる人」

世界で最初に白いごはんにカレーをかけた人って

そういう人なんだろうな

しかし今考えると

ゴーヤーチャンプルとカレーって

結構わんぱくな昼飯だな

今日も朝からわんぱく散歩





ご心配をかけましたボブは

先週、抜糸をしてすっかり元気です

チェリも３回目のワクチンも済ませ

体重も４.5キロとすくすくと育っています



が

相変わらずボブは野良猫に飛びつこうとするし

拾い食いをしようと必死

もちろんさせないようにこちらも目を光らせているけど

もう一方ではチェリが小石や木の実を食ってるし

ボブの肉球をかじろうとしておしっこかけられてるし

ボブは一人転がってるし



チェリは階段をちょびちょび登るし

ボブが相手にしないと振り返ってガン飛ばすし



どっちも道譲らないし



お散歩IQが低すぎるのよ

こっちはクオリティの高い散歩がしたいわけで

純度の高い散歩

もっと散歩散歩した散歩がしたいんだけどさ



ケガも無く健康であればまあいいか

最近まで想像妊娠していたという

プリンちゃんにロックオン☆

プリンちゃんは母性本能が強いから

想像妊娠なんてするのだろうか？

それにしてもちびっ子チェリに怯えっぱなしだ

ボブは人がご飯食べてるのを見てお口をモグモグ

想像飲食ができる



イエッス！

チェリはかわいい顔してでっかいうんこを毎日産んでる

オーイェーイ！

もちろん産みっぱなしで後片付けは僕の仕事ですけど

オーマイガッ！

昔のブログで

「ボブを産む夢を見ました。」

って、ある女性からコメントがあったけど

それはそれでまた別の話になってくるけど

夢としてはかなりレベルの高い夢だな



うちのお客さんにも何名か妊婦さんがいますけど

大きな期待や不安が入り交じり

落ち着かない時もあるでしょうが

心と体をいたわり

妊婦妊婦した妊婦生活をお送り下さいね

旦那さんも家事を手伝ったり

理不尽なことを言われたりと大変でしょうが

ここはひとつ耐え忍んで下さいね

しのぶ、おっと、と書いて

忍夫

ダメですか？

じゃ



責任ある夫

任夫

これもダメ？

もういいよどうせあんたら幸せなんでしょうがもー

プンプン

健やかな赤ちゃんが産まれてきますように

最後に

子犬または子猫を産んだ夢を見た事がある人

スイッチオン！



cherry Xmas

necohairは年内３１日まで休まず営業いたします。

２９日は火曜日で定休日ですが営業いたしますので、

お電話でのご予約の上、ご来店お待ちしております。

良いクリスマスを☆



♩＝１２０

こないだの火曜日

ボブとチェリを車に乗せて

動物病院へ

５８号線で信号待ちしていたら

前の車のオジーが

車内を掃除し始めた

信号が青に変わっても掃除に夢中のオジーは

ついに車から降りて

車外の窓を拭き

フリントガラスを拭き

オジーの車線は渋滞してしまった。

オジーは自分のテンポで自由なリズムを刻んでるんだな

少し羨ましかったけど国道の真ん中で洗車するのは危ないよ

チェリが来てから生活リズムが今までよりも速く

体内メトロノームがカチカチカチカチ

行ったり来たり

１２月に入りさーらーにー



アップテンポ♪　アップテンポ♪

速いテンポも嫌いじゃないけれど

観葉植物に水をあげる余裕もなかったな

ところで

そうだ

ボブも大分調子を取り戻し

チェリも３回目のワクチン接種も無事終了

仲良く散歩しております

ボブもチェリも僕の膝の上を奪い合いで

モテ過ぎちゃって困ってます。

人生最大のモテ期が今訪れております。

このモテっぷりはいつまで続くのだろうか？

それに比べてこのブログよりも

以前にしてたブログの方がアクセスが多いのはなんで？

「ボクボブ」はもう更新してないのにね

こっちよりもアクセスが多いのよ

いやね、僕はアクセス増えても全然困らないですよ！



ボブもチェリも全然困らないですよ

まあいいや以前のブログがアクセス増えても困らないしな

よーしがんばれ！昔のブログ！

負けるな！今のブログ！

しっかりしろよ！未来のブログ！

うーん自分で自分を励ますのってなんだか寂しいね

毎日多くの人と関わって生活しているのにさ

自給自足か

チェリお水も上手にのめるようになってます

ボブとチェリの二頭引きに加えカメラまでもって散歩に行けず

最近は写真も撮ってないね

次回からできるだけ写真も文章も多めで



がんばれボブ！

みなさま

お久しぶりです。

１１月は色々と大人の様な子供の事情がありまして

ブログを更新できず、

１２月に突入。

チェリはすくすくと育ち大きくなりました。

子犬の成長はホント早いですね。

マメに記録しなきゃ見る見るうちにでっかくなるね。

これからは出来るだけマメに更新します。



散歩デビューもしておりまして

ボブにちょっかいばかり出してよく怒られたり



ボブのおしりを追いかけてはボブの真似をして

秋の味覚、松ぼっくりや小石を拾い食いするチェリには目が離せないのね



そんなチェリにはおかまい無しにひたすら我が道を行くボブ





先日いつものように公園の川沿いを歩いていたら

ボブが釣り針を飲み込んでしまった

（たぶん餌がついてたんだと思う）

すぐに口から取り出そうとしたけど

ボブに噛まれて取り出せず



病院に

釣り針が胃の方まで行ってたので開腹手術

担当の先生によると

手術中一回心臓が止まったらしい

ゴメンよボブ

もう少しでボブを死なせてしまうとこだった

ダメだな

ほんとダメな飼い主だな

あー腰が痛い

背中が痒い



ボブは順調に回復しております



ボブ踏んじゃった！

眠

い

　。

寝る前よりも起きて後の方が眠いって、どうゆうことだ！

聞いてないぞ！

金返せ！

すんませんのっけから寝ぼけた事をほざいていますけど

寝言は寝てイェーイ！

何なのかなこのテンションは

オラの村に睡眠を

チェリが我が家に来て１週間が経ちます。

が

相変わらず夜鳴きが激しくて眠かせてもらえないのよ。

ボブとチェリは好きな時に好きなだけ

グーグー寝てりゃいいけど

こっちは働かなきゃいけないのよ。

お願いだから寝かせてよ。

寝てる時に髪の毛むしるのはやめてくれー



禿げちゃうよ

いくら可愛くてもそれだけは勘弁してよー

この一週間チェリに振り回されっぱなしだ

チェリに構いっぱなしってわけにもいかず

ボブにも気を使いつつ

仕事をこなし

ホント禿げちゃうよオレ



まぁ大変ではあるけれど

少しずつではありますが

ボブもチェリもお互い慣れてはきてるし

チェリもトイレは何となく形にはなってきたものの

ごはんは、まだまだ遊びながら食べてる

今朝もごはんをあげていたら

ゴロゴロと転がって手足を放り出して

頭だけ皿に突っ込んでパクパクと食べてましたよ。

すごいよ、少しだけチェリになりたかったよ。

それでもまだ

この時期に必要な摂取カロリーの半分くらいしか食べてないから

もっともっとたくさん食べて大きくなってくれないと困る。

僕は僕で

相変わらずチョコレートと飴を舐めてる

クワガタみたいな食生活なのね



世の中「草食男子」がああだこうだと言われているけど

こっちは「甲虫系男子」だよ！

挟んじゃうよー

いや挟まれてるのは僕で

ボブとチェリと仕事が

クワガタの角のごとくキリキリと

うーん参った

あああああああああああ

今チェリがソワソワして

床にウンチしちゃったあああ

もうね少しも油断できないのね

落ち着いてブログも書けやしないさ

写真も使い回しですんません



また来週


