


大人への第１歩

私、みか子。いけいけ１８歳の普通の女の子！

みんなは、あたしの事『まだまだ子供だ』とか

『いい子いい子』って馬鹿にすんの。超ムカつく！！！

そりゃ、確かに今までは、パパとママの間でぬくぬく育ってきたわよ？

でも、今日からあたしだって大人の仲間入り♪

ほらっ、これがなによりの証拠！！！

背中に白い筋よっっ！

ど〜お？これからは誰もあたしの事馬鹿になんて出来ないんだから♪♪

もう少しぽっちゃりになったらみんなあたしのと・り・こ（はぁと）

夏は誰も振り向いてなんてくれないけど・・・

勝負は【冬】！！！

やっぱ女の子はガングロじゃダメよね〜。。。

こたつが似合う家庭的な子が一番ね。

みんな、あたしを美味しく食べてねぇぇぇ

今日こたつでミカンを食べてたら赤ちゃんミカンより少し成長したみかんを発見！！

これは一大事だと思って、忘れないうちに書き留めておこうとパソコンに向かい

ました。なんだか充実した一日になりました。。。。♪♪



切れすぎても・・・

私、そりこと申す者でございます。年はとってもまだまだみなさんに必要とされ

ております。ありがたや〜、ありがたや〜。

本日、私ある方からのご紹介でこちらのお宅にお邪魔させて頂いております。

ま、ある方とは秘密にさせて頂きますけれど。。。

お仕事のお話と言うことで参ったのですが、私、私、もう・・・もう・・・

自信をなくしてしまいました。

自分で言うのも恥ずかしいのですが名家に生まれ

厳しい父と母に育てられ

やはり嫁ぎ先も名のある御方のもと・・。

何不自由なく、なんの事故もなく、そりゃぁ幸せな日々を送っておりました。

そう、今日までは。。。。　

お恥ずかしい話ですがこの仕事を始めて８７年。血の出るようなきつい作業もあ

りましたが

もう、業界にこの人あり！！！

とまで言われた私が、、、今回のご依頼主様の顔にき・・・っき・・・

傷を付けてしまったのです！！！

もちろん悪気などは全く持ってなかったのですが、

もうあとの祭り。本日の報酬はナッッシングッ。。

ご依頼主様は怒ってしまわれた。

この切れすぎる頭がいけないのでしょうか。本当に申し訳ないおもいでいっぱい

です。後はわたしの分身にまかせるとしましょうか。

今日顔が毛だらけだったのでカミソリを購入。耳の産毛をそっていたところ、

『あうちっ』

これは大変だと思いパソコンに向かいました。ちょっと不機嫌な一日になりまし

た！！！！！



赤か黄色か

僕のあだなは赤ら顔です。

誰が付けたのかは今になってはもう分かりませんが、僕を見る人は必ず笑います。

僕、顔が赤いんです。

いつからかは分かりません。そろそろ大人って頃にふと鏡を見てみたんです。

顔が赤かった・・・。

そして、僕の趣味はひなたぼっこです。いつもお日様の下で思いっきり空気を吸い込んでいました。

僕を見る人は必ず笑います。

僕、ソバカスだらけなんです。

真っ赤な顔に真っ黒なソバカス。。。恋人もいません。

僕は服の趣味だけは自信があるんです。

僕の好きな色は緑色♪♪

僕の好きな模様はストライプ♪♪

これは誰にも真似出来ない！！ってくらい自信があるんです。この洋服は僕にしか似合わないんです

。

僕は少々太ってます。多分、きっと、かなり・・・デブです。まんまるです。

でも！！！だから似合うんです♪

僕はデブで、赤ら顔で、ソバカスで・・・恋人がいません。

しかーしっっ！！！最近になって僕、よくもてます。

ここ、何年か僕の格好を真似してる奴が出てきたんです。でも、そいつ。ぷぷっ。。くぷぷっ。。。

顔が、顔が黄色いんです。

そいつ、多分昔はイケてたんだと思うんです。

毎晩酒を飲んで、女を口説いて肝臓悪くして黄疸で。

サーファーで、女を口説いて焼けすぎてシミで。

金持ちで、女を口説いてうまいもん食い過ぎてデブで。

そいつ・・・恋人いません。

僕より変人扱いです。

でも、どっちがうまいかなんて僕、ぶっちゃけ分かりません。

はっ!

そいつ、もしかして・・・・な。か。ま？？？？

これからは仲良くしたいと思います。

僕の独り言に付き合ってくれてありがとうございました。ペコリ。

今日、夕飯の買い物にスーパーに行ったところ、赤いスイカと、黄色のスイカを目にしました。

やはり赤いほうが売れ行きがよかったです。

私はスイカは嫌いなので買いませんでしたが取り敢えずパソコンに向かいました。

なんだか忘れられない一日になりました。





仲が良いけど嫌

ハローハロー！

ユーとは良く会うねぇ。相性がいいのかな？今度はゆっくり一緒の時間を過ごそうじゃないか。

ミーは料理にうるさいんだけどユーはミー好みの料理が作れるかな？

好き嫌い？そんなものはないさ。

例えるなら塩分は控えめにお願いしたいな。

あんまり塩気が多いとミーの体がきしむように痛むんだ。

ユーだってそんなミーは嫌だろう？

あ、そうそう。ミーは大変な猫舌だから熱い物も勘弁さ。

これまたひどいやけどに襲われたように痛むのさ。

それから〜・・・そうだ！酢だけはやめてくれないかい。酸っぱい物はこれ以上ないくらい嫌いな

のさ。ユーとミーは心も体も一つなんだ。言うなれば「一心同体」

ま、そのままだけれどね。ミーがいやがる物はユーだって嫌なはずだ。

え？ユーはミーが嫌い？ふっ。そんなはずはないさ。

だってミー達は今までだってかなりの時間を一緒に過ごしてるんだ。

え？ユーはミーのことを迷惑なのかい？

照れなくてもいいのさ。ミー達は何度でも何度でも巡り会う運命なのだから・・・。

あうちっ！！鏡を見てみると確かにそこにあったのは口内炎。

私は一年３６５日のうちの３００日は口内炎を作っている。ひどいときは４つくらいいっぺんに出来

て

それが徐々に大きくなってだんだんと繋がって巨大な口内炎が出現するときもある。

今日もおとつい治ったばっかりの口の内側をみて「またか・・・」とため息一つ。

一年中口内炎の恐怖にビビル自分を情けなくパソコンに向かいました。

今日はカレーライスなのに・・・ちょっと鬱になった一日でした。



ギュッと絞って

君たち！洗濯機という物を知っているのかね？ワタクシは知っているとも。え〜ぇ。知っているとも

。

知らないなら教えてあげよう。洗濯機とはだね、ゴイ〜ンゴイ〜ンとまわ・・・！！！！知っている

なら早くいいたまえ！

ゴホンっ！

ワタクシの仲間はよくゴインゴインと回っているのだよ。ワタクシもあの中に入ってみたいのだよ。

ゴインゴインと回ってキュ〜〜〜〜〜〜〜〜っと絞られてみたいのだよ。そうは思わないかい？

ワタクシほどのきれい好きは他にはいないっていうのに、ワタクシの気品を汲み取ってか、いつも桶

に入れられるんだよ。そして、手で優しく優しくゴッシゴッシと洗われるんだよ。

そしていつも日陰の身なんだよ。何が許せないってベランダの隅っこの日陰でなんと！中表！！！！

ワタクシだってお日様の下で堂々と干されてみたいんだよ！顔を太陽に向けてにっこり笑ってみたい

んだよ！

しかも、年に３〜４回しかゴッシゴッシしてくれないんだよ。ちょこっと汚れた位じゃナンノソノな

んだよ。

色が落ちるってさ。生地が傷むってさ。風合いが大事ってさ。

・・・ゴホンっ！

少々感情的になりすぎたようだ。ワタクシほどの気品を兼ね備えると適当に洗濯機に入れら・

・れ・・・うぅＴＴ

一生のうち、一度くらい憧れの洗濯機に入る事が出来るのだろうか？更には乾燥機なんて夢のまた夢

なのだろうか？

いつの日かワタクシの願望がかなう日を心待ちにしながら裾の方を引きずって歩かれる屈辱に耐えて

生きて見せるのであった。

今日は久しぶりにお天気が良かったので沢山の洗濯に腕をふるいました。洗濯物を干し終わったあと

、ふと見回すと

日陰でどんよりしたジーパンに目が止まりました。

まるで人間の陰と陽を見るような洗濯物の光景に涙が止まりませんでした。

この気持ちは子供達にも伝えていきたいと思いパソコンに向かいました。

洗濯物って奥が深いんだなぁと感心した一日になりました。。。



おばばの独り言

ようさっ

わたしはちょっと小太りの中年オババだよ。

シミばっかり出来ちまって色もどす黒いオババだよ。

でもね、あんた。そうっ！そこのあ・ん・た。

オババを侮るんじゃないよ〜。オババはこう見えても、ちぃっとも呆けちゃいないんだよ。

そうさね〜、オババの頭の中にはものすっごい記憶力があるんだよ。

例えていうならね、オババは百人の人間の電話番号やなんかを覚えていられる。ど〜さ！

そうさね〜、オババの頭の中には電卓まで備わってるんだよ。

例えていうならね、オババは６３０円の消費税だってすぐ計算出来るんだよ。ど〜さ！

そうさね〜、オババの頭の中にはいろんな音が出せるっていう魅力的なところもあるんだよ。

例えていうならね、５種類くらいはピピピ、とかピロリロとかピーヒョロロとかさ。ど〜さ！

それにね、あんた。そうっ！何度も言わすんじゃないよ。あんただよ。あ・ん・た。

オババはモテモテだったんだよ。

まぁ、昔からちょっとぽっちゃりでちょっと色黒だったんだけど、そこがクールビューテーさね。

周りの奴らはオババを我先にと自分の物にしようと７万も８万も出して買おうとしてたんだよ。

信じられないかい？だから言ったろう？オババを侮るなって。

ど〜さ。今はね、もう若い子の時代だよ。今の子はオババの５倍や６倍の賢さを備えておるのさ。

だけどね、あんた。だからっ！あんただって言ってるだろ、あ・ん・た。

今の若い子はオババほどモテモテじゃぁないんだよ。

だってそうだろ、オババのように７万も８万も出して買おうとする奴がいるかい？

よくても３〜４万だよ。スリムで洒落ててオババより賢くても、所詮オババには勝てっこないのさ。

ど〜さ！オババの底力を思い知ったかい？

今日押し入れを片づけていたら初代携帯電話を見つけました。分厚くてグレーで、液晶も緑で・・・

。

でも、本当に高かった。これを欲しさにどれだけの汗水を流したことか・・・と懐かしくなりました

。

その当時の思い出を忘れないようにパソコンに向かいました。

切ない乙女心が少し顔を覗かせた一日になりました。。。



俺様の悩み

やいやいやいっ！！

俺様はこう見えて子供が大好きなんでいっ！動物が大好きなんでいっ！

見た目はごついがきれい好き。声はでかいがきれい好き。

最近じゃ、俺様の吐く息まできれいなマイナスイオンでやがる。

でもよ〜、俺の母ちゃん毎日俺をこき使う。俺様が動くと赤ちゃんは泣く。

子供は逃げる。犬は吠える・・・。

ガラガラ声でも図体ごつくてもかわいいもんはかわいいっつーの！

子供の食い散らかしたお菓子の掃除も任せとけってんだぃ。

犬っころの抜け毛だってきれいにしてやるさ。

だからもう少し俺を怖がらないでくれよ。頼むよ。

いつもは静かでいいやつだろ？

必要ないなら押し入れで小さくなってやるよ。

だから俺を好いてくれよ。

俺はお前達が大好きなんでぃ！！！

今日掃除機をかけたら子供が怖がって逃げちゃいました。赤ちゃんは泣き出しました。

静かにかけようとしてもそれは無理な話で、部屋をきれいにしてくれる掃除機が哀れでした。

あんまり可哀想すぎて思わずパソコンに向かいました。

なんだか涙涙の一日になりました。。。



私のお仕事

あんっ！！まただわ。毎日毎日私の中へ何人もの人が入ってくるのん。

入っては出て入っては出て・・・。日に何人の相手をしているのか自分でもわからなくなっちゃう

〜ん。

気持ちも体も上っては下りての繰り返し。こんな日々を過ごしてるからって、私別に誰でもいいって

訳じゃないのよん。

たまにいるのよね〜。朝も早くから汗くっさいオヤジとかが駅に居る私の中に何気ない顔して入って

くるの。

それに、黒縁めがねの百貫デブ・・・。も〜、たえらんない！！

そんなときにはブーッておならしちゃうのよ♪そしたら、びびって入ってこないから。

でも、それでも無理矢理、強引に何回も入ってくる奴もいて・・・。私、ちょっと恥ずかしいけど

ブ・ブーッて何回でもおならをしてみせるの。

そうすると私が嫌がってるのが分かるのか諦めて他の子の所へ行っちゃうの。

ま、可哀相だけど仕方がないことなのよ。だって私、デブは嫌いだし、一度に何人もの相手をしな

くちゃだし☆

男だけって訳じゃないしね。

そうなの〜ん。私バイセクなの〜ん。

老若男女、問わないわ。誰でも、いつでも、私の中へ入ってきて〜ん。

Let's カモ〜ン♪♪♪

この間、スーパーへ行ったときにエレベーターに乗りました。結構ぎゅうぎゅうでもう、乗れないっ

て時に

眼鏡をかけたちょっとデブの男の子が乗って来ましたが、重量オーバーでブザーがなりました。

しかし、その子はどうしても乗りたかったのか半ば無理矢理乗ってきましたがやっぱり無理でした。

すると隣のエレベーターがやってきたらしくその子は隣へ乗りました。

見てる私が恥ずかしくなりパソコンへ向かいました。

なんだか見てはいけないものを見たような一日になりました。



怒ってばっかり・・・

俺様の事知ってるかい？・・・え？なに！知らねぇのかー！！！

てめぇ、俺様を誰だと思ってやがるんだ！いい度胸してるじゃねぇかよ。

俺様は日◯ポッティって言うんだよ。しっかり覚えときやがれ！

あぁ？！変な名前だぁ？うるせーよ！

しょうがねぇだろ。俺様はハーフなんだよ。親父はアメリカンで母親はジャパニーヅなんだよ！

分かったか！

何でいつも怒ってるのか？？しらねぇよ！そういう風に言われて育ってきたんだよ！

親父が言ってたんだ。男はいつでも強くあれってよ・・。

女は強い男が好きなんだからってよ・・・。でもよ、はっ！笑っちゃうよな。そんな親父は

もう・・・。

使い物にならねぇって現役引退しちゃったんだよ。ぐす・・・。

おおっと俺としたことが。すまねぇな。親父の事になると俺も弱えぇもんだ。

最近じゃ、母親って強えぇもんだよ。親父がいなくなってから女手一つで俺様を育ててくれたんだよ

！

お袋はいつでもすぐにミルクをくれたんだよ！

俺が泣くとすぐにな！

お袋もいつもテンションが高かったもんさ。たまにテンションが高すぎると頭から水をかけられ

たり・・・

よくいじめられたもんさ。

でもよー、さすがおれのお袋だよ。そんないじめにもやり返してたんだ。

頭に、こう、カーッとよ〜血が上ってよ〜いきなり沸点到達だぜ？

すげぇもんよ！

俺だってたまには落ち着きたいんだぜ！でも、所詮無理な話なんだよ。

だって俺はポッティ様なんだぜ

前に使っていたポットが押入を掃除していたら出てきました。

子供が産まれてから今のポットに買い換えました。今のはミルク設定温度が付いているからです。

この気持ちを忘れないようにとパソコンに向かいました。

なんだか少し寂しい一日になりました(´Д⊂ｸﾞｽﾝ



無い物ねだり

ねぇ、ねぇ、パー君。私の事、好き？？」

ストレーちゃんは聞きました。

「何言ってんだよ。お前、馬鹿じゃねぇのか？」

パー君は照れながら言いました。

「好きなんでしょ？好きって言ってよ。私はパー君の事が大好き！」

ストレーちゃんはにっこりと笑顔で言いました。

「うるせぇよ！俺は、、、好きなんかじゃねぇよ。。。。」

パー君は顔が真っ赤です。ストレーちゃんはそれを見て言いました。

「どうしていつも好きって言ってくれないの？顔、真っ赤っ赤だよ？ねぇ、どうして？？」

パー君はとても困りました。何故かって？それは・・・

「言えねぇよ。だって俺、根性も性格も表現もねじ曲がってやがんだ。」

ストレーちゃんは思いました。（さすが、パー君だわ。そんなパー君が男らしくて私は大好きなの。

）

パー君は思いました。（ストレーちゃんって本当に正直者なんだな。心がまっすぐだぜ。俺にはで

きねぇ。俺は今のままでいいのさ。）

ー半年後ー

「ねぇ、ねぇ、パー君。私の事、好き？？」

ストレーちゃんは聞きました。

「おう・・・。まぁ、あれだよ・・。すー・・・・きー・・・かもなっ。」

パー君は照れながら言いました。

「あれれ？？どうしたの？半年前とは大違い。そんなパー君かっこよくないわ。大嫌い！」

ストレーちゃんはもの凄くイヤ〜な顔をしながら言いました。

「え？え？？そうなの・・・？ちょっと待ってよ。」

パー君は顔が青ざめました。ストレーちゃんはそれを見て言いました。

「どうしたの？顔、真っ青だよ。大丈夫？」

パー君はとてもショックでした。何故かって？それは・・・

「ストレーちゃんを見習って少しはまっすぐになろうと思ったんだよ。なのに、ひどいじゃねぇか。

」

ストレーちゃんは思いました。（人の影響を受けるなんてパー君なんて所詮パー君なのね。最低

だわ。）

パー君は思いました。（どうしてなんだよ。ストレーちゃんと一緒にいて楽しかったんだ。俺も好き

って言ってやりたかったんだ。）

恋人同士ってお互いに無い物を持ってる人に魅力を感じるんですよね・・。その後の二人？

うふふ。。。パー君は美容院に行ってかっこよくなり、自信がつきました。それを見たストレーちゃ

んはまたまたパー君に惹かれて行きましたとさ。



最近久しぶりにパーマをかけました。パーマをかけるとストレートに憧れ、ストレートの時はパーマ

をかけたくなる。半年もすればパーマは取れかけ、また美容院に行くんだろうなぁなんて思い、パソ

コンに向かいました。

なんだか人間の愚かさを感じた一日になりました。



安らぎ

温いでしょ。私があなたの冷えた心、そして体を温めてあげるから。

さぁ、私の胸に飛び込んでいらっしゃい。

とっても疲れたのね。傘も持たずに家を飛び出すから、雨に打たれて走って帰って。。。

いいのよ。私はあなたの母親ではないけれど私の胸でおやすみなさい。

朝になれば雨も止むわ。あなたの心も温まっているはず。

また元気な一日があなたを待ってるわ。

風邪を引かないように、私の胸でおやすみなさい。

私はあなたの妻ではないけれどあなたを温めてあげられる。

それが私の生き甲斐なのよ。

例えあなたに愛されなくとも、私はあなたを抱きしめてあげられる。

さぁ、私の胸にいらっしゃい。

ふかふかの愛情で包んであげるから・・・。

今朝晴天だった空が夕方からまさかの大雨に変わりました。

主人は当然雨に濡れ走って帰ってきました。

温かいお風呂に入った後も寒気がすると言って布団に潜り込みました。

ふかふかの毛布にくるまれて苛立った神経も癒されたようですぐにぐっすりと眠り始めました。

妻の私でさえ出来ないことをさらっとやってのけた毛布に少し嫉妬しました。

こんな気持ちは何年ぶりか。。。そう思ってパソコンに向かいました。

。。。いつまでも女である自分がちょっと嬉しい一日になりました。



ひきこもりっ子でも物知りさ

こんにちは。

自慢じゃないんですけど、私ものすっごい物知りです。これ、本当です。

何でもかんでも知らなくていいことまで知ってます。これ、本当です。

でも、こんなに物知りな私でも分からない事がひとつだけあります。

普段私は独りぼっちのひきこもりっ子です。

本が好きな訳ではありませんが、本棚に住み着いてます。

だって誰も私を必要としてくれません。本と仲良くするしかないじゃないですか。

こんな物知りな私が漫画と一緒に住んでます。

どうやったら普段から私を必要としてくれる相手が出来るんでしょう？

こんな物知りな私なのに・・・。誰か私に教えて下さい。

この間ナンクロを趣味とする母から電話がありました。

「わからないことわざが出てきたからあんたが小学生の時の国語辞典を出して調べたよ。」

そこまでは良かったんです。

「そしたらさ、あんたの小学校の時の国語のテストが出てきたよ〜」

なんて笑いながら言うんです。ってことはもう、かれこれ１５年は使ってなかったんでしょう。

どぎまぎしながらパソコンに向かった私ですが、

１５年も出番のなかった国語辞典よりもテストの点数が８７点でよかった〜

と胸をなで下ろした一日になりました。



ただ、ひたすらに

夢なんてないよ。ただひたすら走り続けるんだ。

夢なんてないさ。ただ１秒だって立ち止まらないんだ。

僕はみんなの役に立ちたかったんだ。そしてそれはその通りになったよ。

僕が休みなんて取ろうものならみんなが困るだろ。

だって、そうだな、例えば昼食をいつ食べればいいのか分からないじゃないか。

それに、そうだな、例えば電車だって乗り遅れてしまうじゃないか。

だから僕はみんなのために走り続けるんだ。

僕が休めるとき？そんな暇はないんだ。

・・・でも、あるとしたらそれはきっと僕が走り続けた事によって

僕の中の電池が切れてしまったときかな。

いいんだ。だって僕はみんなの役に立ちたくてこの仕事に就いたんだ。

今日は朝いつもより早く起きました。時計に目をやると１時間も早かったです。

二度寝をしようと布団にもぐり込んだのですが時計の秒針の音がなぜか気になって結局起きました。

短針なんて一日２周なのに秒針は一日何周するのかな？一年何周するのかな？

朝からへんな計算で頭が冴えました。秒針を思うとパソコンに向かわざるを得なくなりました。

秒針に愛を込めて・・・時間を大切に使おうと反省した一日になりました。



俺の髪の毛

俺の髪の毛、剛毛的な？

盛っちゃってま〜す♪的な？？

でも、俺モデルじゃないんだよね。的な。

仕事？

もちろんやってるし。フリーターじゃねぇよ？

人の役に立つ仕事。みたいなーっ（笑）

そうそう、俺の仕事仲間っつーの？めちゃめちゃ個性的。

柔らかふんわりヘアーもいりゃ、普通ですって奴も（爆）

フツーってよ。個性ねぇじゃん。

だってモデルじゃねぇもん。て感じぃ？

俺たちの仕事？ん〜、ゲーノージンじゃぁないけどさ、やっぱ歯が命っしょ。

ニコリと笑って

キラーン☆

これ、大事っしょ？みたいな。

だから、俺たちは完璧じゃなきゃダメなわけ。

俺たちのロボットまで出来てる世の中、枝毛とか切れ毛とか、湿気でパサパサ広がっちゃったよ〜と

かマジ、無理なワケ。仕事、無くなっちゃうからさ。

コレで飯食って、そんで掃除もしちゃってるんだもんね。

今日もお手入れしてやるよ。俺の髪も大事に使えよな。なんちて（歯歯歯）

今朝、歯を磨こうといつもの電動歯ブラシに手をした時、子供達の歯ブラシが目に飛び込んできました。

毛先がガジガジ噛まれて広がってしまってた。新しい歯ブラシを用意しようと手に取ったら大人用でした。

そこには（硬め）とか（普通）とか書いてありました。

ほほ〜う、人間に例えるなら猫っ毛か剛毛かって感じだな。と思いパソコンに向かいました。

ロボットに頼ってばっかりじゃいけないな。。。なんて反省しちゃった一日の始まりでした。



エコって大事

私の今はまってるテーマ「eco」

エコこそ全てと言っても過言では無いでしょう。

類は友を呼ぶ、まさにその言葉こそ私の為の言葉。

私の友達もエコ命。

そんな私、ゴミをいっぱい仕分けるので汚いと思われがちだけど、実はすごく綺麗好き。

身なりも凄く気にしてます。

オシャレ大好きな私なんて漆黒の着物をまとい、エコ友の彼女はカラフルな衣装をまとっているの。

あ〜ん、ダメダメ。

ペットボトルは私のじゃないわ。

あらあら、そちらのメモ用紙は私に頂戴。

でもね、私達も疲れちゃうのよ。仕分けばっかりしてると頭がそれでパンパンに膨らんじゃう。

これ以上は無理なのよ〜っ！

って時に毎週リセットするのよ。

誰でもスッキリリセットすることは大事でしょ？

私はデリケートなもので週に２回はリセットしたいわ。

エコ友の彼女は週１でいいみたい。

家の中だって綺麗にするわよ。

コタツの上のミカンの皮！！それ、拭き掃除に使うといいわよ〜。使い終わったら私に頂戴。チェッ

クして預かってあげるから。

質問の多いことね。牛乳パックは私達じゃ解らないわ。綺麗に洗って開いたらお店の入り口に私達の

ママが居るはずだから、ママに聞いて。

きっと良い答えをくれるはず。

今日は私のリセット日だわ。

スッキリしたらお着物の中にしっかり防寒着も着なくちゃ。



黒の着物には赤色が良く似合うのよ。

え？夏？

夏は汗取りの下着をもちろん着るわよ。

いやあね。変な事聞かないでよ〜。

あら、早速子供達がお菓子のゴミを散らかしてる。

しっかり言って聞かせないとね！！

今日は可燃物の日でした。この地域では決まったゴミ袋で出します。赤いゴミ袋、結構なお値段です。なるべくゴミを減らすようにエコも考えながら仕分けして

います。汚れが目立たないようにウチのゴミ箱は黒ですが、たまに綺麗に拭いたり、水洗いします。

汚いゴミを入れるゴミ箱は綺麗にしておきたいなと思い、パソコンに向かいました。

エコの大事さを考える一日になりました。



ばぶーのひとりごとでしゅっ

ばぶーはこないだうまれたばっかでしゅ。

でも、

ばぶーはちょっと「かしこ」なのでしゅ。

まえに

ばぶーのおばばがおじゃましましたでしゅ。

おばば・・・

しってましゅか？

よーさっ、どーさってのがくちぐしぇのおばばでしゅ。

「かこのえいこう」をじまんしゅるおばばでしゅ。

ばぶーはとってもはじゅかしいでしゅ。

だって、ばぶーのが「かしこ」でしゅ。

おばばはしょしぇんおばばでしゅ。

ピロリロリーとかしか歌えないんでしゅよ？？

ばぶーはなんでもうたえるんでしゅよ。

「にしのかな」しゅきでしゅ。

ばぶーはスタイルもしゅごくいいでしゅよ。

赤ちゃんにしてはしょうしょうえいようが足りてないほど・・・。

ただ、色黒なのはおばばのいでんしでしゅ。

そのうちいろじろなばぶーのともだちも出てくるとおもいましゅけど。

ばぶーはゲームもできるんでしゅ。

ばぶーは地図もみれるんでしゅ。

ばぶーはインターネットもGPSも。

なんでも知ってるでしゅ。

そう、そこのあなたのこともね(‾ー‾)ﾆﾔﾘ

そんな「かしこ」のばぶーでしゅが、ボタンだけはできないんでしゅ。

だからばぶーは触れるだけ。

いちばんかんたんでしゅ。ばぶーにふれてみてくだしゃい。

おばばよりも、いまはばぶーのじだいでしゅよ。



最 近、携帯を新しいのに機種変更に行きました。今はスマートフォンとかいうのが主流のようで、主人は出たばかりのスマートフォンにしました。アナログな

私は 普通の携帯にしましたが、スマートフォンってすごいですね〜。使いこなせたら良いのになぁなんて思いながら急いでパソコンに向かいました。横目で

スマート フォンを触っている主人をチラ見した一日になりました。


