


はじめまして！

2009.09.26 Sat

のんたん

パイド・♂♀不明

2009年5月上旬生まれ

今日は記念すべき日！

念願のオカメインコちゃんをお迎えしました！

動物ってみんな可愛いと思う方なんですが

小さいころから鳥の図鑑を穴があくほど読むくらい

鳥は本当に本当に大好きで

その中でも一番飼ってみたかったオカメインコです。

お店からうちまでは

初めて一緒に乗る電車にドキドキでした。

今日からよろしくね！のんたん♪  



病院へ

2009.09.29 Tue

のんたんをお迎えして4日目。
緊張のせいかあまりごはんを食べてくれないのんたん。。。

お迎え初日は81グラムあった体重が
なんと75グラムに激減…！！！！！！

しかも時々くしゃみをしたりしてるし

なんとなくあくびも多い気が…。
気になったら「早めに病院へ」と

どの本を読んでも書いてあるし…
心配で心配でたまらなくなって

駒込にある「みわエキゾチック動物病院」へ。

完全予約制だったのですが

昼に電話したら夕方予約が取れたので

早速診察してもらうことに。

お迎えしてまだ間もないために

緊張からくるストレスと

今までプラスチックケースのカゴで

下にエサがばら撒かれた状態だったので

餌箱から食べる習慣がないせいもあって

食欲減退しているのではないかとのこと。

プラスちょっとだけ「そのう」に菌がいたので



プラスちょっとだけ「そのう」に菌がいたので

抗生物質のお薬をもらって帰ってきました。

朝と夕方にお薬を飲ませるのだけども

のんたんを保定できるのか…！
私も頑張るからのんたんも頑張ろうね…！

とにかくこれ以上体重減りませんように…！！！！！



お薬

2009.09.30 Wed

のんたん用お薬。

なんか入れてある袋がとっても可愛くて

なんとなく心がほんわかしました。

人差し指と中指で鳥さんの頭を固定して

後ろから掴む「保定」も

のんたんの協力（？）のお陰で

そんなに苦労はせずにできて

お薬も割とすぐ飲んでくれて一安心。

少しずつ家にも慣れてきたようで

ヒトが見てるとこでは食べてくれるように…！

部屋中餌箱かと勘違いするくらい

ペレット＆シードばら撒き大事件のかいあって

餌箱から食べることも覚えてくれた様子。

体重も増えてはないけどとりあえず75グラム維持。
うんちもかなり回数増えてきたし

この調子で頑張れのんたん！！！＋ 



再診

2009.10.06 Tue

この前病院に行って投薬をして1週間後に再診ということで
二度目の病院へ行ってきました〜！

体重は少ないながら維持してるので

投薬は終わりにして様子を見ることに！

のんたん頑張ったもんね…！やったー☆

でも理想は80グラム代。
これからもっと食べて太ってくれたらいいなあ。

体重が減ってしまうようなら

また早めに診察に来てくださいとのこと。

定期健診は半年に一回くらいがベストらしいので

お医者さんに会うのは健康診断だけに

なるように毎日健康で頑張ろー！

それにしてもこの病院

とってもきれいな場所だし、先生は丁寧だし

近くにこんな素敵な病院があってよかった〜！ 



初飛翔

2009.10.14 Wed

カゴから出して体重を測り

(1グラム増えて74.6グラムに…！目指せ80グラム！)
ごはんと水を替えに隣の部屋へ移動すると…

バサバサバサバサっ

！！？

のんたんが飛んできた…！！
床に取り残されたとかよっぽどの事がないと飛ばなかったのに

部屋を自由に旋回してたからびっくり！

朝からわあわあ大騒ぎ！

最近羽根増えたなあとは思ってたけど

ペットショップでは安全のためにという方針で

トリミングしてあったのにこれだけ飛べるとは！

着地成功率がまだ低くてボテッと落ちることが多いけど

うちではトリミングしない方向で考えてるので

もっともっと飛ぶの上手になってね☆



初さえずり

2009.10.15 Thu

今日のんたんが初めてさえずってびっくり☆

しかもウグイスのモノマネのような鳴き声！

さえずにしばらく聴き入って終わってから

「もう一回歌ってー！」とお願いしたけどそれっきり…

今までさえずりなんてしたことなかったから

八割女の子なんじゃないかなと思ってたけど

のんたんまさかの男の子疑惑…！



初オカメパニック

2009.12.18 Fri
明け方に突然…

バサバサ・・・ッ

バサバサ・・・ッ

と、のんたんの羽音が聞こえて目が覚めました…！

そう、「オカメパニック」ってやつです。

かなりのテンパり具合で

電気をつけて声を掛けても落ち着かず

カゴから出しても落ち着かず飛びまわり

のんたんが力尽きて落下したので

手に乗せてしばらくよしよしして

やっと落ち着く始末。。。

しかも！

カゴの中でバサバサ暴れすぎたせいで

両翼の外側から出血…！！！！泣。
本人(本鳥？）は気にしてないようだけど
とりあえず病院へ予約して健康診断行くことに。

（ついでに伸びまくりの爪も切ってもらうことに）

病院に行くために色々準備。

のんたんを小さい移動用キャリーに入れて

水分摂取のために果物をを切って…。
（水を入れて移動させるとこぼれるので）

今日はたまたま冷蔵庫にりんごが入ってたので

切ってみた、ら……！



な…
なにこのありえないくらいの蜜入り！

「ふん、当然なんだぜ。…食べないけどね」

って声が聞こえてきそうな顔をしている。。。

ぬーーー！

そうなのです、のんたん果物食べません。。。

そういえば前に健康診断行った時も

鳥バカな私…
「病院頑張るご褒美に奮発だぞっ♪」と言って

巨峰買ってみたこともあったけど

一切食べてくれなかったな〜…ふふ（遠い目）

そんなわけで病院へ行ってきたけど

別になんの異常もなく元気で

血も止まってたのでお薬も別に出なかった!!＋
…爪切りしてもらってるとき
待合室にいたのに診察室から

ピキャーーー
って死にそうな声聞こえてきたくらいか。。。



ビビリなのんたん、頑張りました！！！！笑。

とにかく無事でよかった…！

しかしながら今朝って

地震があったらしく、それが原因とのこと。

そ、そうだったのかー！

まったく気付かなかった(笑)
そして今朝の地震でオカメパニックで負傷して

予約入れた人が他にも二人いたんだそうな。。。

地震だった地域のオカメインコたん・・オツカレ！  



のんたんtoday

2010.06.09 Wed

「もっともっと〜

もっとかいてピヨ〜」

(*´д｀*)

ちょっ…!!

のんたん((((゜д゜;))))
首どこまで曲がるのっ…!!笑



のんたんtoday

2010.06.09 Wed

オカメインコ大福。

モフモフ過ぎてもはや鳥ではない気が…(笑)



のんたんtoday

2010.06.10 Thu

「バウムクーヘン？それっておいしいピヨ？」

http://www.flickr.com/photos/akanehazuki/4687021850/


濡れオカメ

2010.06.10 Thu

「今日は水浴びをしたピヨ」

のんたんはいつも

水浴びをしたくなると

籠の中の水入れでバシャバシャと

「水浴びしたいピヨー」

と合図するので

そしたらお風呂場へ行きます。

そして霧吹きでシュッシュと

のんたんにひたすら

振りかけてあげると…

水も滴る濡れオカメの出来上がり★

 
ちょっと頭をカキカキしつつ 

http://www.flickr.com/photos/akanehazuki/4686957973/
http://www.flickr.com/photos/akanehazuki/4687592966/


 
乾くまでしっかり羽繕いして

モフモフになりました〜

http://www.flickr.com/photos/akanehazuki/4687594610/
http://www.flickr.com/photos/akanehazuki/4687595414/


のんたんtoday

2010.06.22 Tue

茜が集中してる時は

のんたん空気読んで

しっかり一人遊びしてくれてるんですが

茜が集中力切れて

ちょっとのんたんと目があったら

「ピッピヨピ〜ピヨピヨピ〜♪」と

まるで応援ソング!!

か、かわいいやつめ!!
(*´д｀*)

というわけで

癒されたので

もうひと頑張り…!!!!



のんたんtoday

2010.06.30 Wed

今日は昼間遊んであげられなかったので

若干いぢけ気味なのんたん……



のんたんtoday

2010.07.12 Mon

「おはよーってゆうか

いい加減起きてピヨー」

と言わんばかりに

相方に放鳥してもらっていたのんたんが

寝ている茜を起こしにきました。

「ピヨピヨピーヨピー

コッチオイデ

コッチオイデ

ピヨピヨピーヨピー♪」

か…かわいい…
(*´д｀*)

起きました(笑)



のんたんtoday

2010.07.21 Wed

久しぶりに水浴びをして

ヒヨコのようなモフモフ感…(*´д｀*)

念入りに羽繕い中〜!!



のんたん確信犯

2010.09.21 Tue

「ムスッ」

茜にいたずらを阻止されて

ちょっと不機嫌そうな表情をするのんたん。

事件の始まりはこのティッシュケース。

のんたんのイタズラ魂に火をつけたようです。

ネーム集中してたら

「いい加減出してピヨーーーー＞＜」と

のんたんが限界のようだったので放鳥。

遅くなってごめんね、と出してあげると

のんたんめちゃくちゃご機嫌。

お米を洗ってる茜の肩で

ピヨピヨピ〜ノンタンコッチオイデ

ピヨピヨピ〜♪

歌いまくった後

カゴの上にある水飲み場でのどを潤して…

のんたんご機嫌で良かったな〜と

茜も気分よくお米を炊くセッティングをしてると



茜も気分よくお米を炊くセッティングをしてると

ノンチャン　ダメダメダメ〜♪

ノンチャン　ダメダメダメ〜♪

最近覚えた「ダメダメ〜」を連呼。

？

のんたんを見ると…

ガジガジとティッシュケースをかじってる!!!!
（しかしネタだと思って写メる茜も茜ですが…笑）

ダメダメダメ

ダメダメダメって…言いながらかじるとか!!

のんちゃんがイタズラするときに

「のんちゃん、ダメダメ〜」と言ってたのを覚えた様子。

シチュエーションは正しいけど

実行犯がそのセリフを言ってはいけないのですよのんたん。

でももう正直このティッシュケースは諦めました。



そうよね、こんなかじりたくなるような

デザインのティッシュケースを

選んだ茜がいけなかったに違いありませんよね笑。

それでも可愛いからこまっちゃうなあもう！



のんたんtoday

2010.09.25 Sat

茜の腕の上で

羽繕いするのんたん♪

羽繕してるのを見てると

あっという間に時間が過ぎるので危険です(笑)



黄昏オカメ

2010.10.10 Sun

いーかんじに夕日に照らされながら

ウトウトしているのんたん激写(*´д｀*)



絵日記｢のんたんとハーネス｣

2010.12.09 Thu
昨日、ネームの帰りに寄った

ペットショップでオカメインコ用の

ハーネス(お散歩用の手綱的なもの)を買ってきて
早速挑戦してみた記録です。

１

 

２

ペンはエナージェルの0.35
着色はぺんてるの「マルチ８」

ちゃんとした色鉛筆って今持ってなくて

手帳用の8色しかないので
のんたんのチャームポイントである

グレーの模様(パイドという種類の特徴)が
描けないのが心残りです…笑。

http://akanehazuki.img.jugem.jp/20101209_1747171.jpg
http://akanehazuki.img.jugem.jp/20101209_1747156.jpg


のんたんだよ

2011.04.25 Mon

ポラロイド写真に

マーカーで描いたみたいに

文字が入れられる…!!

カメラ色々お試し中。



性別判明！

2011.05.04 Wed

の、のんたんが発情した…！

しかも私の手のひらで！

…なので！

のんたんはオス決定ーっ！



のんたんおねむ

2011.06.16 Thu

『眠いピヨー…
てゆうか寝るピヨー』



水浴びしたピヨ

2011.08.03 Wed

オカメインコも暑いのかなー

のんたんから水浴びの催促！

霧吹きでシュッシュッ！

ご満悦ー



ウトウトのんたん

2011.10.27 Thu
爪を茜に切られて

疲れ果てたのんたん。

茜の膝の上でこっくりこっくり…。

目が…とじそう…

ね…
ねむいぴよ…
もう目があかないぴよ…ｚｚｚ



普段は写真撮ると怒るのですが

このときは眠すぎてどうでもよくなってたのか

写真撮りたい放題でした…笑。

寝るときに足が片足立ちになるのも

たまらなくかわいい。



のんたんの誘惑

2011.12.19 Mon

茜が二階で仕事すると

一階にいるのんたんはじっと

二階を見つめてきます…。

遊んで欲しそうな瞳…(笑)

しかし、今日は月曜日！

はりきって頑張ります！



のんたん爪切り

2011.12.19 Mon

「………。」
爪切りを終えたのんたん。

いつも爪切りのあとは

少し不機嫌です。

これ見よがしに

足を手入れするのんたん氏(笑)

のんたんお疲れ様！



ひげオカメ

2011.12.23 Fri
おや…？

「なんだぴよ、なんか用ぴよ？」

のんたん

くちばしになにか

ついていませんか…？

！！！

素敵な白いひげ!!(笑)

「おれカッコいいぴよ＋」

ちょっと得意げなのんたんでした。



リラックス？

2012.02.17 Fri

茜と机の間でくつろいで

羽繕いするのんたん氏。

か、かわいい…
(*´д｀*)

けど、ほんとに

居心地いーの!!?(笑)



いじけ鳥

2012.02.27 Mon

不満げなのんたん氏…。

ごめんよ(=´▽`=)ノ
これからカキカキタイム〜♪



カキカキ

2012.03.12 Mon

１日ずーっと

おりこうにしていた

のんたん。

よっぽどカキカキ

してほしかったのか

すごいモフモフ(笑)



不満ぴよ

2012.03.21 Wed

『今日は絶対かごに入らないぴよ』

ちょっと外出や来客が重なって

のんたんがいじけ気味だったので

今日はたくさん放鳥中。

ちょっと満足そう…笑 



favorite space

2012.03.23 Fri

最近のんたんのお気に入りスペース。

階段のとこに

キッチンマットをかけてたら

のんたんがそこに居座って

めちゃくちゃくつろいでました…。

のんたんの居心地のいいツボ…
いまいちわかりません(´ε｀ )笑



不満足…

2012.04.04 Wed

『絶対まだ寝ないぴよ』

すごいムスッとしてる(笑)
人間がバタバタしてたので

のんたんもかなり

頑張ったってことだよね。

全然遊べてなかったので

就寝時間の21時過ぎてるのに
全くかごに入ってくれない…!!

今日はいつもより

カキカキ多めにして

少しだけ遅めの

のんたんの夜なのでした。

のんたんもお疲れ様！



水浴び！

2012.05.06 Sun

ここ最近水浴びをしたがらなかったのんたんですが

だいぶ鳥の香りが強くなってきたので(笑)
ためしに霧吹きかけてみたら応じてくれました♪

「水も滴るいいオカメだぴよ」



新しいかご

2012.05.07 Mon

プラスチックケースの鳥かご！

のんたん気に入ってくれると

いいなあー(´∀`)



カキカキは？

2012.06.06 Wed

『カキカキまだピヨ？』

携帯のカメラを向けてたら

カキカキ待機するのんたん。

かっわいーー♪(*´○`)o



オカメ作戦成功

2012.07.20 Fri

最近ストレスな日々を過ごす

オカメインコのんたん氏。

ポピヨーポピヨーと

根性の呼び鳴きの末…
カキカキしてもらうことに成功！

大変ご満悦のご様子でありました。



ご満悦

2012.07.20 Fri

かなり気持ちよさそう(笑)

無事にかごに戻ってくれましたー



爪切り苦行

2012.07.21 Sat

大嫌いな爪切りをされて

ダメージを受けたのんたん氏。

疲れきったご様子…。

よくがんばりました！



一緒に仕事

2012.07.23 Mon

椅子の上に体育座りして

お仕事をしていわたしの膝で 
のんたんは羽繕い中〜

邪魔だけど

かわいいので許すっ！笑 
 



ふわふわ

2012.07.29 Sun

のんたん水浴びしてふわふわ！



のんたん＠実家

2012.08.22 Wed
のんたんは今日で

実家生活７日目です。

大変くつろいでいます。

キャベツもモリモリ食べるぴよー



うるんだ瞳

2012.10.16 Tue

かわゆい。。。

最近少し寒そうにしてるので

朝晩はカゴにヒーターいれようかな。

でも10月にしては
まだまだあったかいよねー。



もふっ

2012.11.30 Fri

のんたんは今日も

変わらないモフモフっぷり。

癒される〜( ´ ▽ ` )


