


ブロガー

ブログを開設した以上、何か記さなければ

何せ「ブロガー」になったのだから

アムラーでもハマダーでもない、ブロガーだ。

日常における様々な事柄を絶えず更新・・・否、行進し続ける事を宿命ずけられたのだ。

前に進み続けなければならない。

かといって本当に毎日更新するのもシャクにさわる、

やらされている感が出始めてしまう。

難しい年頃やの〜三十路とは、

腰が重いくせに、

「あの頃の青春をもう一度」精神で

ラジオなんか始めてしまうのだから・・・

まだ三十路をコントロールできてない証拠だな。



お、なんだかんだ書いたら行数が増えてきたぞ

・・・コレがブロガーのテクニックってやつか!?

意味のない事を書き続け行数を稼ぎ、何か書いてる感をだしてブログを更新するのか！

ブログなんて大抵どーでもいい事しか、書いてないからな。

よーし、なんか続けられそうな気がしてきたぞ！ゆる〜くでも更新してやる！

何せもう「ブロガー」になったのだから

　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



挑戦

・・・世界は広い・・・

先日、職場の後輩から

「PS3 持ってますよね？オンラインとかやらないんですか？」

wait！wait！・・・色々と説明を受ける。　

どうやらインターネット回線を利用して世界中の人と対戦とかできるらしい・・

「俺が唯一持っている、サッカーゲームでも対戦できるのか？」

答えは「YES」、

ならば・・・いざ、世界へ！

帰宅して、早速習ったセッティング完了！

このゲームには自信があった。

「世界を驚かしてやる！」と、男の挑戦が始まった。

----------------------------------------------------------------



「まったく勝てる気がしねぇ」

圧倒的大差での連敗につぐ連敗、

思っていたよりも世界は広かった・・・それよりも自分が小さすぎた

まさに「井の中の蛙」。

いや、蛙ですらなかった・・・

「俺は、おたまじゃくしだ！これからジャクシと呼んでくれ！」

自暴自棄になりかけていたが、ある思いが込み上げてきた

「ありがてぇ、こいつら本物だ」

本物を倒してこその挑戦！

気持ちを鼓舞し、再びリングへ

----------------------------------------------------------------

しかし、何度やっても勝てなかった。

それでも戦いを続けた・・・。



調度、いつものごとく ５点目のシュートを決められたその時だった、

「頑張るもの間違ってない！？」との思いが頭をよぎった・・・

答えは「YES」。

・・・そしてPS3　の電源をそっと「OFF」にした。

この日、最初で最後のファインプレーだった

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



煙草

このブログのアクセス数とは対照的に上がり続けるもの

・・・煙草。

ニュースでやっていたが、また値上げらしい・・・

だが、動じない！

心に「JT」というタトゥーを彫っている！

例え千円になっても買い続けるし、

「その１本を吸ってしまったら、あなたは死にます」と言われたとしても、

きっと、震えながら吸ってる・・・。

「中毒」の二文字で片付けられるほど、安い絆ではないのだ！

素敵な出会い、

悩んだ日々、

楽しい旅行、



悲しい別れ、

どんな時も右のポッケから、そっと見守っていてくれたのだ！

「思い出は何処に収納していますか？」

と聞かれた時には、タバコのBOXの中と答えよう。

世間で悪と嫌われても、肌身離さず持ち歩く「お守り」

いくら値上がりしようとも、手放すものか！

そんな決意を抱かせたニュースだった。

ん！？・・・なんだか目頭が熱くなってきた・・・

昔を思い出したからか！？

・・・いや、きっと煙草の煙が目に染みただけさ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



ルール

あらゆる　物事・スポーツ・社会において

必ず「ルール」というものがあり

ルールを破れば罰せられる。

もちろんこのブログにもルールがある

それは・・・

写真を使わない！

今や写真を使わないブログはない　と言っていいほど、何らかの写真が文章とセットでアップされて

いる。

確かに写真があれば、その時の光景もわかりやすいし興味も沸く

何よりブログページがポップに楽しくなる。

ほとんどデメリットは無いに等しい・・

ではなぜ使わないのか・・・それは

めんどくさい！・・・面目ない。

デジカメも無ければ、携帯のカメラさえ使ったことなんぞほとんどない・・・



デジカメも無ければ、携帯のカメラさえ使ったことなんぞほとんどない・・・

それに、出来事をいちいち写真に収める程のガッツも無い。俺には無理だ！

・・・ならばいっその事、写真をとらないルールにしてしまえばいい！

ルールは守らねば！罰を受けてしまう

よし、これでもう写真を撮る必要が無くなったぞ、これは名案だ！

ルールなんざ自分の都合よく作ればいい

世の中にある、ほとんどの「ルール」がそうであるように・・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



アバター

「格好よく生まれたかった」

奇麗事を抜きにして、「顔」で判断される事も多い

例えば明日から、福山雅治の顔になったとしよう、

確実に扱いが変わるわい！

コンパに行って、斜に構えて飲んでるだけでも

確実にもてるわい！

お昼ご飯に「銀チョコ」食べても、

「ギャップがあって、可愛い」なんぞ言われるわい！

もうこの時代、「顔」も才能の一つなんだな、

こうなったら整形して・・・

土台が決まってるんだから、たかだか知れとるわい！

科学の力で「アバター」見たく、変身できるもん作ってもらえないものか！？



・・・無理だろな、

やはり、この顔と体で生きていくしかないのだ！

それに、どんなに「顔」が良くても、所詮人間

それだけでは飽きられる・・・やっぱり中身だよ。

いくら顔が良くたって、今の時代面白い事の一つぐらい喋れなければ！

面白いことだけじゃなく、今までの経験で得た知識・教訓などなければ、

薄っぺらい人になってしまう。

そう考えると、今やってるラジオは非常にいい！

だって「顔」関係ないし、

・・・手に入れた！俺は手に入れた！

ラジオというなの「アバター」を！

よ〜し、後は中身で勝負・・・あれ！？ない

中身がない！今やってるラジオには中身がない！



カバンの中も、机の中も探したけれど見つからない、

まだまだ探す気力も見つからない。

このままじゃ、単におっさんが内容のない事を喋っているだけになってしまう！

なにか、このラジオの売りを見つけないとマズイな・・・

・・あ！そっか、やってるのはラジオ

なら「福山雅治」にそっくりとでも言っておけばいいか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



サンクチュアリ

「翼をください」

名曲の洋楽カバーが流れていた。

「良い曲だな」と思っていたら、「妄想サンクチュアリ」が動き始めた・・・

------------（妄想サンクチュアリ発動開始）------------

ある男がこう話しかけてきた

「僕のこの翼をあげましょうか？」

それは結構、使い古された翼のように思えた。

「その翼、結構キテますけどまだ使えるんですか？」

男は答える。

「まだまだ現役ですよ、これぐらいのほうが使いやすいですよ」

「大空を飛ぶってどんな感覚ですか？」

一番気になっていた事を聞いてみた。



男は笑いながら「言葉では表現できないよ」と答えた。

「翼をつけて困った事はなんですか？」もう質問攻めだ、

「やっぱり羽がよく抜けるんだよ、それに夏になると少し蒸れるんだ」

「結構ケアとか大変なんじゃないですか？」

「基本、放置だよ」

意外な答えだった。

「他に困ることありますか？」

「一番厄介なのが洋服のサイズを、翼の分考えて大きめに買いなおさなきゃいけないんだよ！」

男は続ける、

「それにさ、翼があるとバレると大変なんだ、女子高生なんか飛んで飛んでうるさいし」

そして男は悲しげな表情で

「なにより親が悲しむんだ。大事な体に翼なんかつけてって」

確かに背中から翼が生えている姿は思いのほか、グロテスクだった。



「女房ともよく、翼のことでケンカになったよ・・・お風呂に羽が落ちてるって・・・」

・・・「もういいです！」話をさえぎった

「せっかくの申し出ですがお断りします！」

「何故？」男がした最初で最後の質問だった。

「それだけ聞かされたら、さすがに付ける気しないです。

それに確かに空は飛べないですけど、技術が進んだこの時代・・・」

男はこちらをジッとみている

「この声は世界中どこにだって飛んで行けるんです！」

そう告げると男は少し微笑みながら、翼を広げ飛び立っていった・・・

------------（妄想サンクチュアリ停止）----------

さっ！そんなわけで

このラジオ、ボタンをちょっとクリックするだけで！

おもしろい！？無駄話があなたの元へ飛んで行きます



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



ゲーム

「ゲーム」

みたいなもんだよ！人生なんて

・・・

違う！違う！

そんな事を言いたかったわけでなく、

街中見渡しても、ポータブルゲームやアプリやら

ゲームが溢れとるやないかい！

これはイカン！

・・・俺。

何かを生み出すのが人生ならば、

何かゲームを作らなければ！しかもブログ上で出来るものを！

ブログというハードに、ゲームソフトを挿入しなければ！



よ〜し、いっちょ、やってみるか〜！

それじゃ〜、スタート

------------------　＜ゲーム開始＞　---------------------

「この赤い帽子を被った、ヒゲのおっさんを操作するんだな・・・」

右に進む。

ジャンプ。

走る。

なんか中に浮いてあるコインをとる。

変なカメを踏む。

マンフォールのような、穴に入る。

また沢山、コインをとる。

1Pアップ！

穴から出る。



ジャンプしてみる。

頭を痛打する。

変な「☆」が出てくる。

触ってみる。

テンションあがる。

走り回る。

スターを気取る。

すぐにテンションが下がる。

ブロックを壊してみる。

火の玉が出てくる。

やけど覚悟で触れてみる。

体から火が出る。



おもむろに、タバコに火をつけてみる。

一息つく。

すると、緑の帽子を被ったおっさん現る。

共に行動する。

息が合わず、口論になる。

殴り合いの喧嘩に発展する。

お互いの帽子がビリビリになる。

冷静さを取り戻す。

一息つき、話をする。

兄弟であるという、事実が発生する。

手を取り合い行動することを誓う。

右に進む。

ジャンプ。



走る。

ジャンプしてみる。

頭を痛打する。

変なキノコが出てくる。

疲れてそうだったので、緑の帽子のおっさんにあげる。

おっさん喜ぶ。

勢いよく食べる。

ビックリした顔で、飛び上がる。

緑のおっさん、帰らぬ人となる。

赤の帽子のおっさん、毒キノコだと確信する。

緑のおっさんの冥福を祈り

右に進む。



------------------------------------------------------

・・・

ははは・・・

売れね〜！

やってて楽しくね〜

この、

「書かれている文字を読むゲーム」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



タクシー

｢タクシー｣

を使う事は、ほとんどない

なぜならば・・・お金がない！

きっと、あれはセレブの乗り物なのだ！

格好よく、｢六本木ヒルズまで｣なんて言ってみたいもんだよ、

こうなったら、アレしかない！

アレを使って、オシャレに｢タクシー｣を使いこなすのだ！

----------------------------------------------------------------

｢本日は当タクシーをご利用頂き、ありがとうございます。どちらまで？｣

｢運転手さん、高校時代まで｣

｢かしこまりました、何かお忘れ物でも？｣

｢いえ、とくに・・・｣



------------------------------

｢お客様、到着いたしました｣

｢ありがとうございます、この後に寄りたい所があるので待っててもらえますか？｣

｢かしこまりました、それではごゆっくり｣

------------------------------

｢すいません、お待たせしました｣

｢いえいえ、どうでしたか高校時代は？｣

｢・・・｣

｢次はどちらに？｣

｢それでは、悲しい別れまで｣

｢かしこまりました、何かやり直したい事でも？｣

｢いえ、とくに・・・｣

-----------------------------



｢お客様、到着いたしました｣

｢ありがとうございます、また待っててもらっても宜しいですか？｣

｢もちろんです、今日はとことんお連れしましょう｣

-----------------------------

｢すいません、お待たせしました｣

｢いえいえ、どうでしたか悲しい別れは？｣

｢いえ、とくに・・・｣

｢次はどちらに？｣

｢それでは、思い出の場所に｣

｢かしこまりました｣

-----------------------------

｢お客様、到着いたしました｣



｢ありがとうございます｣

｢ごゆっくり｣

-----------------------------

｢すいません、お待たせしました｣

｢どうでしたか？思い出の場所は？｣

｢いえ・・・｣

｢次はどちらに？｣

｢運転手さん、楽しい未来まで・・・｣

｢・・・すいません、当タクシーは未来にお連れする事ができません｣

｢そ、そうですか・・・、そんなに都合の良いタクシーなんてないですよね・・・｣

｢申し訳ございません｣

｢その代わりに、本日は特別に都会のオアシスまでお連れ致します｣

｢・・・そんな所あるんですか？あるなら、ぜひお願いします！｣



｢はい、お客様の想像するものとは少し違うかもしれませんが・・・｣

----------------------------

｢お客様、到着いたしました｣

｢この建物が都会のオアシスですか？｣

｢それでは降りて、ご案内しましょう｣

----------------------------

｢この部屋が都会のオアシスになります｣

｢へ？この狭い部屋がですか？｣

｢はい｣

｢何か変なレコーダーが机の上にのってますけど・・・｣

｢はい、そのレコーダーに向って喋って下さい｣

｢はい？よく意味が分かりません、大体何を話せばいいのか・・・｣



｢そうですね〜、とりあえず今日お連れしたところについて,

面白ろ、おかしく話してみれば良いかと｣

｢ちょ、ちょっと待ってください、話す事が何より苦手なんです｣

｢一人で何か喋るなんて絶対無理です。

それに、面白ろ、おかしくなんて・・・｣

｢それでは、仲の良いご友人と一緒に始めればいいですよ｣

｢きっと、上手くいくはずです｣

｢え！？インターネットラジオでも始めろ！？って言ってるんですか？｣

｢それに何の意味があるんですか！なんで急に、こんな事に・・・｣

｢あの〜すいません、都会のオアシスに連れて行ってくれるって・・・嘘ですかあれは？｣

｢いいえ、嘘ではありません。｣

｢あなたと、ご友人。二人でラジオを始めれば・・・

いつかこの部屋が、都会のオアシスになります｣



------------------------------------------------------------

・・・オ・オシャレ

乗りたいよ！こんなタクシーなら乗りたいよ！

こんな面白いタクシーがいると思うと、想像しただけでドキドキするよ！

やっぱり、楽しいのが一番だよ

よ〜し！これからは、

面白くなりそうな事があったら、まず手を上げてみよう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



つぶやき

「Twitter」

もう、目をそらすことは出来ない！

今や海外では社会現象、会社ですら取り入れてる所もある

「今何してます」やら色々なことを「つぶやき」

それを見た人が、面白いと思えば「フォロー（応援など）」し、

巨大な渦を巻き起こす・・・

これは、やるしかない！

よ〜し、登録して「つぶやく」ぞ〜

--------------------------------------------------------------

う〜ん・・・

わからん！

まったく、わからん



何がどうなのかも、よく理解できん！

色々な「つぶやき」を見て、巨大な渦に巻き込まれようとしたが・・・わからん

「よくわからんな〜」って、ほんとにつぶやいたわ！

画面上に「何してる？」って出てくるが・・・

四苦八苦だよ！

不安でいっぱいだよ！

だいたい、140字の制限て何だ？

そら、普通に「つぶやく」なら事足りるだろうが、

そんなもん作られたら、妄想サンクチュアリが発動できんじゃないか！

それは言わば、「ボールなしで野球をしろ」っと言ってると同じじゃないか？

「エア野球」か！

世間では「エア野球」が流行ってるのか！

いいよ！あえてノッテみるよ！



それでは「プレイボール！」

・・・

一人だと、ず〜と「一回の表」じゃないか！

今、人生の4回の裏ぐらいなんだよ、しかもリードされてるんだよ

無駄な時間なんてないんだよ！

ここは一旦、「Twitter」を中止だ・・・

巨大な渦に背を向けるのも、時には大切

それに、俺にはこのブログがあるではないか！

よかった、もう「エア野球」なんてしなくていいいんだ、

妄想サンクチュアリを好きなだけ発動させていいんだ

・・・

「ただいま」そして「おかえり」。



よ〜し、書くぞ〜！

そしていつか、このブログから巨大な渦を巻き起こしてやる！

今はまだ、誰からも「フォロー」されてないけど

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



春

「春」

は、

まだか〜！！！！

もう３月後半というのに、なんだこの肌寒さは！！

もう、灯油を買いに行きたく無いんです for you！

ず〜と、ず〜と、言ってきたが　.........

天気も季節も空気を読め！

まったく、

せっかく気持ちよく妄想したいのに〜

こんな事じゃ妄想サンクチュアリも錆び付いてしまうわい！

あ〜あ、はやく春来ないかな〜



.........

.........

ん！？

は、は、は〜

グワシ！グワシ！デリシャス！デリシャス！

オードリヒップボーン!!

な、なんなんだ〜！これ〜

テルミン！テルミン！

俺はチャンプ！　確かチャンプ！　明日チャンプ　！お風呂上がりのチャンプ！

っとみせかけて、オフサイド！！

恋愛ホームラン！恋愛ホームラン！

寿退社はさせません！



あ、それと　コーラ　３つ下さい。

ねぇねぇ、おじさん、おじさんって青年！

円グラフを今夜、打ち上げます！

そのネジを上手くまわすコツはこう！！

........

な、なんだ、これは.......

シャカ！　釈迦！シャカ！奈良！

四六時中、ガッツポーズ。

エイドリア〜ン！

ドドンパ！ドドンパ！

わしゃカメレオンか！？

ピンチヒッター、俺。

もうすぐ、猫バスがきますよ。



チュ、チュ、チュ、チューリップ　独り占め！

ケジメなさい、あなた〜

そうこうしてたら、オータムン！

２個？３個？　ん〜ん、４２個下さい。

パラシュートイブ。

俺の、俺の、俺のトラウマかえせ〜！！

ダイブ！ダイブ！もうワンサイズ、ダイブ！

昨日、ボーリング場拾ったわ。

あ、それと　コーラ　３つ下さい。

...............

...............

はぁ〜、はぁ〜、はぁ〜



やっと戻ってこれた。

ふ〜。

しかし、ヤバいぞ..........

もうそこまで「春」がきとるわ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



花粉症

「花粉症」

のピークが到来である。

これを、ロマンティックに言い換えるなら、

「花粉症とチークタイム」

になる。

........

さておき、

花粉症とは大変辛いらしい！

鼻、のど、目など色々な箇所で症状が起こり

ヒドい人になると外出できないぐらい、辛いらしい。

「らしい」

っと何故使ったか？

そう！

我が輩は、花粉症とは無縁なのである！

イェ〜イ　！　イェ〜イ　！　ドドンパ　！　ドドンパ！

は、は、は、



よかった〜、危うく花粉症とチークタイムを踊ところだったぜ。

願わくば、このまま一生

花粉症とは無縁で過ぎしたい！！

.......

っと言うのは、

少しだけ寂しいのである。

ん〜ん、

この春の風物詩と一生無縁というのもな〜

は！？

作れる！アレを使えば縁が作れる！

よ〜しこうなったら

「妄想サンクチュアリ」　GO~GO,GO~

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

（ズド〜ン！）

イッテ〜！

どっかから、どっかに落っこちてしまったわ〜



ん〜

ここは何処だ〜？

お、おお〜！

ここは日本一の花粉量で有名な山ではないか〜

噂によれば、この山一つで日本中を

花粉で覆い尽くしてるらしいからな〜！

さ、さすがに貫禄があるわい。

ふ〜、

ん！？

な、なんだ！？

あの変な長方形の建物は？

何か煙りみたいなものがあがってるし..........

気になる！

よ〜し、少し覗いてみよう。

へ〜近くで見ると、さらに大きいな〜

は！？



誰か来た！？

「は、は、は、今年も順調に飛んでおりますな〜」

「はい。夏の猛暑の影響で今年は花粉が多いと」

「は、は、は、またそんな綺麗な嘘を」

「はい。そのおかげで国民達は綺麗に騙されております！」

「ふふ、おかげで我が社の今年の売り上げは倍増だな〜」

「はい。尋常ではないティッシュの消費量ですから。」

「やはり設備投資をしておいて良かったな、今年から倍の花粉を撒き散らせる！」

「しかし、やり過ぎは国民にバレてしまう可能性が高くなります

　毎年少しずつ増やして行きましょう、社長」

「それにしても、この新社屋は良い出来だな〜」

「外観はティッシュボックスですからね〜、しかも薄型です」

「髪の毛以外は、薄くて構わんな！　は、は、はっは〜」

.............

へ！？

どういう事！？

人工的に花粉を飛ばしてんの？



マジかよ！

さっき見た長方形の」建物ってティッシュボックスだったのか！？

煙見たいに出てたのが、人工花粉か！？

そして花粉症の患者を増やして

ティッシュやら花粉グッズやらでもうけてんのか〜！

こ、こいつら〜許しておけね〜

皆苦しんでるだぞ！

よ〜し！

おい！このバカ社長〜！

「ん！？誰だ？ここは関係者以外立ち入り禁止だぞ！」

う、うるせ〜！

お、お前ら最低だぞ！

人工的に花粉を飛ばして、自分たちの私利私欲の為に多くの人が苦しんでるんだぞ〜！

「うるさ〜い！それがどうした！」

「経済というのは、ほとんどこうやって回っているんだよ！」

バッキャやろ〜！



てめ〜、それでも大人かよ〜

（ズド〜ン）

..........

「社長！ただいま麻酔銃にて、不審者を確保致しました！」

「そうか、よし！そいつの記憶を消してしまえ〜」

「社長！そこまでせずとも！」

「いいや駄目だ！」

「この若造、花粉だけに知り『スギ』た。」

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

...............

ダークサイドだ！

まさかの展開だ！

大手ティッシュメーカーの陰謀だったのか〜

.......

って訴えられるわ！

あ〜あ、

少しだけでも花粉症と縁を作ろうとしたばっかりに



こんな「飛散」な結果になてしまった

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



絶対に負けられない戦い

「書くことが、ない」

ヤバイ！今は、夜中の2時・・・

うん、書ける時に更新しよう

・・・

あま〜い！

何が書ける時に更新だ！？

そんな事だから、三流ブロガーなんだよ！

一流ってのは、書く事がない時にこそ

最高のブログを書くもんなんだよ！

「絶対に負けられない戦い」なんだよ！ブログってやつぁよ〜

よ〜し！全員、前線に上がれ〜！

何としても、点を取ってやる。



頼んだぞ！妄想サンクチュアリ〜

・・・・・・

・・・・・・

引け〜！引け〜！

守備を固めろ〜、守備を固めるんだ！

くそ〜！

今日の相手のディフェンスはスゲーな・・・

さすがの妄想サンクチュアリも、なかなか中央突破できん！

よ〜し、とりあえずサイド攻撃だ！

「時事ネタ！攻めろ〜！」

・・・

無理か・・

こうなったら中盤のパス回しで崩すしかない！



「料理ネタ！旅ネタ！テレビネタ！お出かけネタ！」

「華麗なパス回しで、前線の妄想サンクチュアリまで繋ぐんだ〜！」

・・・

「くそ〜！旅ネタと、お出かけネタの息が合わない・・・」

は！？

相手のカウンター攻撃だ！

「子供ネタ！動物ネタ！止めてくれ〜！」

・・・

抜かれたー！ヤバイ、相手はフリーだ！

「止めてくれ！・・・下ネタ〜！」

・・・・・・

・・・・・・



「ファインセーブ！！」

・・・さすが、ブログの守護神だぜ。

しかし、この相手・・・いったいどうすれば・・・

よ〜し！作戦変更だ！

時間を掛けて練り直しだ！

！？

待てよ・・それでは今日アップできないではないか〜！

どうしようする・・・何か言い訳を考えないと・・・

う〜ん、

は！？・・・よし

と、言う事でここで一旦「ハーフタイム」に入ります

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャ・・

「ピピ〜！ハンド！ハンド〜！」



・・・・

「ハンド〜？」

「おい！何で、このオチがハンドなんだよ！」

「どこ見てんだよ！読者 ・・いや審判！」

え！？何？

「汚い『手』を使った」から

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



動物

「春眠暁を覚えず」

確実に春ではないのに・・・眠すぎる！

病明けの為、体がだるいのか・・・

日頃から、睡眠中　3回は目が覚めるからか・・・

AB型だからか・・・

思い当たる節もあるが、

仕事中、「寒いですね〜」を「眠いですね〜」と言い間違えてしまったほど、眠い！

もしかすると動物の本能だろうか！？　冬になると冬眠するし、

そうだとすると、だんだん動物に近づいて行ってるのか・・・

では、その動物とはなんだ？

肉食か草食か？

毛は多いのか、少ないのか？



角はあるのか、ないのか？

あるとすれば何本だ？

可愛いのか、グロテスクなのか？

結構くさいのか？

狩られやすい方なのか？

求愛行動は派手なのか？

・・・いかん！気になって眠れなくなってきた。　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



傾向と対策

｢ゴールデンウィーク｣

が、まもなくやってくる

そして、今年もニュースで目撃する

あの｢渋滞｣を・・・

関係ないよ！仕事だよ！

だいたい、気持ちがわからん！

なんで、せっかくの休みをあんな路上で過ごすんだ！？

それに、もし渋滞でトイレに行きたくなったらどうするんだ！？

携帯トイレなんか全車もっているのか！？

そんなはずはナイ！

絶対、それとなく何処かに給油してるよ・・・

渋滞になると分かっていて、そこに行ってしまう勇気



チャレンジャーだよ・・・

恐らく、人生であの渋滞に飛び込んでいく事はないだろう

が、しかし

人生、何が起こるかわからん！

予期せぬ事であの渋滞に飛び込む結果になっているかもしれん！

ここは｢シュミレーション｣だ！

大人たるもの、｢傾向と対策｣はマストアイテム

よ〜し、

20キロの渋滞・サービスエリアまであと5キロ・急にトイレに行きたくなる・携帯トイレなし

で｢シュミレーション｣開始！

------------------------------------------------------------------

｢いいね〜、休みは。初夏だよ初夏｣

｢天気も良し、みんなで出かければよかったかな〜？｣



｢それにしても、ひどい渋滞だな〜｣

｢・・・ん！？ヤバイ・・・ト・トイレにいきたくなってきた｣

｢ど、どうしよ〜、まだサービスエリアまで結構あるぞ・・・｣

・・・

｢やばい・・・｣

（異常確認）

｢これは、何とかして気を紛らわせないと・・・｣

（傾向と対策、開始）

｢そうだ！こんな時は口笛だ！｣

（まず口笛を吹く傾向アリ）

｢紛らわね〜、こんな時は音楽だよ！ラジオでも点けよ｣

（次に音楽に頼る傾向アリ）



｢39度のとろけそうな日♪炎天下の夢、レッツゴー・レッツプレイ♪｣

｢お〜懐かしいよ！センチメンタル・バスだよ！｣

（90年代後半のポップスに反応する傾向アリ）

｢せいので走り出す〜♪｣

（と、同時にアクセルを踏む傾向アリ）

｢最高だよ90’S！次の曲はAKB・・・わかんね〜よ！｣

（10人以上になると、それはある意味、集落だ！と考える傾向アリ）

｢やべ〜よ！ここは何かしないと・・・｣

｢そ、そうだ！ものまねだ！ものまでで気を紛らわすんだ！｣

｢マッチで〜す！・・・｣

｢マ・・マッチで〜す！｣

｢僕、マッチで〜す！｣

｢マ・マ・マ・マッチで〜す！｣



｢マッチで〜す！｣

・・・

｢似てきたじゃね〜かよ！｣

（ワンフレーズなら、ものまねできる傾向アリ）

｢も、もう少しだ！・・・でも・・・限界だ｣

｢あきらめるな！限界をこえるんだ！・・・でも、どうやって！？｣

｢そ、そうだ！暗示だ！・・・今から俺はロッキーだ！｣

（限界を超えた唯一の人物はロッキーと思う傾向アリ）

｢エイドリアーン！｣

（サービスエリアをエイドリアンと呼ぶ傾向アリ）

・・・

｢・・・つ・着いたよ！エイドリアーン！｣



｢とうとう、ロッキーに並んでしまったよ・・・なんだか寂しいよ・・・｣

｢さぁ、なにはともあれ・・・さっそくトイレだ！｣

・・・

｢行列できてんじゃね〜か！｣

（対策ナシ）

----------------------------------------------------------------

ははは、

何だよこの｢シュミレーション｣・・・

対策できてないだろ！

サービスエリアのトイレの渋滞まで知らんわい！

・・・うん、

行かない、

人生、引き合いに出して、シュミレーションして損したよ！



こんな事になるなら、

この先、ゴールデンウィークに高速なんて絶対使わない

（対策完了）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



五月病

｢五月病｣

・・・になったみたいだ、

ま、まるで｢やる気｣が起きん・・

う〜ん、

やっぱり起きん！

いや、そんな時もあるさ

今はそんな時なんだよ、こんな病気すぐに治るさ！

きっと来月には・・・まだ5月じゃね〜かよ〜

じゃ6月頃には、は！？誕生日がくるし、

・・・でもな〜、梅雨なんだよな〜

この時期は｢やる気｣は起きないな〜

7月には・・・



いや、虫がな〜、

TUBE並みに、活動を本格化するからな〜、

8月・・・は、さすがに暑さにやられるな〜

9月、もうそろそろ・・・

でもな〜、意外と残暑が効くからな〜

それに｢9｣って数字がな〜、不吉なんだよな〜

10月、なんか｢ワサワサ｣して苦手なんだよな〜

11月、なんかな〜｢月｣的に地味なんだよな〜

やっぱり12月か！

そうか年の瀬でワクワ・・・いや、無理だな〜

月の大半、ジェラシーと共に床につくからな〜

1月、なんか｢ワサワサ｣して苦手なんだよな〜

2月、う〜ん・・・



地味なんだよな〜、何か一年の｢休憩｣的ノリなんだよな〜

そのくせ寒さが身に染みるんだよ！

そうか・・やっぱりそうか

三月だ、やっぱり三月だ・・・

い、いや駄目だ・・・｢別れ｣と｢出会い｣で、何かもうグチャグチャになる時だしな〜

それに意外と、思ったほど｢別れ｣が辛くなかったりするからな〜

４月・・・桜さき、希望に満ち溢れる！

でもな、溢れ過ぎてな〜

溢れた分を何処にやるかで悩むんだよな〜

５月・・・暖かくなり始めて、活動的になるな〜

休みなんかにドライブなんか行ちゃて！

そんでもって、みんなでスポーツなんかで汗を流して



ちょっとバーベキューなんかしちゃってさ〜、

そんな休みが良いリフレッシュになって、仕事も捗るんだよな〜

は！？

もうすぐ５月か！

よ〜し、なんか｢やる気｣が出てきたぞ〜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



スマートフォン

「スマートフォン」

世の中はもう、スマートフォン！

あ！？いかん、

スマートフォンを知らない人も、このブログを見ているはずだ！

ここは説明をしとかないと！

「スマートフォン」とは・・・

「スマートなフォン」です！

・・・すまん！わからん！

だいたい何なんだ！スマートフォンて！

便利でオシャレであればスマートフォンなのか！？

・・・

というか、なんなんだ！今の時代はよ〜！



何でもかんでもコジャレやがって、

スマートフォン持って、スマートな身のこなしで、スマートな会話して、

スマートに食事して、スマートに入浴して、スマートに歯を磨けってか！

よ〜し、こうなったら

スマート騒動だ！いや、スマート 一揆だ！いや、スマートの乱だ！

作ってやるよ！

「ブサイクフォン」

ブサイクフォンの機能で度肝を抜かしてやる！

-----------------------------------------------------------

携帯機種名：「哀Phon」

デザイン・機能説明・・・

①　まず、本体が未完成

②　ディスプレイ画面の上に、小窓付き



③　アンテナ表示が、人の指

④　カメラのレンズが、望遠レンズ

⑤　着信音が、たて笛

⑥　絵文字が、モノクロ

⑦　バイブレーションが、たてノリ

⑧　チルド室、完備

⑨　単4電池、4本使用

⑩　本体が三つ折

----------------------------------------------------------

・・・・・・

良い、これは面白い！

便利すぎる世の中に「着信」 否 、警告をならす良い商品だ！



でも・・・

売れね〜、こんなの！

話題だけなら、今のスマートフォンに負けやしないが・・・

こんな携帯、発売したところできっと「圏外」だな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



クレーム

「選挙」

が始まる。

応援する候補者に国民の声を届けてもらわなければいけない！

選挙は国民の義務なのだ！

市民の声を、ちゃんと国家へ届けてくれる候補者をこの目で選ぶ

有権者にも責任があるのだ！

さぁ、明るい未来へ進むのだ〜

・・・・

てい！てい！てい！

何をカッチリした文でまとめとるのだ！

「選挙」だぞ！？

来るではないか！来るではないか、あの怪物が！



・・・・

そう、「選挙カー」。

朝から、大声で名前を連呼し「よろしくお願いします！」

よろしくできるか〜！

そんなに大声じゃなくとも、ちゃんと聞こえるわい！

それに全ての仕事は8時出勤とでも思っとるのか！

こちとらその時間帯が、最高潮の睡眠なんだぞ

こっちからすれば、ある意味もう「暴走族」

しかも、ウグイス嬢という名の「レディース」まで引っさげてやがる！

大声を聞くたび、「絶対投票しね〜」と思うのだ。

候補者たちに告ぐ！

もっと工夫して〜、

少なからずそう思っている有権者は結構いるはず



なんかさ〜、もっと良いやり方があるだろ！？

例えば候補者が「山田太郎」なら

鳥のさえずりをＢＧＭに、「さささ、さろう」とささやくとか

選挙公約の変わりに、「山田太郎ポエム」を朗読するとか

焼き芋屋に扮して

「石焼芋〜♪熱くて美味しい石焼芋はいかがですか♪石焼芋〜♪山田太郎♪」

と、さりげなくアピールするとか

選挙カーにイヤホンをさしたら、候補者の声が聞こえるとか

方法はいくらでもあるではないか〜！

・・・・



はい。

分かってますとも。

こんな事出来ないなんて、分かってますとも！

こんなクレーム通らないことも、

候補者陣営からクレーマー呼ばわりされることも・・・

所詮、今のご時世、

候補者の声は聞こえても、市民の声は届かないかもね

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



アイス

「アイス」

こんな暑い夏には、やっぱり「アイス」が食べたくなるのである。

あの炎天下の中で食べる、アイス。

ぬお〜、さ、最高〜！

アイスクリーム・ユースクリーム・好きさ〜♪

・・・

古い。80年代の歌だ・・・

音楽に賞味期限なんて、ないんだよ〜！

・・・

はい、戻します。

そのアイスの王様が、「ガリガリ君」なのである。

最近の猛暑で、売り上げ倍増らしい

・・・

な、何故、気付かなかった！

アイス食べてる場合じゃないよ〜！

アイスを開発する時だよ〜！

・・・

でもな〜、かなりの種類すでに発売されてるしな〜



がんばった所で「ガリガリ君」には勝てないしな〜

・・・

は！？そうだ！

ここはシンプルに・・パクろう！

「ガリガリ君」と間違えて、買う人も結構いるはず！

アイスクリーム・ユースクリーム・パクる〜♪

よ〜し！商品開発的妄想だ！

------------------------------------------------------------------

①　「ガチガチ君」

　　

　　噛み応え十分、ほぼ岩。キャッチコピーは、「この美味さ、ガチっす！」

②　「タジタジ君」

　　200種類の味がする。キャッチコピーは、「食べれば君も、タジタジさ！」

③　「ビリビリ君」

　　微量の電流入り。キャッチコピーは、「君はN極？それともS極？」

④　「ギリギリ君」

　　製品としてギリギリ。キャッチコピーは、「アイスでロシアンルーレット」

⑤　「木下君」

　　木下家の味。キャッチコピーは、「大きなアイスの木下家♪」

⑥　「木下君　ソーダ味」



　　木下家の味に、ソーダをプラス。キャッチコピーは、「吉とでるか、凶とでるか！」

⑦　「木下君　初恋の味」

　　木下君の初恋の味。キャッチコピーは、「甘酸っぱいぜ！」

⑧　「木下君　お袋の味」

　　木下君の、お母さんの味。キャッチコ　・・・・

------------------------------------------------------------------

・・・

う、売れね〜！

ちょっと食べてみたい気もするが・・・

というか、

き、今日の妄想・・・やる気ね〜！

これじゃ〜、読者の人・・・怒るかも・・・

ただでさえ、こんなに暑いのに！

こ、ここはちゃんとフォローしとかなければ！

・・・

読者の方々。

まぁまぁ、そんなにガリガリ　否　カリカリしなさんなって〜

今から、ちゃ〜んと頭を「冷やし」ますから



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



七夕

「七夕」

が、もうすぐやってくる。

なんとも、ロマンティックな一日である。

キラキラと輝く「天の川」を渡り、

「おり姫」と「ひこ星」が、一年に一度だけ出会うのである

・・・

お〜う、ステキ！

７月７日は空を見上げながら、思いを巡らすとしよう

・・・

あま〜い！隙あり！

待ちなされ！待ちなされ、そこの若人よ！

んじゃ、何かい？



毎回毎回、順風満帆に出会ってるのか？

もうかれこれ、何万回だぞ！

そりゃ〜もう、

たまたま７月７日が、ごっつ腹痛の時だってあるかも知れない！

その日に限って、セットが全然きまらなかったり、

変な出来物が出来ていたかもしれない

そもそも、

７月７日に限って「今日、ひこ星に会いたくないわ〜」と思ったかもしれない。

何度も言うが何万回・・・

「天の川使わなくても、いけるくな〜い？」

と、衝撃の展開があったかもしれない！

・・・

じゃ〜仮に無事に出会えたとしよう



しかし、だ！

一年ぶりの再会なのである

ちょっと「おり姫」のメイクが変わっただけで、「ひこ星」の猜疑心に火がつくかもしれない！

「おり姫、何だそのメイク！」

「もしかして、俺以外の男とも年一回あってるのか？」

「え〜！どうなんだ！相手の男は何星だよ！」

「まさか・・・三ツ星か・・・」

とも、なりかねん！

・・・

わかるぞ〜、ひこ星！

ひこ星、わかるぞ〜！

所詮、みんなそんな者だよ！



仮にもし、自分がひこ星の立場だったら・・・

364日、おり姫の事を思うのだ

最初のうちは良いだろう、楽しいだろう！

でも一年は長いのだ、だんだんとテンションは下がり

会うのが億劫になり、

最後には「おり姫」がストレスになってしまうわ！

遠距離は大変なんだよ！しかも、会えるのは一日だけなんだよ！

俺なら完全に心が折れてしまうわ！

・・・

は〜、

ち〜せ〜、俺ち〜せ〜

もう三十路を越えているのに・・・

この素敵な物語を、ものすごくチープなものにしてしまった・・・



もっと、人として大きくならなければ！

「自分、大人の階段のぼりたいっす！」

・・・

と、短冊に書いておく事にしよう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



そうめん

「そうめん」

夏バテした体でも、ツルっといけてしまう憎い奴

今年の夏も世話になっておる、

Thank you　そうめん。

LOVE　ｙｏｕ　そうめん。

remenber　そうめん。

・・・

が、

が、しかし気に入らない「そうめん」もある！

それは・・・

「流しそうめん」

・・・

なんじゃ〜い！ありゃ！

何が楽しいのだ！？

流すと美味しくなるのか！？

夏の風物詩なら、オールOKか！？

そうめん流して、キャッチして、食べて・・・

アホか〜！



だいたい、あの中途半端なゲーム性が気に食わない！

そりゃ、安いバラエティー番組の企画に使われるわけだ・・・

・・・

よ〜し、こうなったら面白くしてやるよ！

今までにない、流しそうめんを体験させてやるよ！

もちろん「流す役」でな、

それじゃ〜、スタート

------------------------------------------------------------------

よし！準備は万全だな

発注した通りに作ってあるな！

よ〜し、いくか〜！

「皆ぬ者、準備はよいか〜」

（　オ〜！）

「そうめんが食べたいか〜」

（　オ〜！）

「お前たちは、ウォーリアーか〜」

（　オ〜！）

「それじゃ〜、流すぞ〜！」



「はい！そうめん

そうめん！そうめん！」

・・・

「順調に食べとるの〜！」

・・・

「はい！そうめん！

はい！冷麺！そうめん！」

・・・

「意表を突かれただろ〜、冷やし中華始めました」

・・・

「はい！そうめん！

冷麺！もう一つ、冷麺！そんで、ラーメン！」

・・・

「どんどん、流すぞ〜！」

・・・

「はい！そうめん！

そうめん！冷麺！冷麺！ラーメン！

そうめん！冷麺！几帳面！

はい！そうめん！



そうめん！少年！そうめん！」

・・・

「こら〜！ちゃんと少年をキャッチせんか〜！」

・・・

「はい！そうめん！そうめん！

冷麺!！少年！少年！そうめん！

ラーメン！青年！少年！青年！」

・・・

「青年を箸でキャッチできるわけないだろ〜！」

・・・

「はい！そうめん！そうめん！

少年！そうめん！中年！

そうめん！青年！中年！中年！」

・・・

「中年は、もっとデリケートに扱え〜！」

・・・

「はい！そうめん！そうめん！

青年！冷麺！少年！少年！

中年！ラーメン！そうめん！そうめん！」



・・・

「え〜い、全然キャッチできてないじゃないか〜

これじゃ〜！盛り上がんね〜！

よ〜しこうなったら」

・・・

「皆ぬ者、流れろ〜！

流れながら、傍らのそうめんをキャッチしろ〜！」

・・・

「おい！少年！動くんじゃない！

そえじゃ〜、キャッチしてもらえんだろ〜！」

「おい！青年！帰るんじゃない！

反抗期なのはわかるが、今は耐えろ！」

「おい！中年！そうめんを食べるんじゃない！」

・・・

「おい！皆ぬ者〜！ただ流れて遊ぶんじゃない！」

「だ、駄目だ！これじゃ〜

安いバラエティー番組の企画だ・・・」

------------------------------------------------------------------



・・・

なんなんじゃ〜！

近年まれに見る、グダグダ感だ・・

・・・

だから言ったんだよ！流しそうめんなんか辞めちまえって！

ほんとに「流しそうめん」なんかする奴の気がしれん！

きっと・・・バカだ！

流しそうめんなんかする奴はバカなんだよ！

・・・

し、失敬。

テンションがあがって、暴言を吐いてしまった・・・

すまん！申し訳ない！

反省するから・・・ここはひとつ、水に流して

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



花火

「花火」

である。

今年の夏も、花火に見せられたのである。

そっと、チャッカマンで火を点け、短く燃える光を堪能したのだ！

やっと俺も、真のチャッカマンになれたよ〜！

近づくんじゃね〜！

火傷するぜ。

・・・

自分たちでする花火も良いが、花火大会を見るのもいいな〜

夜空に大輪の花を咲かせ、儚く消えていく

お祭りのメインイベント！

そして！

なにより、ひと夏に全てを賭ける「花火職人」

カッコイイ・・・

あ〜あ、一度で良いから花火職人を体験してみたいな〜

ん〜ん、でもな〜もう夏も終盤戦だし・・・

無理だろうな〜、

・・・



・・・

ちょっと待った！

あ、あれを使えば体験できるではないか！

よ〜し、

妄想打ち上げ花火・・点火！

-----------------------------------------------------------------------

さてと・・・

花火の玉を作らないと！

まずは火薬をいれて・・・と

そして、火薬をいれて・・・と、

さらに、火薬をいれて・・・と、

・・・火薬しかいれとらんやないかい！

・・・

し、しまった！



どうやって花火の玉を作っていいかわからん！

火薬だけで、あんな綺麗な花火ができるのか〜？

・・・

何か入れとる、あれは何か入れとるはず。

よ〜し、こうなったら・・・勘だ！

・・・

うん、高く上がらないといけないから・・・エンジンをいれておこう！

次は・・・

うん、バチバチと弾けないといけないから・・・

口の中でパチパチいう駄菓子を大量に入れておこう！

次は・・・

火花にも色がいるから・・・絵の具を１２色 入れておこう！

次は・・・



空で綺麗な円になるように・・・コンパスも入れておこう！

そんで・・・

皆を感動させないといけないから・・・ジブリのＤＶＤも入れておこう！

さらに・・・

火花でケガをしてはいけないから・・・救急セットもいれてっと、

あ！？いけね〜

コレを忘れてはイカン！

花火職人の熱い気持ちをいれて・・・

よ〜し！できた！

後は、打ち上げるだけだな！

・・・

ふ〜、点火準備完了だぜ、

待ってろよ、ギャラリ〜！



待ってろよ、ギャラリ〜！

今からドデカい花火、打ち上げっから！

・・・

は！？

イカ〜ン！俺とした事が〜

・・・

導火線、つけるの忘れてた・・・

-----------------------------------------------------------------------

・・・は、は、は、

こんなもんだよ！花火の知識なんて、まったくないよ！

妄想ですら、打ち上げられなかったよ！

・・・



うん、花火は見るのが一番だな・・

あ〜あ！また無駄な時間を過ごしてしまった！

まぁ・・どんなに嘆いても、後の「祭り」ですけど

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



タイムマシーン

「タイムマシーン」

時間軸を操れる最高のマシーン

過去に戻るか、未来に行くか。

「タイムマシーン」と聞くと胸ときめかせる人も沢山いると思う

が、自分にとって「タイムマシーン」とは

「後悔」の象徴なのだ！

それぐらい過去に戻れたら、やり直したい事が・・・

ありすぎて、タイムマシーンが何個あってもたらんわい！

ん？１個でいいのか・・・テへ

今、やり直したい事が一つ増えたわい！

という具合に、過去に戻ってやり直したい！っと思う事はあっても、

未来に行ってみたい！っと思った事はない



何故か？

・・・怖くてみれんわい！

仮に２０年後に行って見たとして・・・

まだ独身だったらどうする？

ラジオ続いてたらどうする？

ブログ書いてたらどうする？

結婚してたとして、ビックリする相手だったらどうする？

ドライブスルー？

そこそこ金持ちだったらどうする？

逆に借金まみれだｔったらどうする？

整形してたらどうする？

ドライブスルー？

デモ行進してたらどうする？



逆にデモ行進される側だったらどうする？

月９に出てたらどうする？

結構なチョイ役だったらどうする？

それに役者生命かけてたらどうする？

どうする、ドライブスルー？

イカン！やっぱり怖い！

いきなり２０年後なんて受け入れられない・・・

何の前フリもなく、結果だけド〜ンと見せられても

そう考えると、一週間後でも無理な気がしてきた

やはり未来に行くにしても、

２日後ぐらいな感じで、そろ〜と見に行かないと・・・

！？



２日後ならタイムマシーンなんかいらんわい！

普通に２日後を迎えるわい！

やっぱり「タイムマシーン」なんていらないのだ！

「過去から様々な事を学び

　　　　　　　　　

　　　　　　　今という日を大切に過ごし未来を紡ぐ、それでこそ人生。」

・・・決まった

予想以上に決まってしまった

こんなに良い台詞を書いてしまうなんて・・・

書く前の自分に見せてあげたい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



蝉

「蝉」

である。

とうとう、このテーマに触れるときなのである！

何故？

・・・

そう、この世で一番嫌いな生き物だからなのであ〜る！

何故？

・・・

わからん！

とにかく物心ついた時には天敵と化していた、

今だに、あのシャガレ声を聞くと身震いするぜ・・・

と、とにかく、容姿・生態・行動

全て受け付けないのだ！

・・・

せ、蝉なんてこの世からいなくなればいいのに・・・

バ、バカ！俺のバカ！

蝉の気持ちも知らないで、この世からいなくなればいいなんて！

好き嫌いを容姿だけで決め付けてど〜する！



・・・

珍しく大人な見解だ！そして正解だよ〜！

そうだ、きっと蝉の気持ちになって、理解することが出来れば

きっと好きになるはず！

・・・

でも、どうやって蝉の気持ちを理解すれば・・・

フ、フ、フ

では、いきますか！妄想昆虫不思議発見スタ〜ト！

-------------------------------------------------------------------------

　　（　ミ〜ン、ミン、ミン、ミ〜ン

　　　　お！いるな〜、さすがに夏真っ只中だからな、

　　　　よ〜し、勇気をだして話しかけてみるか〜　）

せ、蝉さ〜ん！蝉さ〜ん！

「・・・」

すいませ〜ん！蝉さ〜ん！

「なんだよ！うるせ〜な！」

あ、あの〜

「だからなんなんだよ！」



いや、実は僕・・・蝉さんの事が大嫌いで・・・

「・・・嫌いなら、あっちいけよ。何故、話しかける」

そ、それはですね〜、蝉さんの気持ちが分かれば

もしかすると好きになれるんじゃないかと・・・

「は〜？で、話かけてきたのかよ？」

・・・はい

「変わった奴だね〜、まったく！」

「わかった、わかったよ！今日は特別に教えてやるから。なんで質問しろ！」

あ、ありがとうございます！

早速なんですが〜、何で夏に現れるんですか？

「バカやろ〜！そりゃお前、熱いハートを持った虫だからだろ〜」

・・・は〜？

「・・・冗談だよ冗談！ったく」

す、すいません！虫が冗談を言うなんて思っても見なかったんで

「そういう固定概念が人間の駄目なとこなんだよ！」

あの〜、何で夏に現れるんですか？

「サイクル！自然のサイクル！」

・・・なんか、そのまんまですね・・・

「じゃ〜な、お前の生まれはいつだ？」



6月です・・・

「なんで6月に生まれてきたか、お前答えられるか？」

・・・いや、それはうちの両親が夏頃にエッ

「バ、バカヤロ〜！サイクル！自然のサイクル！そういうの全部含め、サ・イ・ク・ル！」

「な〜んでオブラートに包まないかな〜！ほんと人間は〜！」

・・・す、すません。僕が6月生まれなのは・・・自然のサイクルです

「だろ〜？蝉だってそうだよ！」

は、はい。

あの〜なんで結構長い間、土の中にいらっしゃるんですか？

「順番だよ！順番！」

「一気にみんなが地上に出て行ったら、大変な事になるだろ〜！」

そ、そうですね確かに・・・

前から思ってたんですけど、なんで「ミ〜ン、ミ〜ン」って鳴くんですか？

「鳴く〜？」

「バカヤロ〜！鳴いてんじゃね〜！泣いてんの！」

は！？・・・泣いてるんですか？

「そうだよ！泣いてんだよ・・・」

いったい、何に対して泣いてるんですか・・・？

「・・・人間だよ、お前ら人間に対してだよ！」



「・・・人間だよ、お前ら人間に対してだよ！」

に、人間に対してですか？

「そうだよ・・・お前ら人間はいつになっても争ってばかりで、

　いっこうに平和な世の中にならね〜じゃね〜か！それを思うと泣けてくんだよ！」

「それに『ミ〜ン』、じゃね〜！民〜、眠〜、明〜って泣いてんだよ、

　皆が暗い世から目覚め、明るい未来になってくれ〜って言ってんの！」

・・・そ、そんな理由が

「いいかお前、もし蝉の事が嫌いで鳴き声が聞きたくなければ・・・平和な世の中を作れ！」

は、はい！

「そうだ！そのイキだぞ！」

は！？でも　「ツクツクボウシ」って鳴く蝉もいるじゃないですか？あれは・・？

「あの蝉はな〜、ものすごく恨みを持った蝉なんだよ！」

「ツクツクボウシって鳴いてんじゃね〜んだよありゃ、

　突く、突く、某氏・・・って鳴いてるんだよ本当は！」

・・・そ、そうだったんですか、誰に恨みを？

「バカヤロ〜、これ以上こっちの世界に踏み込むんじゃね〜！

　もう聞きたいことは聞いただろ？ならとっとと帰え〜んな」

すいません！さ、最後に一つだけ聞いていいですか？

「しつけ〜な〜！何だよ？」



・・・なんで、１週間しか生きられないんですか？

「は、は、は、それはお前・・・涙が枯れちまうからだよ・・・」

-------------------------------------------------------------------------

・・・

ダ、ダンディー！

惚れちまうだろ〜、

こうして妄想してみると、なんだか蝉の事が好きになってきたぞ！

・・・

と、いうか

こんなブログを書いてたら、すっかり朝になってしまった！

・・・さすがに眠い、

目は開いてはいるものの、もう完全に「抜け殻」だな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



甲子園

「甲子園」

である。

見るものの感動をよぶ、日本の夏の風物詩。

ただ純粋に白球を追いかけ、汗という涙を流す。

・・・

う、羨ましい！

青春ではないか！これこそが青春ではないか！

ぬお〜ん！

ジェラス！ジェラス！

野球には、ほとんど興味はないけれど

もういちど汗という涙を流したい！

でも、今年で31歳・・・甲子園にでるなんて・・・

は！？

出れる！アレを使えば俺も甲子園に出場できる！

よ〜し！

妄想サンクチュアリ！プレイボール！

--------------------------------------------------------------

は！？



こ、ここは甲子園！

へ！？俺、ピッチャー！？

ん！？9回裏、1対1の同点。ツーアウト満塁〜！

や、やべ〜！

まさかこんな場面に出くわすなんて・・・

おお、しかも味方がこっちをガン見している・・・

や、やべ〜緊張MAX！

危うく「トラ・トラ・トラ」を口ずさみそうになっちまったぜ・・・

・・・

よ〜し、もう投げるしかない！

大きく振りかぶって、第一球〜

「ちょっと待って〜」

ん！？

「ちょっと、待ちなさいってお兄さ〜ん」

だ、誰だよ！

「甲子園の妖精、『みなみ』です」

は、は〜「みなみ」さん！？

「はい、みなみ１６歳です！」

・・・あ、あの〜



「ん！？どうしたの？」

みなみさん、ほんとに女の子ですか？

「なに言ってるの〜？ピチピチの16歳です！」

・・・

みなみさん、申し上げ難いですけど・・・

オカマですよね・・・

それも結構キツイ方の・・・

「ちょ、ちょっと、どんだけ〜！」

年も16歳って言ってましたけど、完全に40超えてますよね・・・

だ、だって、髭生えてきてますよ・・・

「違います〜、『みなみ』は16歳女子、甲子園の要請です」

・・・妖精って。

はっきり言って、おっさんじゃないですか〜！ よく妖精なんて、言い切りましたね！

「超失礼なんですけど〜、私は可愛い・可愛い妖精です」

じゃ、ホントに女の子っていう証明できるんですか！

え、証拠をみせてくださいよ！証拠をよ〜！

・・・

「・・・ったく、近頃のガキは・・」



「そうだよ！男だよ！下にボール二つ付いてるよ！あんたと合わせたらフォアボールだよ！」

・・・下ネタかよ・・

「悪いのかよ！今のはギリギリセーフだろ審判！」

審判ちゃうわ！つ〜かアウトだろ！

ところで、あの〜みなみさん・・・

「哲夫、本名『哲夫』」

はい！？哲夫〜

「もういいわ！本名で！」

つ、強そうな名前ですね・・・

て、哲夫さんね。いったい何をしに現れたんですか？

「・・・逆ナンだよ！逆ナン！」

いや、正確に言えばナンパでしょ！

「細かいメンズね〜」

でナンパの相手・・・ま、まさか俺すっか〜！

「そうよ私、ただ純粋に白球を追いかけ、汗という涙を流す男が大好きなの」

「で、ぶちゃけ私ってどう？ストライク、それともボール？」

・・・危険球っす

「どんだけ〜、つ〜かロンバケ〜」



「どんだけ〜、つ〜かロンバケ〜」

すいません、まったくロンバケの意味が分からないですけど・・・

と、とにかく帰ってもらっていいですか？大事な場面なんで！

「はい、はい、わかりましたよ！」

「それじゃ〜私は、次の出会いまでロングバケーションと洒落込むわ！」

・・・

「つっ込みなさいよ！ったく、興醒めだわ！帰る！」

ふぅ〜、なんか変なオカマに絡まれてしまった。

は！？

忘れてた！

今は、9回裏、1対1の同点。ツーアウト満塁の大ピンチだった・・・

平常心、平常心・・

よ〜し、投げるか〜！

大きく振りかぶって第一球、投げました〜！

「デットボール！」

・・・

さ、サヨナラ負け〜

・・・



やっぱりいたよ、甲子園には「魔物」が

--------------------------------------------------------------

・・・

やっぱり、妄想で青春を味わおうなんて虫が良すぎたんだ・・

テイ！テイ！テイ！

バイバイ、ネガティブ！

どんなくだらない妄想でも、自分が書き続けるしかないのだ！

だっていないんです、悲しいかな、

自分以外の「代打」なんて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



プラットホーム

「電車」

に、しばらく乗ってない

というか、これまでの人生「ラッシュアワー」を味わったことがない！

これはイカン！

人生何事も経験ではないか。いつか一度、味あわなければ！

ついでに、もう一つ味わいたいものがある

それは・・・

プラットフォームで、傘でゴルフのスイングを練習する「おっさん」

を、是非とも生で見たい

そして一言「ナイスショット〜」と言ってあげたいのだ！

う〜ん、でもな〜実際行くってのもな〜

・・・



は！？行ける！

アレを使えば・・・

よ〜し、「妄想列車、発車しま〜す」

--------------------　＜妄想サンクチュアリ始動＞　---------------------

ふぅ、着いたぜプラットホームに

さ〜て、ゴルフスイングの練習をするサラリーマンを探さねば！

・・・

お〜意外といないな〜、

昨今のゴルフブームで、駅は「打ちっぱなし」状態と思っていたが・・・

ん！？

いた〜！

してる、スイングしてる！

よ〜し、「ナイスショット〜！」と言ってあげるのだ



気付かれないように、近づいてと・・・

・・・

「ナイスショット〜！」

・・・

あれ！？全然こっち見ない

ん〜ん、もう一度「ナイスショット〜！」

は！おっさん、こっち見た〜

「おいボウズ、ナイスショットじゃね〜よ！」

お・・怒ってる〜

「デカイ声出して、集中できないだろ〜が！」

す、すいません！何か掛け声あったら嬉しいのかな〜って、つい

「は！？嬉しい？それなら、ゴルフのスイング練習してる奴にいってやれよ」



え、今ゴルフのスイング練習してたんじゃないんですか？

「してね〜よ！」

いや、完全に傘でスイングしてたじゃないですか〜？

「は〜？コレのことかい？」

はい！もう完全に、スイングですよね〜？

「ボウズ！これはスイングじゃね〜の！」

はい？だったら、その動作はなんなんですか〜？

「・・・受信してんだよ」

は！？すいませんちょっと聞こえなかったんですけど・・

「受信してんの！大事な電波を受信してんの！」

・・・なんかのギャグですか

「ギャグじゃね〜よ！喧嘩売ってんのかボウズ！」

じゃ〜何の電波を受信してるんですか〜？



「いえね〜よ！」

・・・教えてくださいよ！さもなくば受信してること大声で叫びますよ！

「バカ！ったくしょ〜がね〜な・・・絶対言うなよ！」

はい！絶対言いません！

「俺が受信してんのは・・・敵国の秘密戦闘機の信号さ」

は？また、なんかのギャグですか・・・

「は〜、ボウズはなんも分かっちゃいね〜な〜」

分かるわけないでしょ！

「ボウズこの国は平和か？」

はい平和です。これ以上平和な国がどこにあるって言うんです？

「・・・ボウズ、心して聞けよ・・・。これから言うことは全部真実だ」

・・・はい。



「日本な〜、現在　戦争中なんだよ！」

・・・は〜〜！？

「信じられね〜かもしれないが、事実だ！」

・・・・アホか！おっさん！

だいたい、もし戦争してたら、テレビとか新聞に載ってるはずだろ〜が！

この何週間も、そんな記事はなかった！ウソついてんじゃね〜よ

「テレビに新聞・・・・は！は！は！」

「いいかボウズ！テレビや新聞が伝えてることが、真実じゃね〜んだよ」

「みてみろボウズ、もうすぐ地震がくるぞ！」

・・・・

（ゴ・ゴ・ゴゴ〜）

ま、マジかよ！なんで分かったんだよ！おっさんウナギか？

「今のは正確に言えば地震ではない！ミサイルの衝撃だ！」



「それで今、揺れたんだよ。俺はミサイルの信号を受信していた」

「だから分かったんだよ！」

ま、マジかよ・・・、

は！？

じゃ〜、あそこでスイングしてる人達も・・・

「あ〜あ、そうだ。同僚だよ」

・・・ま、マジかよ。いったい何者なんだよ！おっさん達は！

「まぁ、正式名称は教えれないが『日本防衛軍』とでも言っておこう」

あ〜あ！わかんね〜！頭がおかしくなりそうだよ！おっさん！

・・・

「おいボウズ！もう一つ教えといてやる」

「俺の名前は『おっさん』じゃね〜」

なんて名前なんだよ？



なんて名前なんだよ？

「俺の名前は『デンジャー・D』だ！」

デンジャー・D〜？だ、だせ〜！「D」はどんな意味なんだよ？暗号か何か？

「いや、『大介』のD」

・・・なんで名前いれちゃったんですか〜！

「バカ！親がせっかく付けてくれた名前だぞ！そりゃ普通、組み込むだろ！」

・・・聞かなきゃ良かった。

「俺から出る話は、ボウズにとって全て聞かない方が良い話だ」

・・・

で、どうなんですか戦争？勝ちそうなんですか？

「非常にﾔﾊﾞｲ」

・・・聞かなきゃよかった〜！

「いいかボウズ、この事を日本国民に知らせるのだ！」



い、いや、俺にそんなこ頼む前に、どっかもっと大きな所に知らせろよ！

「バカ！さっき言っただろ〜が！テレビも新聞もあてにならん！」

・・・じゃ〜、なおさら俺に言ってもしょうがないだろ！

伝えられるとしても所詮、友達・家族ぐらいだぞ！

そんな事しても、事がでかすぎて意味がね〜だろ！

「おいボウズ！」

「・・・ラジオがあんだろ？」

「お前にはラジオがあんだろ！ラジオ使って、一人でも多くの人に伝えろ〜！」

お、おっさん　、いやデンジャー・D！

なんで、俺がラジオをやってる事を知ってるんだ？

さっき出会ったばっかりだぞ！さては、おっさんの方が敵のスパイかなんかじゃ？

「バカ〜！んにゃわけね〜だろ！」

じゃ〜、何で知ってる？



「うん、さっき受信した」

---------------------------------------------------------------------

・・・

さすがに今回は戻って来れないかと思ったぜ・・・

よし！ラッシュアワーを味わうなんてのはヤメだ！

妄想しすぎて、頭が「パー」なってはイカンからな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



宿題

「宿題」

である。

夏休み終了の、この時期

全国のkid`s達は「宿題」に追われているのである！

.....

ざま〜みろ〜！

計画性も無しに、トップスピードで遊び回るから

計画的にやらないから今頃、慌てるはめになるのだ〜！

夏休みの宿題の真の目的とは、そこにあるのだ〜

.....

kid`s達よ！おい、kid`s達よ！

....

俺も今、宿題してんだよ〜！４日に一度の宿題をよ〜！

....

お、終わらね〜

算数とか国語とかならまだしも...妄想だぞ

あ〜あ、どうすんべ〜

は！？



自由研究だ！夏休みの宿題と言えば自由研究だ！

よ〜し、

妄想自由研究の宿題提出だ〜！

.....

っと言っても、ブログで自由研究.....

な、なにをすれば....

け、研究。

め、眼鏡か！とりあえず、眼鏡か！

よ〜し、装着完了！

次は....顕微鏡か！きっと顕微鏡だ！

....

これで自由を覗いて研究すれば、

待てよ、ちょっと待てよ

....

自由ってなんだ〜！

しがらみの無い事なのか？

いや、しがらみがあるからそこ感じ取れるものなのか？

尾崎か？



尾崎なのか？

盗んだバイクで走りだせばいいのか？

そんな、３１の夜が自由なのか？

あ〜、わからね〜！

今だけは悲しい歌、聞きたくないよ〜！

.....

自由って何だ？

絶対的に認められた領域か？

.....

も、妄想か！

って事は

い、今の俺は自由か？

じ、自由だ！俺は自由だ！

何を書いても良いのか？

....

エイドリア〜ン！

....

って事は、妄想を研究すればいいのか！

よ〜し



ん！？

妄想を.....研究？

....

もう、ただの危ない奴ではないか〜！

....

イ、イカン！

振り出しに戻ってしまった

こ、こんな眼鏡 ......捨てちまえ〜！

お、おわらね〜

算数とか国語とかならまだしも、妄想だぞ！

こ、このままじゃ

４日に一度の宿題が終わらね〜

....

あ〜あ、こんな事なら

もっと早くから「計画的」にやっておくべきだった

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



残暑

「残暑」

が、本領発揮である。

.....

暑い！暑すぎる！

もう九月だぞ....

「空気を読め、夏〜！」っと言っても

相手は季節だ、どうしようもできん！

あ〜あ、せめて一言申したいのに ....

くっそ〜、今回ばかりは泣き寝入りするしか

.......

は！？

いける！ただし、妄想！

よ〜し、こうなったら妄想であろうと

夏に一言もの申すのだ！

それでは、妄想サンクチュアリ発動！

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

あいかわらず、暑いな....

これは一言「夏」に、文句を言っておかないと！



これは一言「夏」に、文句を言っておかないと！

.....

お、いた。お〜い夏〜

「はい、どうなさいました？」

どうなさいましたじゃないよ！何だよこの暑さ！

もう、九月だぞ！九月！

「知ってますよ！季節なんですから！」

わかってんなら早く「秋」と交代しろよ！

「そ、それができないから困ってるんですよ！」

な、なんで交代できないんだよ！

「秋が遅刻してるんですよ！ったく」

ち、遅刻してんの「秋」？

「そ〜っすよ！おかけで、こっちは秋が来るまで必死に繋いでるんですよ！」

そ、そうだったのかよ....

そ、それにしたって繋ぎ方ってもんがあんだろ？何だよこの暑さは？

「温度調節機能がイカれてしまったんですよ」

な、なんでイカれしまったんだ？

「....　夏に浮かれてしまって」

なんで「夏」が「夏」に浮かれんだよ！



「す、すいません。思いのほか皆、盛り上がってくれたんで」

「ちょっと一人打ち上げしてたら、どこかに機能置き忘れてしまって.....」

しっかりしろよ〜！

「す、すいません」

で「秋」が来るまで、どうすんの？

「.... お月見でもしますか？」

それは秋にするもんだろ〜！

おい！夏の苦労もわかるが、この暑さでみんなまいってるぞ！

「そ、そうなんですね ......」

「は！？こうなったら『台風さん』に来てもらいましょうか？」

「そうすれば、風でちょっとは涼しくなるかも！」

ば、バカ！

涼しいいどころじゃないだろ！みんなもっと困るだろ！

「そ、そうですね ....」

秋からまだ連絡こないのかよ〜？

「..... はい」

だいたい、遅刻の原因は何なんだよ？

「はい、なんか.... 夏バテしたみたいっす！」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



だ、だめだ　....

やっぱり、妄想ですら秋がくる気配がない！

まだしばらく、この暑さに耐えんといかんのか！？

あ〜いやだ！

だって、もうとっくに「飽き」がきています

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



同意

「同意」

である。

明けても暮れても、「同意」である。

.........

パソコンの世界では。

.........

わかっとるわ〜い！

同意するに決まってんだろ！

じゃなきゃ、先進めね〜んだろ！

....

ったく、ストレスだよ！ストレス！

ガムで言ったら、シュガーレスだよ！

....

何度も、何度も確認とりやがって〜

よ〜し、

このブログで、そのストレスを再現してやる〜

それではスタート！

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※　このブログは「同意」しない場合は、お読みにならないで下さい

さ〜て　今日のブログ爆笑なんで、読んでください

（　同意する？　）

何が爆笑かって、書いちゃっていいんですか？

（　同意する？　）

いや、あくまで妄想ですよ！妄想！

（　同意する？　）

妄想の中で、大統領に会ったんですよね

（　同意する？　）

朝の公園で！

（　同意する？　）

よく大統領って朝、ジョギングしたりするじゃないですか〜

（　同意する？　）

で、ジョギング中にテロリストが現れたんですね！

（　同意する？　）

そのテロリストが言うんです

（　同意する？　）

「大統領、覚悟〜！」って



（　同意する？　）

普通焦るんですけど、大統領は余裕なんです！

（　同意する？　）

それどころか、何故か半笑いなんです

（　同意する？　）

SPたちを制して、大統領が叫んだんです！

（　同意する？　）

「もっと近くにきたらどうだ？」

（　同意する？　）

耳を疑いましたよ！命奪われかけてんのに！

（　同意する？　）

で、何と今度は目を疑ったんです！

（　同意する？　）

何故なら、そのテロリスト！

（　同意する？　）

「インリン.オブ.ジョイトイ」だったんです！

思わず言ってしまいましたよ！

「テロリストって『エロ』の方か〜い！」って

（　このオチに、同意する？　）



※　同意できない場合は、このブログからログアウトしてください

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

......

ね！

カチンと来たでしょ？

も、もしかしてストレス溜まりました？

.....

で、でも同意して読んだんですよね

例え、これでストレスが溜まったとしても、

「同意」した以上、責任は負いかねます

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



衣替え

「衣替え」

である。

とは言っても「老舗てんぷら屋の決意」ではない！

........

面白そうだから、ちょっとやってみるか〜

「た、大将！本気っすか！本気なんっすか！」

「あ〜、俺は本気さ......」

「とうとう、１００年間守り続けてきた、この衣を.....」

「か、変える時が来たんだよ！弟子〜！」

「た、大将〜!ほんとにいいんですね！」

「チェンジだよ！時代はチェンジだよ、弟子〜！どっかの大統領も言ってただろ！」

「大将が、そこまで決意してるなら〜」

「YES WE CAN！だよ、俺と弟子の　YES WE CAN！だよ〜」

「た、大将〜！」

「なんだ〜弟子〜！」

「ところでこの店、いつOPENするんですか〜！」

.......



はい。

と言う訳で「衣替え」である。

そろそろ、冬支度を始めなければ！

寒い、寒〜い、冬を乗り切らなければならないのである

このブログも！

そう！今回の衣替えするのは、このブログであ〜る。

..........

とは言っても、何をどうしたらいいのか.....

う〜ん、う〜ん、わからね〜！

教えて〜！神様〜！

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「呼んだかね、青年」

だ、誰ですか？

「は、は、私はブログの神様『ブロゴッド』だ」

ブ、ブロゴッド！！ブログの神様！？

「そうじゃ、何か困っているようじゃな青年。ん、...よく見たら中年じゃね〜か！」

「まぁよい、いったい何をそんなに悩んでおるのじゃ？」



はい、もう秋になった事だしブログを衣替えしようかと......

「ほ〜、それは良いではないか」

はい、でも....いったいどうすればブログの衣替えができるのかわからなくて

「それで、この私を呼んだと。」

はい、結果的に.....

「わかった。....しかし、すぐに教えてしまってはおぬしの力にならん！」

そ、そうですけど

「自分なりに考えてみたのか？中年〜」

考えましたよ！.....すいません、ちょいちょい中年挟むの辞めて頂けます？

「それではまず、それをこのブロゴッドに聞かせてくれ」

はい。

やはり季節も寒くなるので、秋から冬にちなんだ話題を着込もうかと

「具体的に、どんな話題を？」

はい。

家族で紅葉狩りに行ってきました〜とか、

今年もスノボード行っちゃうぞ〜とか、

冬とともに終わった大恋愛の話とか

みんなで闇鍋しました〜とか...........

「まてまて、結構出てくるではないか！話題豊作ではないか！」



「いや〜ビビっちゃったよ〜、ちょっと聞いただけでこれだけ出てくるんだも〜ん！」

「YOU 天才？まさにブログの申し子だよ〜！」

あ、ありがとうございます！

「今日は時間がないからここまでにしとくけど、いや〜久々に焦ったね！」

「そんなにブログの才能あるのに何で悩んでたのよ〜」

あ、はい。

でもやっぱり駄目ですよ〜！さっきみたいに嘘ならスラスラ出てくるんですけど〜

「......嘘？」

え、はい。

「さっき挙げた話題は全部、嘘だったのか〜？」

........

「このバカち〜ん！神様のいや、このブロゴッドに嘘なんかつきおって〜」

「さっきのドキドキ感をかえせ〜！喜んで損したじゃね〜か！バカもの〜！」

す、すいませ〜ん！！

「お前みたいな奴は衣替えする前に、心を入れ替えろ〜！」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

.........

お、怒られちまった。



出会って速攻で、起こられちまった！

.......

ふん！衣替えなんかヤメたヤメた！

ど〜せ、肝心の中身は妄想ですし、

怒られたせいで、「士気」がなくなってしまったからね

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



引越し

「引越し」

を、したのである。

と、言ってもブログのお引越しをしたのである。

別に重たい荷物をもったわけでもなく、

ただ時をまっただけで、別段なんの感情も沸いてはこない

・・・

テイ！テイ！テイ！ドドンパ！ドドンパ！

な〜にを、ローテーションで引越しを語っておるのだ！

引越しだぞ、引越し！

人生において、幾度とない経験だぞ！

よ〜し、ものは書きようって様を見せてやる!!

------------------------------------------------------------

わ〜、ここが新居か〜！う〜ん、いい香り〜

ふ〜、疲れたけど荷解きしないとな〜！

さてと、

まずは「妄想」をここに置いてっと、

おぉ、ピッタリ！すごい馴染んでる！



お次は、「時事ネタ」をここにっと、

そんでもって「ちょっといい話」、

う〜ん、「ちょっといい話」は部屋に合わないな〜

よし！思い切って捨てちゃおう！

「コンプレックス」をここに置いて・・・うん！バッチリ！

・・・

あ〜！

マジかよ〜！

マジなのかよ〜！

・・・

「過去の思い出」が、割れてる〜！

あ〜あ、もうこれ手に入らないのに・・・

しょ〜がない！これからはもう振り向かないぞ！

・・・

「時折見せる知的さ」をここに置いてっと

ふ〜、

よし！最初はこんなもんだろ

・・・

あ！いっけね〜



ご近所さんに、挨拶に行かないと！

粗品の「コメント」を持ってっと・・・

（ピンポ〜ン）

・・・

おぉ、この部屋は「アニメ系」の人か、

（ピンポ〜ン）

・・・

おぉ、この部屋は「おバカ系」の人か、

どうりで話が合ったわけだ！

次は・・ここか

（ピンポ〜ン）

・・・

おぉ！おぉ！オ〜ウ！

・・・げ、げ、芸能人じゃ〜ん！

しかも、今売り出し中のアイドルじゃ〜ん！

噂では結構、芸能人が住んでるって聞いてたけど

マジかよ〜！なのかよ〜！

ヤバイ！テンションが上がってしまった

楽しみだ！これは楽しみだ！

めくるめく新居生活が始まるぜ〜！



------------------------------------------------------------

やっぱり、これくらいのテンションで行かないと〜

誰も遊びに来てくれないな

・・・

は！？

イカ〜ン！

急いで、いったん前の部屋に戻らないと！

一番大事な話の「オチ」を、忘れて来てしまった

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



名場面

｢なんじゃ〜こりゃ〜！｣

ジーパン刑事、殉職シーンの名台詞

・・・

やりたい、

一度で良い、あんな｢名場面｣を

殉職シーンとやらをやってみたい！

しかし、今から役者を目指すなんて・・・

は！？

お、俺にはあるではないか、妄想サンクチュアリが！

よ〜し、今から夢・・叶えます！

・・・

シーン16・カット3



｢まるで刑事｣殉職シーン・・・

よ〜い！スタート〜

-------------------------------------------------------

｢や、やめるんだ！そんな事して何になる、

まるで、ドリンクバーでちょっとずつ色んなジュースを混ぜる子供かのように・・・｣

｢社会に不満がある？誰にだって不満の一つや二つぐらいあるさ、

まるで、結婚2年目の夫婦かのように・・・｣

｢いいから銃を降ろすんだ！さぁ、こっちへ渡せ！

まるで、もらったお年玉を親に渡す子供かのように・・・｣

｢お！お・・・い・・｣

----バン！バン！----



｢お、お前・・・何で・・・

まるで、ボタンを押してから答えを考えるクイズのパネラーかのように・・・｣

｢お、おい！どこに行く・・・

まるで、買い物の途中で突然キレた友人かのように・・・｣

｢な・・な・・なんじゃ〜こりゃ〜、

まるで、太陽に吠えろのジーパンかのように・・・｣

｢あ・・熱いよ・・か〜ちゃん・・・

まるで、阪神ファンかのように・・・｣

｢も・・もう痛みすら・・感じね〜・・・

まるで、バファリンを飲んだ後かのように・・・｣



｢お・俺・・・死ぬのか・・・、死にたくね〜よ〜

ま・・まる・・まるで・・・｣

-----------------------------------------------------------

・・・

ん！？ダ・・ダセ〜

殉職シーンを舐めていた・・・

やっぱり素人がやってはいけない領域なのだ！

それ以前に・・刑事の設定を間違えていた・・・

まるで、初めてのデートかのように

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



ワールドカップ

｢ワールドカップ｣

が、まもなく始まる！

今までの大会と比べ盛り上がってないと言われているが、応援しなければ！

応援するのはいいが・・・

あらゆるスポーツの中でダントツの注目を集める大会

そんな、夢のような舞台でプレーできたら・・・

あんな可憐なパス回し、したいな〜！

しかし昨日、代表選考からもれてしまったし・・・

あ〜あ、

ん！？

可憐なパス回し・・・

出来る！この少しイビツなフィールドでも出来る！



｢パス回し｣それは・・・

ある意味｢連想ゲーム｣！

連想ゲームと言う名のパス回しで、豪快なゴールを決めるのだ！

よ〜し、やっぱりスタートは｢ワールドカップ｣からだな・・・

ワールドカップといえば・・・・波乱の結末、

波乱の結末といえば・・・・期末テスト、

期末テストといえば・・・・早く帰れる、

早く帰れるといえば・・・・新幹線、

新幹線といえば・・・・旅行、

旅行といえば・・・・2泊3日、

2泊3日といえば・・・・レンタルビデオ、

レンタルビデオといえば・・・・ヘンな洋画、

ヘンな洋画といえば・・・・スティーブン・セガール、



スティーブン・セガールといえば・・・・ポニーテール、

ポニーテールといえば・・・・80年代アイドル、

80年代アイドルといえば・・・・松田聖子、

松田聖子といえば・・・・ディナーショー、

ディナーショーといえば・・・・豪華な料理、

豪華な料理といえば・・・・お正月、

お正月といえば・・・・昔ながらの遊び、

昔ながらの遊びといえば・・・・カン蹴り、

カン蹴りといえば・・・・シュート、

シュートといえば・・・・サッカー、

サッカーといえば・・・・ワールドカップ

ワールドカップといえば・・・・



ん！？ワールドカップ！？

・・・・

パス返ってきた・・・

豪快なシュートを決めるつもりが

ず〜とパス回ししか、やってなかった！

これはイカン！

こんな事では、やっつけで連想したと思われる・・・

これはマズイ！

もっと練習して｢得点力不足｣を解消しなければ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



テスト

「テスト」 である 。

i phone からのブログ投稿テストである。

テストである以上 試しているのだが・・

何故か試されている気分なのだ！

最新鋭のスマートホンを使って いったいどんな事を書くのか？

ブログに試されている。

・・・ テイ！テイ！テイ！ いったい俺を誰だと思っとるのだ！

こちとら妄想界の貴公子だぞ！ そこらへんの三流ブロガーと一緒にしてくれるな〜！

よ〜し！ 今から面白ろ可笑しく世相をぶった切ってみせるぞ〜

・・・ いや〜あれだね！ そう！消費税！ 上がるとか上がらないとか!?

もう！上がるのは給料だけにしてもらいたいもんですわ！

このままでは消費税ならぬ浪費税ですわ・・ ・・・



上がるとか上がらないとかと言えば そう！株価！

東証一部やらナスダックやら 取引が忙しすぎて猫の手も借りたい！

ってぐらい景気が回復してもらいたいもんですわ！

今だと猫の手借りる前に「招きネコダック」の力借りたいぐらいです！

あの人気にあやかって 景気回復を早く招いてもらいたいみたいな・・ ・・・

招くと言えばアレだね！ アレかな？ いやアレだよ〜！

コレじゃなくて アレだって！ ん!? コレじゃないって〜！ソレだって〜 じゃ〜ドレ？って

・・・わかんね。

・・・ 無理だ！俺には無理だ！

面白ろ可笑しく世相を切るなんて・・

イカン！ この「テスト」・・解けね〜！

正解がまったく見えない！ は！？待てよ そもそもこんなブログに正解も不正解もないんじゃか!?

そうだ！そうだよ‼ 正解が無いなら間違えようが無いもんな！



あ〜良かった〜 これで「０点」をとる事はなくなったぞ〜！

イエーイ！ ・・・ ん！？あちゃ〜！

やってもうた・・ 「０点」とってしまってた〜！

は〜あ。俺としたことが・・ 読み返したら今日のブログには「、」がない 　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 iPhoneからの投稿



ふつう

「これで、良いのだろうか？」

最近、色々な人のブログをチェックする度

もっとこう、「ふつう」なブログの方が見る人も楽しいのではないか？

今日は何処どこに行きました〜、とか

今日の晩御飯は〜、とか

・・・

よし！今日は一般的なブログスタイルで書いてみるか！

ものは試しと言うからな、

それじゃ〜、スタート！

----------------------------------------------------------

今日は、天気も良かったのでドライブに行ってきたよ〜！

やっぱり、この季節はアガるよね〜



その途中に、ちょっとショッピングセンターに寄ったよ

まず向ったのが「トイザラス」！

今のトイザラスって、カブトムシとか売ってる！！

しかも、外国のやつ！スゲー

そんで「LEGO」をチェック

最近のLEGOも凄いのよ！もう昔とは大違い

なんか動いたりするし・・・

で、次に「ヴィレッジバンガード」に！

ここ大好き！色んな雑貨あるし、漫画もあるし♪

あ、そういえば「バガボンド」の最新刊が出てた〜

あれ途中までしか読んでないから、また買ってみようかな〜

そうこうしてたら、日が暮れてきたんで

家に帰ってきました〜



今日は映画でも見て寝ようかな？

よ〜し、明日から仕事！頑張るぞ〜

--------------------------------------------------------

・・・

ジーザス。

何なんだこれは！

何の危機感もないではないか！

トイザラスでカブトムシ見たんだろ！

・・・aikoを絡めろよ、しかも外国のaikoだぞ

「かなり背の高い〜♪」とか何かあんだろ！

「LEGO」見たんだろ！

じゃ〜対抗して「EGO」だろ



「無駄に飛行場を作るキット」とか社会派にもっていけるだろ！

そんで、途中までしか読んでないだろ「バガボンド」

買ってみようかな〜、じゃないよ！

そっからは妄想だろ！サンクチュアリだろ！バカボンのパパ登場だろ！

宮本武蔵 vs バカボンのパパ

・・・・最高じゃないか！

あ〜あ、やっぱり自分には無理だ

「ふつう」に日記を書くなんて、

もう野党でいいよ！

「ふつう」になんてなれないよ！

よ〜し、やはり今までどうりのスタイルで書き続けよう

誰も得しない、くだらない妄想・・・

うん！　「コレでいいのだ」



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



流出

「流出」

けしからん！

けしからんぞ〜！

試験問題を、どこぞの掲示板に流出させおって〜

いったい何を考えておる！

試験というものは、正々堂々と挑まなければならんのだ〜！

.........

にしても、

気になる！

いったいどうやって試験問題を流出させたのだ？

カメラでとって？

いや、問題を写すならまだしも、インターネットの掲示板に貼付けるなんて

複数か？複数犯なのか〜？

わからん！



さっぱり、わからん！

...........

しょうがない！

こうなったら、しょうがない！

行っちゃうしかない！

事件が起こった教室に！

よ〜し、

それでは「妄想大学入試」発進〜！

--------------------------------------------------------------------------------------

ここが事件が起こった教室か〜

お〜、やっぱり試験会場ともなるとピリピリしとんな〜

う〜ん、見渡してみたものの

怪しげな人物は見当たらんな〜

　　（キ〜ンコ〜ンカ〜ンコ〜ン）



おっ！試験開始だ！

..............

う〜ん、最近の試験はこんなに難しいのか〜

そりゃ誰かに聞きたくなる気持ちもわからんでもないな〜

.............

始まって３０分ぐらい経つけど、怪しいヤツはおらんな〜

ん！？

どうした！

「よ〜し！そろそろ始めるか〜！」

な、なんの声だ？

「了解！」

ん？　ん？　どうなってんだ〜

この教室の生徒全員、パソコンやら携帯やら取り出したぞ〜！

..........

おい、おい、さすがにマズイだろ！さすがに〜



試験管！　試験管！

「はい！？」

はい、じゃね〜よ！　はやく辞めさせないか〜！

全員カンニングになっちまうだろ〜が！

「はい！？」

だから、はいじゃね〜って！　ヤメさせろって〜

「何をですか？」

だから〜！　試験にパソコンやら携帯やら使ったら駄目だろ〜が！

「何で駄目なんです？」

カンニングだろ！　答え盗み見たらカンニングだろ〜よ！

「あの〜、最近はコレが主流なんですよ〜」

は〜、何言ってんだお前！？

主流ってなんだ、主流って！

「時代の流れってヤツですよ」

「今やコレが当たり前なんです！大人も子供も！」



「今やコレが当たり前なんです！大人も子供も！」

......

い、意味がわかんね〜！

だから〜、カンニングをヤメさせろって〜！

「別に辞めさせませんよ！」

な、なんでだよ！

こんな不正あって言い訳ね〜だろ〜

「何言っても駄目ですって」

「だってみんな、ちゃんと真面目に’怪盗’してますもん！」

--------------------------------------------------------------------------------------

..........

は、は、は、

一本取られちゃった、怪盗だけに.....

スマン！



ちゃんとやる！

これからちゃんと書くから〜！

............

ふ〜、

一体どうやったら、面白いブログが書けるのかって

まずは、yahoo知恵袋で聞いてみるか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



満月

「満月」

いつの世も、月は美しい。

満月ともなれば、また別格、

仕事の失敗も忘れさせてくれるぜ・・・

ん〜ん、何故かテンションまでも上がってきてしまう。

・・・

ぬお〜、ぬお〜、テンションが〜

テンションがフルスロットルに達しようとしている〜！

こ、このまま行くと「狼男」に変身してしまう〜

おぉ〜・・・アテンションプリーズ!!

・・・

って変身するわけね〜、あれはフィクションだからな

で、でも、このテンションを抑えることができない!!

は！？こうなったら、アレを使うしか！

よ〜し！

妄想サンクチュアリ出動！

--------------------------------------------------------------

お！今日は綺麗な満月だ



お！今日は綺麗な満月だ

う〜ん、自然とテンションも上がるね〜

ん！？

体の様子が変だ！

何か体の中から・・・変な感覚が・・・

ま、まさか！狼男に？

あ、あ、駄目だ・・・

アテンションプリーズ!!

・・・

って妄想でも変身できるわけね〜つ〜の。

は〜、なってみたっかたな〜狼男に・・・

（　トン トン　）

ん〜、

わ〜！誰だよお前は！

「狼男っす」

はい〜？

「狼男っすけど、呼びました？」

よ、呼んでね〜よ！つ〜か、狼男〜？

「はい！」



・・・全然普通じゃん。普通の若い兄ちゃんじゃん。

「は〜、でも狼男っす！」

あ〜あ、わかった！名前が狼男っていうんだ〜

「いや、名前は太一です」

・・・ごめん。俺が言っている狼男って言うのは〜

名のとうり、毛むくじゃらで、鋭い牙で〜、まさにオオカミ！っていう人間の事なんだけど？

「いや、これが狼男ですけど？」

だから〜、太一君だっけ？全然普通の人間じゃん？

「・・・1つ言わしてもらって良いっすか？」

「狼男が毛むくじゃらで、鋭い牙で〜、まさにオオカミ！って、そっちサイドが勝手に作ったイメ

ージっすよね？」

ん〜ん、まぁ〜そうだけど・・・あまりにも・・・普通すぎ・・？

「いや俺全然、狼男っすけど！今日の満月で変身しましたし」

ちょ、ちょ・・・どこらへんが変身したの？

「はい！俺、普段は坊主頭ですけど、今ショートカットぐらいあるじゃないですか〜」

「結構、体毛薄い方ですけど、今普通ぐらいあるじゃないですか〜？」

「歯だって、変身前に比べたら、ちょっと鋭利になってるし」

そ、そんな分かり難い範囲での変身なの！?

「いや〜、気持ちだって『俺は狼だぞ〜』ってなってますけど？」



うん、わかった！いったんメンタル面の話は置いておこう・・・

た、太一君ね。もしか」して気のせいって事はないかな〜？

ほら、今日は満月だし！テンションあがちゃったみたいな　!?

「そ、そんな事ありません・・・変身しました・・・」

わっかた、錯覚じゃない？良く思い出してみて変身前の姿

髪の毛は〜いつも・・それぐらいって事はないかな〜？

「・・・か、髪の毛・・・普段もこれくらいです・・・」

そ、そうだよね〜。満月見たからって伸びないよね〜？

「は、歯も昔から犬歯が鋭いっていうか・・・」

そ、そうだよね〜

「体毛も普段から、だいたいこれぐらい・・・」

だ、だよね〜。なんでさっきオーバーに言ちゃったのかな〜？

「・・・なんか・・満月みてテンションあがったと言うか・・・」

だよね〜！・・・うん！わかる！わかるよ太一君！

俺だって満月みてテンション上がったくちだからさ！じゃ〜変身は？

「・・・し、してないです・・」

・・・

良かった〜！



ほっとしたよ〜。急に現れて変なこと言い出すからさ〜

最後にもう一回聞くけど、太一君は「狼男」ではないよね〜？

「・・・狼男っす。でも俺やっぱり狼男っす！」

え〜！なんで〜？さっき満月みて変身してないっていったじゃ〜ん？

「はい！確かに満月をみて狼には変身してません！」

ほら〜！

「・・・でも父が言ってたんです。男はみんな狼だって」

--------------------------------------------------------------

・・・

な、なんじゃこの妄想・・・

せっかくあがったテンションも、一気に下がってしまったではないか！

あ〜あ、仕事でミスもするし・・・

今日は、ほんとに「ツキ」がない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



アップル

「パソコン」

を買い替えたのである。

windowsからMacに、

お、俺、アップルユーザーになります！

あのオシャレでカッコイイ国に旅立ちます！

今はまだ「青りんご」ですけど・・

・・・

が、しかし

i pod やら　i phone は使ったことはあれど

今までMacなんぞ使った事はなく、

真のアップルユーザーになれるか、不安でいっぱいなのである

いや、不安で押しつぶされそうなのだ〜！

操作とか全然ちがうと聞くし・・・

なにせ初体験なのだ！想像がつかん！

と、いうより変な妄想しか頭を過ぎらない！

Macを持ったとたんに

・・・

見知らぬ人が、自宅にドライブスルーしにきたり・・・



勝手に、7人の小人が部屋の中を走り回ったり・・・

好きなお笑い芸人を、勝手に「ハイヒール」にされたり・・・

家のＣＤを全部、「ビートルズ」に変えられたり・・・

一日三食、バーモントのカレーライスを食べされられたり・・・

裁判での判決が、「無罪モナトリアム」だったり・・・

いきなり、パックンの相方にさせられたり・・・

はたまた、樹木希林とデュエットさせられたり・・・

理由もなしに、狩られたり・・・

・・・

ぬお〜！

考えれば、考えるほど不安が広がる・・・

あ〜、イカン！

ふ、不安で押しつぶされそうだ・・・

そ、そうだ！こうなったら、



気分転換に、「窓」でも開けよう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



情熱

「情熱」

である。

何をするにおいても、一番大事なのが「情熱」なのである。

で、情熱といえば、

そう！

「情熱大陸」なのである。

.............

で、出たいよ〜

今をときめく人に密着取材し、新たな一面を発掘する。

そんな番組に出たいよ〜！

神様、プリ〜ズ！

.....

っと言ってみたもの

パッッションはあれど、いちブロガーが出れる訳もね〜か〜

あ〜あ、

！？

で、でれる！

インタビューを受けれる！



れ、例のヤバいブツえお使えば！

ど、ドキドキしてきたぜ〜

時期が時期なだけに「ヤバいブツ」を使う緊張がパナイぜ〜

パナイぜ〜！パナイぜ〜！パナイぜ〜！パナイぜ〜！

ん！？

何回も言うな？「ミニにタコ」ができる？

...........

よ〜し！　「妄想大陸」スタート！

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

それではインタビュー始めます。

まず始めに、何故ブログを書こうと思われたのですか？

「ん〜ん、.....才能かな」

さ、才能ですか？

「うん、そうだね。俺の才能がキーボードを叩いてるよね」

それでは、何かきっかけがあって始めた訳ではないと？

「そうだね。ん〜、きっとこの時代にダヴィンチがいたら同じ事したと思うよ」

そ、そうですか。ブログのアクセス数はやはり多いですか？

「ん〜、少ないね」



す、少ないんですか？やはり増えて欲しいと？

「ないね。そんなミルフィーユないね。」

ミ、ミルフィーユ？

「あ、甘い考えって事ね。俺の中ではミルフィーユって呼んでるから」

あ ......はい。じゃ〜別段、読まれなくてもいいと？

「そうだね。ん〜、死んだ後と後とかに評価されるんじゃないかな〜ゴッホみたいに」

ゴッホですか？

「そうゴッホ。トッポでもいいよ。」

お、お菓子のですか？ゴッホをトッポですか？

「ジョークだよジョーク。君、可笑しな人だね〜」

は、は〜。

そ、それでは、ブログ記事についてですが。いつ内容を決めているんでしょうか？

「................。」

え、いつ内容を

「ちょっとさ〜、そりゃないんじゃない？」

はい？

「スルーですか？インタビュアーがスルーですか？」

は、はい？

「お菓子と、可笑しい。かかってんじゃん！ダジャレじゃん？」



そ、そうだったんですか？

「も〜、そんな事じゃ辞めちゃうよインタビュー」

す、すいません！まったく気付きませんでした！

「ったく！」

ほ、ほんとに、すみません！続けてもらっても宜しいですか？

「....謝ればいいいと思って。ほんとにミルフィーユだね君は！」

もう...やってもらえないんですね...?

「やるよ！しょうがない！で、質問はなんだったけ？」

ブログ記事についてですが。いつ内容を決めているんでしょうか？

「内容か〜、ん〜いつとは決まってないよ」

ダジャレか！内容と「ないよ」のダジャレか！

「ダジャレさ！内容と「ないよ」のダジャレさ！」

「やればできんじゃ〜ん！」

あ、ありがとうございます！

それでは！最後にブログを読んでいる読者に一言お願いします！

「ん〜、やっぱり俺のブログは.....読むというより感じてくれ、チャオ」

...............

（はい！OKです〜！）

今日はお疲れさまでした！



「お疲れさん。ところでさ〜この番組、視聴率いいの？」

はい、おかげさまで！

「じゃ〜、これでブログのアクセス数はかなり上がるな〜」

........

ん〜ん、今日のインタビューの感じだと......

それはミルフィーユかもしれません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

..........

なんじゃ〜い！ミルフィーユって！

妄想にしても、もっとちゃんとした受け答えがあるだろ〜！

何なんだ！あの大物キャラは！

..........

は！？

しまった！

普通に妄想するつもりが、間違って「誇大妄想」をしてしまった

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



カウンター

「カウンター」

相手の意表を突く攻撃。

ボクシングでいえば「カウンターパンチ」。

サッカーでいえば「カウンターアタック」。

恋愛でいえば「携帯チェック」。

・・・

ともあれ、カウンターという作戦は非常に効果的。

カウンターが決まれば、

ボクシングでいえば「K.O」

サッカーでいえば「得点」

恋愛でいえば「悲しい結末」

が待っているのだ！



・・・

これはまさに、心の隙間を突く芸術。

したい！したいよ〜！

よ〜し、こちとら一流ブロガーだ！

妄想サンクチュアリの破壊力みせてやる

今日のブログで見事な「カウンター」を決めるのだ！

それではスタート！

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



禁煙

時は来た！

時は来たのである！

皆ぬもの〜！拳を掲げよ〜！我に続け〜！

そう、

「禁煙」である。

とうとう禁煙をする時が来たのだ！

もちろん、理由はタバコの「値上げ」である。

.......

もう、ここで文句を書いてみても始まらない！

って、ボケー！

ナンボほど上げりゃ気が済むんだ〜！え〜！

タバコに関しては天井知らずかえ〜！ボケ〜！

.......

ふぅ〜、とにかく禁煙をする事にしたのだ。

辛いぜ〜、辛い別れだぜ〜

１０数年、ともに過ごしてきた恋人。

そんな簡単に忘れられるわけないでしょ〜が〜！

世間では簡単に禁煙、禁煙いいやがって！



世間では簡単に禁煙、禁煙いいやがって！

禁煙はするから、最後にゆっくり挨拶させろ〜タバコさんによ〜

よ〜し、いくか！

別れを告げに行きますか！

それでは、妄想サンクチュアリ発動！！

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

お！こっち、こっち！

「どうしたの？急に」

わ、わり〜な

「どうしたのよ？」

う、うん....

「は！？体調でも悪いの？」

「そ〜いえば最近、体が怠いって言ってたし？」

ち、違うんだ

「じゃ〜どうしたの？神妙な顔しちゃって！」

「あ、他に好きな子ができたとか？最近デートの回数も減ってきてるし」

「メンソールとか言う、ギャル系にそそのかされてんじゃないの？」

........



「何か答えなさいよ！つ〜か否定しなさいよ！ジョーダン言ってるんだから」

.......

「え！？嘘でしょ？ほんとにメンソールと！？」

「ど、どうしてよ！......もしかして、私の事　重くなってきた？」

「それで、軽いヤツに乗り換えようって？」

.......

「ね〜、なんか答えてよ〜！」

す、すまん

「何で謝るのよ！何かやまし事したの！？」

「まさかの銘柄変更！銘変したの！」

「ほんとにお願い、ちゃんと答えてよ〜」

......わ、わかった。

お、俺、お前と別れる事に決めたんだ.......

「へ？な、なんて？」

お、お前と別れる！本日をもって！

「う、嘘でしょ！もう何年も一緒に過ごしてきたじゃない！」

す、すまない......

「や、やっぱり、他に新しい子ができたのね......」

ち、違うって



「じゃ〜どうして？」

「私に飽きたの？私じゃ物足りない？」

「教えてよ！別れる理由を教えてよ〜！」

......き、君との付き合いは、お金がもたない

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

..........

せ、せつない

妄想と言えど、切ない

.....

テイ！テイ！テイ！

何をセンチメンタルになってる暇なんかない！

もう別れを告げたのだ！禁煙だ！禁煙！

いかなる誘惑があろうと、

絶対、「復煙」してはならないのだ

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



プロポーズ

「お金がない」

昔のドラマのタイトルではない。

・・・

イッカ〜ン！

三十路過ぎの男がこれでは！

貯金もなし、所得も低し、借金もなし・・・

借金なしは、いいことやないか！

こんな事じゃ、恋愛おろか結婚なんて

夢のまた夢。

なにせこの不況、年々女性たちの目もシビアになって来とるのだ！

よし！これから少しずつでも頑張るのだ！

そして、素敵な「プロポーズ」を決めるのだ！

・・・

プロポーズ！？

そ、そうだった。

結婚の前にもう一つ、ハードルがあるではないか！

これから頑張るとしてもだ、いきなり　ホップ・ステップ・ジャンプするわけではないのだ・・

おそらく、

ステップ・ステップ・ワン・ツー・ステップ、そしてターンからのステップ！



ステップ・ステップ・ワン・ツー・ステップ、そしてターンからのステップ！

・・・

スッテップばっかりやないか〜い！

ふう、もとに戻そう。

こうなったら、なるべく断られ難い「プロポーズ」を考えなくては・・・

う〜ん、どんなのがいいかな〜

--------------------------------------------------------------------------

「結婚して下さい！これで102回目のプロポーズなんです！」

駄目だ・・・節操がないと思われる、

「結婚して下さい！とりあえず！」

・・・怒られるわ！とりあえずの後が気になるわ！

「結婚して下さい！ピンチはチャンスなんです！」

・・・そんなチャンスのれるか〜！

「結婚して下さい！昨日、夢で見たんです！」

・・・一生寝とけっていわれるわ〜！

「結婚して下さい！これも時代ってやつですよ！」

・・・どんな時代だよ！



しょうがない、ここはさりげなくファーストフードの定員に扮して

「ハンバーガーになさいますか？ポテトになさいますか？結婚になさいますか？」

・・・うん、ハンバーガーかポテトだよ！

--------------------------------------------------------------------------

は〜、ダメだ〜

いいプロポーズが浮かばん！

！？

と、いうよりも

「結婚して下さい！」だけでいいではないか！

なんでも、ストレートなのがいいんだよ！

例え、顔が悪かろ〜が、性格かど〜だこ〜だ、

もちろん、お金がなかろ〜が！

ありのままをぶつければ良いんだよ！

それでもし駄目だったとしても、

それは 「えん」 がなかった、という事にしておけば

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　チャオ



お金

「秘書！裏金もってこ〜い」

・・・言ってみたい。

こっちは表の金すらないのに

日本には「キング牧師」みたいな政治家はいないのか！

もはや怒りを通り越して・・・羨ましい

こうなったらもう、政治家になるっきゃない！

まずはマニフェストを考えなければ・・・

------------------------------------------------------------

[マニフェスト]

①大人手当て導入（子供ばっかりずるいぞ！）

②高速道路無料廃止（滅多に使わないからいい！）

③タバコ税廃止（愛煙家だからね！）



④公共事業推進（これで裏金がっぽがっぽ！）

------------------------------------------------------------

よ〜し、後はこれで選挙に勝つだけだな！

あ・・・選挙資金・・・

結局、金かよ！

金がないと政治家にもなれない世の中なんて・・・

こんな世の中変えてやる！

こうなったらもう、政治家になるっきゃない！

・・・ん？デジャブ？

------------------------------------------------------------

ふう〜、危うくアホのデフレスパイラルに陥るところだったぜ・・・

やっぱり政治家になるのは無理か・・

ん〜、今はラジオを頑張るしかないのね。



リスナーを増やし、一人でも多くの人に

この素晴しき無駄話　否　マニフェストを聞いてもらおう！

お金もない・コネもない・地位も名誉もない

・・・が、しかし

「I ｈａｖｅ a dream！」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



紅葉

「紅葉」

の季節の到来である。

気温も程よく、観光なんかうってつけだよ〜！

あ〜あ、早く紅葉狩りにでも行きて〜な〜

でも、まだちょっと早いか！

勇み足、勇み足。

もう、勇敢な足をもったバッカリに！

...........

でもな〜、後少しといえど

あの気持ちいい空気を味わいたいな〜！

フ、フ、フ

あれを使って、ちょっと早い紅葉狩りにでも行ってくるか！

よ〜し、妄想サンクチュアリ発動！

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ふ〜、やっとついたぜ〜

どれどれ、もう紅葉は始まっとるかの〜？

お！

何ともいえん、綺麗かつ切ない色に変わってるじゃないか〜！



何ともいえん、綺麗かつ切ない色に変わってるじゃないか〜！

ん〜ん、さっそく紅葉狩りだ〜！

って言っても、まぁ眺めるだけですけどね〜

..........

は〜、癒されるな〜

でもこんな感じに色が変わって行くって、自然てのは不思議だよな〜

ん！？

なんか遠くで、おっさん達が何かしてるぞ〜

うん！暇だし、ちょっと行ってみるか

.........

すいませ〜ん！あの、すいませ〜ん！

「何だね君は？」

いや紅葉狩りをしてたら、たまたまおじさん達が目にはいちゃって

何してるのかな〜って、ちょっと来てみたんです！

「一人か？お前は一人か？」

は、はい、そうですけど .....

「良いか、何も見なかった事にして帰んな」

な、なんでですか？

「いいから帰んな！」



何なんですか！理由も言わず帰れ帰れって！

さては不法投棄でもしてたんじゃ ....?

「バカも〜ん！そんなことするか〜！」

じゃ〜何してたんですか〜？

「しつこい奴だな〜！」

はい、小学生の時のあだ名「ネンチャック」でしたから

........

「は〜、絶対誰にも言うなよ！」

はい、絶対言いません！だって中学生の時のあだ名「沈黙の要塞」でしたから！

「どんな、学生生活おくってたんだ？」

「まぁ〜いい。実はな俺たちは、ここにある木々たちの栄養を吸い取ってるんだよ！」

は〜、栄養を？駄目じゃん！木々達の栄養吸い取ったら駄目じゃん！

「バカ！この無知！」

「好き好んでとってるわけないだろ！」

じゃ〜なんで栄養とってるんですか〜！

は！？まさか！

僕たちが紅葉と思っていたのは、おっさん達が栄養を取っているから .....

「その通りじゃ、それで木々達の色が変わり、やがて葉が落ちるのじゃ」

な。なんでいったいそんな事 .........



「薬だよ、薬。」

薬？木々達の栄養が？

「そうじゃ、市販されている薬ほとんどに木々達の栄養が含まれとる」

そ、そんな〜、この文明が進んだ社会で？

「信じられんかもしれんが、これが真実じゃ」

え〜！！

「ほら、テレビのCMで『何とかの半分は優しさでできています』って見た事あるだろ？」

あ〜！あります！

「あの半分は、本当は木々達の栄養なんだよ！」

そ、そうだったんですね

「まぁ〜、半分は優しさで出来ているってのはあながち間違ってないがな！」

ところで、この液体なんです？さっきちょっと飲んでみたんですけど？

「バカやろ〜！栄養の原液だぞ！」

「普通それを、かなり薄めて飲むんだぞ！」

え〜！！！だ、大丈夫なんですか！？

「まぁ〜、死ぬ事はないだろ。」

は〜、安心した！

でもさ〜、そんなに栄養とって大丈夫なのかよ！木々達は！？

「大丈夫に決まってんだろ！その証拠に春になればまた、青々と育ってるだろ！」



あ！？そっか！

「だからちゃんと自然に感謝すること忘れるなよ！」

は、はい！

.......

ところで、あの〜

「どうした？まだ何かあるのか？」

いや、何かさっきから良い話と反比例してテンションが上がってきてるんですけど......

もしかして、さっき飲んだ原液の .....

「は、は、は、原液そのままのんだから、気分が『高揚』しちまったんだな」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

..............

ぬ〜ん！

癒される為に妄想したはずが、

逆に気分が高揚してどうする！

あ〜あ、妄想で癒されようとしたのが失敗だったよ！

やはり、本物の紅葉を見なければ！

.........



ん〜ん、紅葉がもう少し進むのを、「一日千秋」の思いで待つとするか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                                                                                            チャオ



お月見

「お月見」

を、しなければ〜！

だって秋なんですもの。

秋の夜長に、月を眺めながら思いを馳せる！

お、大人じゃないか〜！

こ、これはしない手はないぞ！何たって大人！ビバ、大人！

月を眺めながら、あそこでウサギが餅をついてんのかな〜

なんて、ん〜ん　ロマンティック！

時折ドメスティック！餅を食べるのはチョップスティック！

...........

よ〜し、今宵は「お月見」とシャレこむか〜

って、今日、雨！

はい！終了！シャチョサン、サヨナラ！

............

ん〜ん、イカン！

「お月見」できないではないか！

せっかく、気分がノッてたのに〜

！？



いや、待てよ........

あれを使えば、お月見が出来るではないか！

業界人風に言えば「レーアー、バエツカー、ウォッチムーン、デキルヨ〜！」

よ〜し、それでは妄想サンクチュアリ出動！！

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

..............

デカ！月、デカ！

お月見と言うか.........月の上やないか！

確かに出来るだけ近くで、月見たいゆうたけどもやな〜

近！月、近！

これでは全然、月の全体像が見えん！

たまにあるんだよな〜、妄想の暴走。

「暴走妄想」

主演はもちろん！スティーブン.セガール！

............

ま、しょ〜がない！

月を見る事には変わりはない！よ〜し、月をちょっと散歩してみるか〜

もしかしたら、ウサギが餅つきているかも知れんからな！



............

へ〜、ほんとに砂みたいな物しかないな〜

おぉ、これがクレーターか！初めて生でみるぜ

ん〜ん、でも何処に行ってもあまり代わり映えせんの〜！

ん！？

ハ、フ、ホ！

い、いた〜！ウサギいた〜！

マジかよ！マジかよ！ウサギが間近よ〜！

し、しかもちゃんと餅ついてる〜！

こ、これは話しかけなければ、

.........

ウサギさ〜ん！

お〜い、ウサギさ〜ん！

「............ どうやっって来た....」

はい？

「どうやって来た！」

はい？

「ここまで、どうやって来たかって聞いてんだよ〜！」

す、すいません。も、妄想です.......



「妄想？」

はい。

「スペースシャトル的なもんで来たんじゃね〜のかよ〜！」

「は〜あ、興ざめ！おたくには、興ざめですわ！」

な、何をそんなに怒ってらしゃるんですか？

「は〜？怒る？こっちはもう怒りを通り超して悟りですわ！」

何があったんですか、いったい？

「忘れられたの！俺、忘れられたの月に！」

はい？

「５０年ぐらい前に置いて行かれたんだよ！ほら、人類初の月面着陸の時に！」

あ〜あ、学校の授業で習いましたよ！

「何かの実験で俺、月に連れて来られたの！」

へ〜、知らなかった。.......で、そのキネとウスは....

「ジョークだって！奴らなりのウィットに飛んだジョークだって！」

わ、笑えませんね..........

「だろ？しかも、いじってくれる人、いないんだぞ！」

なら、なんで餅がないのに餅つきしてるんですか〜？

「バカ！つく度にカコーン！カコーン！って音がするだろ！」

はい、



はい、

「もしかしたら誰か気づくかもしれね〜じゃん、俺に！」

...........はぁ〜

「は〜、帰りたいな〜！あの青い星に帰りたいな〜！」

そ、そうですよね。５０年帰ってないんですもんね

「その、妄想ってので連れて帰るって事は出来ないのか？」

た、たぶん無理ですね〜。

「そ〜か、お前よ〜帰ったら伝えてくれね〜かな！月にウサギがいますって」

は、はい。でもある意味もうそれは伝わってると思いますけど.....

「本当か？」

い、いやかなり意味合いが違うので期待しないで下さい！

「は〜、またしばらく突き続けるしかないのか〜？」

あ、あの〜すいません........

「何だよ？」

餅つきぐらいの音じゃ誰も気づかないと思いますけど......

だってここから地球ってメチャメチャ距離ありますし....

「わかってるよ！バカ野郎！」

「けどな可能性が０でも、俺は餅つきをするよ！だって一番大切なのは『粘り』だろ」



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

..........

か、カッコイイじゃね〜か！

久々にカッコいい妄想じゃね〜か〜！

よ〜し、ウサギを見習って小さな事でも粘り強く

この、人生の荒波に、己の足を進めるのだ！

例えそれが、「小さな一歩」であったとしても

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



節分

「俺の部屋にきなよ・・・」

女性への口説き文句ではなく、

明日、追い出されるであろう 「鬼」 に向けたメッセージ

まもなく日本の悪し風習 「節分」 がやってくる、

（鬼に豆をぶつけ邪気を払い、一年の無病息災を願う）

という意味合いがあるらしいが・・・

自分の家の鬼ぐらい、自分で面倒みなさい！

何故に追い出す！？

追い出された鬼たちは何処に行けばいいのだ！？

鬼の中にだって、お婆ちゃん鬼や、幼児鬼がいるかも知れないのに・・・

元来、人間の体には無数の病原菌が潜伏してる、

鬼を追い出したところで、無病息災など到底無理！



じゃ〜百歩譲って、鬼が病を引き起こしているとしよう、

それでも、まずは話し合おう

そして、お互いの妥協点を見つければ良いじゃないか！

「今年は軽い風邪までにして頂けます〜？」

等と、お伺いするのが大人ではないか

何より鬼だって好き好んで家に居るとは限らない、

何かしらの事情で居ついたのかも知れない。

その理由を解決しない限り、根本的な解決にはいたらない！

いきなり、豆を撒くという武力行使を実行する人間の方が鬼だ！

節分だけでなく様々なところで、

お互いを尊重し歩み寄る事が一番大切なのに・・・

最近の人間界はそれを忘れとる（社会派だぞ）！

打ち解けあい・理解しあえれば、もしかするとこの先



鬼と人間のロマンスだって起こり得るかもしれない！？

さぁ、明日から皆で鬼を受け入れよう！

悪し風習 「節分」から、「共に生きる」という事を学ぼう

そうすれば近い将来、

「俺の部屋にきなよ・・・」

と甘くささやく、鬼と人間のカップルを目撃できるかも！？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



冷蔵庫

「冷蔵庫」

なのである。

アップル社風に言えば、冷蔵庫nano　である。

この冷蔵庫 .....謎である！

まぁどうやって冷やしているのかも、わからないうえに

ときおり鳴る「ぶ〜ん」という音が謎なのである！

...........

なんじゃ〜い！「ぶ〜ん」って！

何が起こっているか、さっぱりわからん！

よ〜し！

ここはいっちょ、冷蔵庫を分解してみるか〜

......

ウェイ！ウェイ、ウェイ！

工藤静香風に言えば「ちょっとまってよね〜え〜♫なんて言ったの今〜♬」だ！

......

さておき、下手に素人が変にイジろうもんなら、壊れてしまう確率が高い！

ん〜ん、気になってしょうがないが、ここは諦めるか〜

......



ウェイ！ウェイ、ウェイ！

山口百恵風に言えば「ちょっとまって！プレイバック〜♫今の言葉、プレイバック♬」だ！

あるではないか！俺にはあるではないか！

何の役にも立たない、飛び道具が！

よ〜し！妄想修理スタート！

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「ぶ〜ん」

また鳴った！

いったい何が起こって「ぶ〜ん」って鳴ってるんだ〜！

気になってしょうがない、ここはいっちょ調べてみるか！

......

まずは表をチェックだな

..... う〜ん、異常は見当たらないな〜

って事は裏かいな〜、ちょっと裏にまわってっと！

そして、この背面パネルを外してっと、

ん！？　ん〜！？

と、扉がある！.....しかも観音開きの....

入りたくないけど、行ってみるか.......



ん！？

開けてみたら、今度は結構な深さの階段があるぞ！

降りてみよう、

..........

薄暗いところだな〜！

は、何か人の声がする！隠れろ〜

「こんだけ物が入ってたら、冷やすの大変だよ！まったく！」

な、なんか言ってる......

「しかも省エネ、省エネって言って、人員カットしやがってよ〜」

な、なんの話だ.....?

「おい！もう休憩終了だ！はやく戻るぞ〜」

........

ふぅ〜、見つからなかった〜！

てかいったい冷蔵庫の中で何をやってるんだ？

そ〜と、覗いてみるか

.......

え〜！！！

マジ！これマジ！

しょ、衝撃だ！これは衝撃だ！！



み、みんなで冷蔵庫の内壁に向かって......

「フー、フー」してる〜！

みんな必死で、「フー、フー」してる〜！

ま、まさか.....あ〜やって冷ましてるのか！？

だ、駄目だ！これは人に言えない！

いや、言ったところで誰も信じない！

..........

（　ぶ〜ん、ぶ〜ん！）

こ、この音だ！この音が気になっていたんだ！

いったいどこから！？

「誰だ〜！！携帯の電源を切ってない奴は〜！」

「仕事中は、マナーモードでも使用禁止と何回も言ってるだろ〜！！！」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

...............

「ぶ〜ん」って

け、携帯のバイブのバイブの音だったのか~

ふ〜、

これで謎が解けたよ！



これで謎が解けたよ！

........

ウェイ！ウェイ、ウェイ！

解けてない！解けてない！

工藤静香風に言えば「ちょっとまってよね〜え〜♫なんて言ったの今〜♬」だ！

あ〜、もう妄想と現実の区別がつかなくなってる〜

イカン！これはイカン！

目を覚ます為にも、ここは.......

少し冷蔵庫で、頭を冷やそう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



婚活

｢婚活｣

雑誌・テレビを見れば、度々出てくるが・・・

まだ、やっとるのか！

まだやっとる、と言うことは・・・

今までの活動では結果が出せてない！という事になる

う〜ん、

それはイカン！

少子高齢化が叫ばれる今、この状況は非常にマズイ！

それに、これから自分も婚活するかもしれないしな〜

ここは何とかしなければ・・・

！？

そうだ！グッズだ！



婚活グッズを作って、応援するのだ！

でも・・・どこで販売・・・

通販だ！

独身女性なら深夜の通販番組を見ている可能性も高い

よ〜し、スタート！

-------------------------------------------------------------

｢始まりました！テレホンショッピング！

本日は『婚活』に便利なアイテムばかり揃えました｣

「まずはこちら、『婚活ハチマキ』こちらを巻いて頂くと気合が入るという商品です

本日はなんと『活』の字を『勝』に変えた限定バージョンをご用意いたしました。

これを付けて激しい戦いを制してくださいね！限定20個です」

「次はこちらの商品、『コンカッツ咳止め』

やはり風邪をひいていては活動できませんからね〜」



「次の商品はとくにオススメ！嫌な上司、嫌味な先輩などストレスが溜まってしょうがない！

という方も多いのではないでしょうか？そんなストレスを解消してくれるアイテム

『お局summer』こちらの商品はゲルに水を含ませ、目・肩など疲れが溜まりやすい箇所に

押し当ててください！ゲルが冷たくなり、あ〜らスッキリ！日頃のイライラを解消です」

「さ〜早くも電話殺到です！

そうです！そうなんです！その勢いが大事なんです結婚は！・・・

す、すいません。つい熱くなってしまいました。

私も皆様に幸せになってもらいたい！と思うあまりに・・・」

「さぁ次の商品は『印鑑』

やはり婚姻届に押す印鑑は立派なものが宜しいですよね？

こちらの印鑑、なんと象牙！それに熟練の職人さんが装飾を施した一品です。

今回、私ども頑張らせて頂きました！お値段なんと・・・50万！



安い！しかも、ここだけの話この印鑑・・・・神秘のパワーが宿っているんです！

さぁ、今までの運の悪さを、この印鑑で葬りましょう！」

---------------------------------------------------------------

ん！？

後半の印鑑は・・・

もう、マルチ商法ではないか！

俺としたことが・・・

弱っている相手の心の隙間に入り込み、印鑑を売りつけようなんて・・・

反省だ！

こんな事だから、今だに独身なんだよ・・・

婚活の前に、もっと自分を磨かないと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



ヘルシー

「健康志向」

なのである、巷では！

夕暮れともなると、ジョギングやウォーキングなど

運動をしている人をやたらと見かけるのだ！

........

うん。

良い事だ！非常に良い事だ！

少しでも健康でいたい、若さを保ちたい、ストレス発散したい

理由は数あれど、

向上心があって、非常に良い事ではないか〜！

よし！

ここは一つ、その思いを見習って

このブログも健康志向でいこうではないか！

........

っと言っても、ブログを健康志向にってどうすれば .......

う〜ん、難しいな〜

.........

とりあえず、このブログを体で表現してみるか！？



となると、

まず「骨」は ...... うん、「文章の組み立て」になるな、

んでもって「筋肉」 ..... これは「表現力」になるかな〜

次に「血液」 ...... これは「文字」になるのかな

で「水分」　...... 体での６０％ぐらい占めるものだから「やる気」だな！

は！？　「心臓」 ...... これはもちろん「オチ」！

じゃ〜「脳」は ....... は、は、は　「妄想」と言う事になるな！

よ〜し、これらをふまえて「健康志向」なブログを書くぞ〜！

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

かんぽ〜イ！

今日もノリノリで、いやモリモリで、いやゴリゴリで更新するズウォ〜イ！

するズウォ〜イ！するズウォ〜イ！するズウォ〜イ！するズウォ〜イ！

（やばい、水飲みすぎた）

さ、さ、さ、最近ぬっきり、秋めいてきたの〜ン

（い、痛い！骨がきしむ ....)

秋といったら、スポルと！いやスポーツばべ〜！

最近さ〜、ランデブーにはまちゃって

！？



あ、ランニングにロックオンでさ〜

（き、筋肉痛がひどいぞ .....)

実際走って、み、み、み、み、みるとさ〜

こ、こ、こ、これが万歳〜

（血液の流れも最悪だ〜）

（い、いかん、ここは妄想で）

は、走ってると、い、ろ、い、ろ、な妄想がヘッドを横断するわけどす

もし今が駅伝大会だったらとか、

「つなげ〜、この襷をつなげ〜」

「そうそう、いっぱい襷を繋いで白線流しだ〜」

（脳に腫瘍の疑いあり）

と、渡嘉敷 .... とかさ、

（いいかん！こうなったら強引にでもオチにもって行かなければ！）

やっぱり、ランニングだけに！

やっぱり、ランニングだけに！

やっぱり、ランニングだけに .................

（心停止）

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



........

な、なんでだ！

ブログで健康志向を試みたはずなのに

こんな結果に .....

は！？

そうか！

いくらブログで健康になろうとしても、

まず現実が健康でないと書けないのか〜！？

ぬお〜！

盲点！盲点！

確かに最近、不健康だったからな〜

なら、たった今から健康になる事をしなければ、

今からランニングもな〜、夜中だし！

！？

そうだ、今から「睡眠」をとるとしよう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



地震

「地震」

である。

いまさら、説明するレベルの話ではない。

多くの方が被災した。

今尚、戦っている。

自分に出来る事はない。

一つを覗いては、

それは　...........

そう！　妄想　！

今回、何故こんなにも揺れたのか！？



その謎を解き明かす為、

震源地の海底に行ってこようと思う。

............

まぁ、まぁ、不謹慎と言うなかれ

いや、不謹慎で結構　！

自分！　　スタンスは変えても、スタイルは変えませんので　！

は、は、は

よ〜し、いくか〜！

「妄想サンクチュアリ」　発動！

----------------------------------------------------------------------------------------------------



ふ〜、到着。

ここが、震源地の海底か〜

この辺りを通っているプレートが動いたって言ってたっけ

う〜ん、

わからん！ってか海底、暗！

全然何もみえんやんか！

これじゃ〜、揺れた理由もナンもわからんな〜

しょ〜がない、諦めて戻る.....

ん！？

ん〜！

何か光ってる.....？



ってか、光が漏れてる　........！？

.........

ドア　！？

ド、ドアあった！

こんな海底にドアあった〜！

い、行ってみるか！？

..........

結構、通路は広いな〜

.........

長い！



もうかれこれ、何十キロ歩いてんだ .......。

ん！？

ドアある。

めちゃめちゃデカイ、扉がある。

これ一人じゃ開かないだろ〜！

（ウィ〜ン）

自動かえ〜！

すげ〜な、こんな海底で自動ドアって

........

な、なんじゃ〜こりゃ〜！



ロ、ロックフェスやってんじゃね〜か〜！？

し、しかも、よく見たら人間じゃね〜

..........

つ〜か、いったい何人いんだよ〜

何万とかのレベルじゃね〜ぞ

（　ビーコン、ビーコン、不審者発見！不審者発見！）

やっべ〜！見つかった〜

に、逃げ

.........



(不審者確保！不審者確保！）

い、痛って〜、

こ、ここは..........ステージ！？

「気が付いたかね、地上人？」

だ、誰だ？

「私はこの地底人地区を取り仕切っている、スカイと申す」

ふ、地底人のくせしてスカイって！

「地上人がこんな所で何をやっておる？」

何をって ..........

「百年に一度の地底フェスタに水を差したとあらば......」



あらば......?

「このステージ上で、公開処刑に処する」

うっそ〜ん！

ち、違うんです！水を差しに来たんじゃないんです！

地震の原因を探しに来たんです！

「地震の原因〜？何をわけのわからん事を言っておる？」

わけわからんじゃなくて〜！

地上では先日、もの凄い地震が起きてるんです！

「ほ、本当か？」

はい！ほんとっすよ〜！

「っで、原因はわかったのか？」

....... はい。

あの〜お聞きしたいんですが〜、先日このフェス結構盛り上がりました？



「うん！ちょうど百年に一度の日だったからね〜」

みなさんノリノリで？

「そりゃ〜もうノリノリで」

た、たぶんそれです。じ、地震の原因.....

「フェ、フェスの盛り上がりが地上を揺らしたと？」

そ、それしか考えられません！

「............。」

す、すいません！１００％それが原因とは限らないんですが....

今をもって、ロックフェスを閉幕して頂けませんか？



「........ わかった。終わろう。」

あ、ありがとうございます！

「地上の被害は大きいのか？」

はい....

大きいとかのレベルを超えてます........

「そうか.....。」

「何か我々に出来る事はないか？」

う〜ん。節電！？

いや！

皆の無事を祈って下さい！それだけで、それだけで結構です！

「わかった、祈ろう。」

「ここにいる全ての地底人で祈ろう」



あ、ありがとうございます！

地上の皆に伝えておきます！！

「よろしく頼んだぞ！」

「よし、帰りはこのステージの奥に地上と直通のエレベーターがあるから

　それで帰るとよい」

はい。

「青年、何を暗い顔をしておる！？」

..... こ、こから。いったいどうなるのか

不安で、不安で仕方ないんです......

「は、は、は」

ど、どうしたんです！？

「昔、一度だけ地上のニホンという所に行った事があるんだよ」

そ、そうなんですか〜



自分そっから来たんですけど......

「そうだったのか。思い出すな〜

地底人と同じぐらい勤勉で、努力家で。そんでみんな恥ずかしがり屋でな〜

口べたなんだが、皆思いやりがあったな〜」

........ はい。

「色々と揉めた事もあったが、芯が強くて苦労したわい！

ほんとに綺麗だったな〜、あの時の空は。だから名前をスカイに変えたんだよ！」

....... なんで別の国の発音にしちゃったんですか〜！空でいいでしょ！空で！

「いや、あれはなんだと聞いたら、スカイと教わったんだよ！

たしか、カクモトリョーマとか言う地上人に教えてもらったぞ、１００年ぐらい前に」

そ、そうだったんですね。

「青年よ案ずる出ない、私が見た地上が続いているならば心配ない！」

はい！

「さぁ、行くんだ〜！」



はい！色々とありがとうございました！

それでは！

......

「お〜い青年！くれぐれも『自信』をわすれるなよ〜」

だ、ダジャレっすか〜

「は、は、は、激震が走っただろ〜」

----------------------------------------------------------------------------------------------------

........

い、良いヤツだった......地底人。

で、でも最後ダジャレて〜！

こ、こんな終わり方で良かったのだろうか.......



こ、こんな終わり方で良かったのだろうか.......

昔のスタイルやったら、もう少しピシッと決まってたような.....

でも、まぁ〜

かまへん！今は、かまへん！

何においても、

ゆっくり時間をかけ「復興」すればいいんやから

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



(特典)ラジリンピック

「オリンピック」

ここ数日何度、耳にしたことか・・・

正直、興味はないが４年に一度の祭典に人生をかける姿には、

感動を覚える時もある。

あ〜あ、こんな経験してみたいな〜

と、思ったその瞬間！

妄想サンクチュアリが発動し始めた・・・

-----------------＜妄想サンクチュアリ発動開始＞--------------------

男はその日、予定よりも２時間も早く目を覚ました。

コーヒーを飲みタバコを吸いながら、新聞にくまなく目を通した

４年前から続けている日課みたいなものだった。

するとまもなく妻が起床し、朝食を作り始めた



「緊張しているの？」

妻は笑いながら、ハムエッグとトーストを差し出す

「天才でも緊張はするんだよ」

少し微笑みながら男は答え、朝食をかき込んだ。

一通りの身支度を終え、男はソファーに体を預けた。

出発の時刻までは、まだ一時間の余裕がある

そっと瞳を閉じ、今までの事を思い返した。

地獄のような日々、

新聞はじめ、ありとあらゆる雑誌・小説を読みあさり情報を集め頭に叩き込む

会社帰りには、一日も休まず鏡の前で シャドーフリートークを繰り返す

そして数多くの人に話し、さらにそのトークを磨いていく

磨きぬかれたそのトークは、まるで日本刀のような切れ味にまで仕上がっていた。

「切捨て御免」いつしか男はそう呼ばれるようにまでなっていた、



それも全ては今日この日の為。

４年に一度開催される「ラジオオリンピック」

各国の代表が集まり、規定時間１時間でいかに面白い番組を作れるか

番組内容は自由、何をしようが勝手

世界中のラジオDJが憧れる最高峰の大会。

「とうとう来たな・・・」

男は立ち上がり、時計を確認した。

出発15分前をさしていた。

その時、妻が

「わかってるわね」と一言だけ男に告げた

「あぁ　わかってる」少し寂しげな表情で答える、

（ 男は昨日の夜、妻から離婚届けを渡されていた。



ラジオオリンピックに全てをかけ家庭をかえりみなかった代償、

「とうとう切り捨てられたか」とその離婚届を受け取った）

「今日まで妻だから、最後ぐらい良いとこ見せてよね！」

気丈に振舞う妻の言葉を背に、戦いへの扉を開けた。

すでにマンションの下には YA！HEY！！とアシスタントが車で待機していた。

無言で乗り込むと会場に向け走り出した。

車内にはBGMなど流れてなく、流れていたのは

各々積み上げた４年間の思いそれだけだった。

会場に到着しラジオブースを確認し終え、出番まで思い思いに時を過ごした。

控え室のラジオからは、各国様々な思考を凝らした番組が聞こえてくる。

１時間フリートークという番組スタイルに不安を感じつつも、

同時に勝算を見出していた。

「監獄ラジオ203号室さん出番です、スタンバイ宜しくお願いします！」



大会運営の掛け声のもと、３人は静かにラジオブースに入った。

一通り機材を確認し、準備OKのサインを出す

「それではお願いします！３・２・１・・・スタート！」

３人が同時に目配せし、少し笑い合った

「はい！始まりました！監獄ラジオ203号室、お相手は私 ＹＡ！HEY！！と」

「テンピュールでお届けします！」

４年前となんら変わらぬオープニングで戦いの幕があがった

程よい緊張感の中、オープニングトークが始まった。

その日のコンディションはオープニングで判る、

この日の二人は神がかっていた。

凄まじい勢いの中で、ボケとツッコミが混ざり合う

そして時折、時事ネタ等も織り交ぜ聴衆を魅了していった。



完璧なラジオ前半戦が終わりに差し掛かろうとした、その時だった

実行委員からＳＴＯＰの合図が送られた。

ブース内の３人は、何が起こったのか判らない

すぐに実行委員が３人に事の成り行きを説明し始めた。

内容は「テンピュール というラジオネームが特定の企業を連想させる

それはオリンピックという大会の性質上認められない」

との事だった。事前に申請し許可は降りていたのにも関わらず・・・

懸命な抗議を行ったが受け入れられることはなかった。

（後に判明した事だが、実は他のライバルチームがあまりの出来の良さに焦りを覚え

豊富な資金で実行委員を買収したのである）

「失格なのか？」と尋ねると実行委員は特例で救済処置をとるという

そして５分後、テンピュールの前に黒い箱が差し出された。

「この中にこちらで用意した百個のラジオネームが紙に書かれ入っています、引き当てたラジオネー

ムで再度ラジオ番組をやり直してください」



そう告げられると、おもむろに箱の中から一枚の紙を取り出した。

そこには 「ドトエフスキー」 と書かれていた。

「キツいなぁ〜」

二人が同時に声を発した。

キツさの理由は二つ、

第一に、名前が変わる事によりトークの間が微妙にずれてしまう点、

そして二つ目は、もう一度オープニングからやり直さなければならないという点

完璧なラジオ運びを繰り広げていただけに、「やり直し」という代償はあまりにも大きかった。

困惑する二人の顔をよそに、

「１０分間の休憩後、再開いたします」と場内アナウンスが虚しく響いた。

------------------------------------------------------------------



「はい！始まりました！監獄ラジオ203号室、お相手は私 ＹＡ！HEY！！と」

「ドトエフスキーでお届けします！」

仕切り直しの番組が幕を開けた。

開始から25分。

先程のアクシデントなどをオープニングトークに盛り込み、ある程度の盛り上がりを見せた、

が、一発目の出来には遠く及ばない、

ブースにいる３人が、その事を誰よりも感じていた

焦りはやがて苛立ちに変わり始める

とりわけ、一番苛立ちを感じていたのは意外にも YA！HEY！！だった

必然的に「ドトエフスキー」と呼ぶ事が増える為に、話のフリやトークのタイミングが合わない

冷静沈着なラジオ番組の司令塔、その頭脳が綻びを見せ始めた

当然のごとく テンピュール 否　ドトエフスキーのボケにも悪影響を及ぼす。

残り時間と反比例して、ブース内の苛立ちが増す



それを察したアシスタントが

「YA！HEY！！笑って」とカンペを出すも、YA！HEY！！の視界には届かなかった・・・

残り２０分、二人の心は諦めに犯されていた。

「もう駄目だ・・・」と二人の感情が目を合わせた。

と、その時

ブース内に「バーン！」という音が響いた

次の瞬間、パーソナリティー 二人が予想もしていなかった事態が起る

・・・なんと、

アシスタントがカンペを投げ捨て 物凄い勢いで喋り出したのである

目を血走らせ、二人に話す間も与えない勢いで

その姿はまるで、マスクを脱ぎ捨てた覆面レスラーのように思えた

アシスタントの勢いは凄まじかった

しかし興奮と緊張から、早口になり変な抑揚までついていた。



二人の驚きをよそに、会場にいた外国人からどよめきが起る、

アシスタントがラップのフリースタイルをやり始めたと勘違いしたのだ

話している内容は、微妙な「あるあるネタ」

言葉の壁も役に立つときがあるんだな、と二人は感じた。

変な盛り上がりをみせた、アシスタントのフリースタイルが終わる頃には

ラジオの締めに差し掛かっていた。

「どうでしたか１時間やってみて、ドトエフスキーさん」

「う〜ん、結果を残すつもりだったんですけど、残したのはアクシデントとインパクトだけでした」

「ははは、さぁ今回の魚町4丁目ラジオ203号室はこの辺でお開きです、バイバ〜イ」

・・・「はい、OKです！」大会委員の声と共に、３人の夢は終わった。

そして３人は手続きを終えると、結果発表を待たずして会場を後にした

結果はあきらかだった

帰りの道中、声を発する者はいなかった



帰りの道中、声を発する者はいなかった

車内には、人気アイドルのＢＧＭだけが楽しそうに流れていた

-----------------------------------------------------------------

やがてマンションの下に到着した。

YA！ＨＥＹ！！が何か言いいたそうな顔をしていたが、男は別れの挨拶を終えると部屋へと戻っ
て行った。

男は玄関前でしばらく立ち止まる

見慣れた扉が、今日はやけに冷たく見えたせいだった。

「一人になってしまった」そう呟き扉を開けた

部屋へ進むと何故かリビングから灯りが漏れている

ドアを開けるとそこには買い物を終えた妻の姿があった。

今日で夫婦最後の日と言っていた妻がそこにいた

「お疲れ様、今日は残念だったね・・・」

笑顔を見せながら、夫の労を労った



「え！？何でいるの？今日の夕方に出て行くんじゃなかったのかよ？」困惑しながら男は尋ねる

「出て行かないわよ」あっけらかんと妻が答える

「ちょちょっと待ってくれ、離婚するんだろ俺たち・・」

「しないわよ」当然のように答えた

男は訳がわからない、

「じゃ〜、あの離婚届はなんなんだ？もうついて行けないって言ってたじゃないか！」

そう尋ねると、妻が鋭い顔で

「ネタを仕込んだの、あなたがトークで困った時に使えるように・・・あ〜あ、使い所あったのに〜

」

男は面食らった

「あなたもまだまだね、離婚ぐらい笑いに変えて話さないと」

「ショックだったんだよ！ほんとに切り捨てられたと思って」苦笑いを浮かべ呟いた

「今回は、みね打ちじゃ」



変なポーズをつけながら、妻が勝ち誇る姿を見て

こいつには一生勝てないなと思ったと同時に、何故結婚を決意したのかを思い出した。

「ねぇ、４年後のオリンピック目指すんでしょ？」珍しく妻が真剣に尋ねた

「いや、もうオリンピックには出ないよ」そう答えると、少し寂しい表情をみせた。

「そっか・・・ところでさ、お腹減ったでしょ？何か作るから着替えてきたら」

妻に促され自分の部屋に向かおうとした時、

笑いながら「ハムエッグとトーストでいい？」と言ってきた

男が「朝、食べたわ！」と言うと、妻は台所でおどけてみせた。

着替えを終えリビングに戻ると、男の携帯が鳴っている

携帯をとり一言二言返事を終えると、男は携帯を切った。

そのすぐ後に、妻が晩御飯を運んできた

「は〜い！スクランブルエッグとクロワッサンで〜す。これは朝、食べてないよね？」

・・・男と妻は腹の底から笑いあった。



・・・男と妻は腹の底から笑いあった。

「ところで誰からだったの、今の電話？」

「YA！HEY！！からだよ」

「え！もしかして４年後目指してまた頑張ろうって？」

「いや、もう YA！HEY！！も、ラジオオリンピックには出ないってさ」

「はぁ〜、とうとう辞めちゃうんだね。好きだったのにな〜二人のラジオ・・・」 

落胆の表情を覗かせている。

「違うよ、４年に一回なんて性に合わないから、来週から週一回ラジオ番組を配信しないかって」

「え！？ 辞めないのラジオ！そ・・それで、あなたは何て答えたの？」

すがるよな目で見つめている

「切り捨て御免」

そういうと男は、

笑いながら、スクランブルエッグとクロワッサンをかき込んだ



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おわり

--------------------（妄想サンクチュアリ停止）----------------------

長い！さすがに妄想といえど疲れた！

変な事を思いついてしまったが為に、

一つのテーマを三回に分けて更新するはめになってしまった・・・

やっぱり、オリンピックは見るのが一番だな。

でもまぁ、結果として「自己新記録」になったから良しとするか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャオ



チャオ
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