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2002・04・01（月）

２歳８ヶ月のあまくん

とにかくピングーの大好きなあーま。日夜見つづけているビデ

オ。そう！あの、ピングー語のせいで少しだけお話が遅くなり

ましたが、それでも２歳８ヶ月になって、やっと会話ができる

ようになってきました。（ホッ！（母））。成長は目覚しく、

最近ではパソコンでワードパットを勝手に起動させしかも、文

字の大きさや色まで変えて、両手打ちをしているそんなあーま

です。

あまねの好きなお遊び

１.　ア ンパンマンのゲーム（キッズステーションＰＳ版）

にぃにとねぇねの影響で、早くもＴＶゲームにはまっている２

歳のすえ息子…。その中でも、集めたアンパンマンカードをみ

るのが好きみたいです。

２.　ね　ん　ど

にんじんが大好きなあまねくん、せっせとにんじんをつくり、

おうどんといっしょに煮込んでおります。

３.　おままごと遊び

ねぇねのたくさんあるおままごとセットはほとんどピンク色。

調理台でせっせとビーズや小石をなべに入れ、なにやらおいし

そうなものをたくさん作っては、食べろとせまってきます。最

近は本物志向で、お台所からフライパンをこっそりもってきて

はその中に入れておたまでまぜまぜしています。
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2002・06・01（土）

２歳１０ヶ月のあまくん

２歳１０ヶ月になりました。ほんの２ヶ月まえまでは宇宙語

で、何を話しているのか、なぞだったあーまも、1日中話しっ

ぱなしの毎日です。

しゃべりだしたらものすご～いおしゃべりだった。

また、 オムツに関しても、こんなにすんなりと取れたのは３

人目 にして初めてで、トレーニングをはじめて３日でとれて

しまった（感激!(母））。 子どもの成長の早さを久しぶりに

感じてしまう今日この頃です。ただ、力をいれて 買ったト

レーニングパンツ９枚はどうしよう・・・。

 さて、あーまはというとピングーは相変わらず大好きですが、

最近のブームはパソコンの知育遊びでパソコンのあーまのファ

イルにダウンロードしてきた様々な ゲームを、かってに起動

してはマウスを上手に使ってやっています（にぃとねぇも 驚

く程のうまさです）。
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2002・08・09（金）

３歳になりました

あーまも先日ついに３歳になりました。

この頃では、みーものことを名前で呼びつけたり、ますますお

うへいになりつつある…。でも、りょうが怒られているとママ

に立ち向かってきたりとやさしいところもあります。

最近ではおねしょもしなくなり、そういう面では本当に助かっ

ています。  なんといっても三番目。目に入れても痛くないほ

どかわいいのは確かと思う今日この頃です。

 さて、あーまはというとピングーは相変わらず大好きですが、

最近のブームは星のカービィ人形（ぬいぐるみ）を使ったお人

形ごっこかな。それから、教育テレビ（３CH)の「ピタゴラ

スイッチ」が好きなようです。あのアルゴリズム体操がはじま

ると、とりあえず見入ってしまうあーまです。

夏本番ですが、プール教室のおかげか、プールで腕浮き輪をつ

けてはりょうといっしょに泳いでいるつもりになっています。

「飛び込みはもう大好き!!」っていうくらいでプールサイドか

らおもいっきり飛び込むので母はお化粧が落ちて困っていま

す。もう少しは水を怖がって欲しいものと母は思うのでありま

した（いつか溺れる）。
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あーまのなんでもベスト３

　

A.ピングーのビデオのお話ベスト

１.　ピングーのベビーシッター

(お隣の赤ちゃんペンギンのお世話をするお話)

２.　ピングーはスーパーヒーロー

（本の中のヒーローの真似をしてケガをしてしまうお話）

３.　ピンガの幼稚園

（妹のピンガの付き添いで幼稚園へ行くお話）

B.　 あーまのすきなキャラクターベスト３

１.　もちろんピングー（中でもおじいさんが大好きです）

２.　キティちゃん　

(サンリオピューロランドでお友達といっしょにとった ビデオ

が大好き）

３.　アンパンマン（定番中の定番かな？）

C.あーまの好きなお遊び

１.　任天堂64 のゲーム

にぃにとねぇねの影響で、早くもＴＶゲームにはまっている２

歳のすえ息子・・・・。その中でも、最近は星のカービィやス

マッシュブラザーズがすきで（困った！（母））、電源を入れ

て勝手にやってます。これが、結構上手で、「ファルコンパー

ンチ」なんて言いながら戦っているのです。ゲームモードも選

んでいるところがすごすぎ。

年の離れた兄姉がいるにしても、ちょっと早いぞ・・・。ちょ

と前まで大好きだったキッズステーションのアンパンマンはも
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う卒業となっています(-_-;)。

２.　お友達との遊び

ようやくお友達といっしょに遊べるようになってきたました。

お友達の名前もたくさんでてきて公園やサークルなどでわいわ

いがやがやと遊ぶのが楽しみのようです（仕切り派かも）。

３.　パソコンの知育遊び

ちょっと前までは、おままごとが大好きだったのに、最近はイ

ンターネットでダウンロードした幼児向けの知育ゲーム（主に

キッズラブからいただいています）を、かってに起動しては、

わかっているんだかどうか、よくやっています。中でも、お得

意なのはバースディーケーキにろうそくを立てたり、イチゴや

クリームを飾ったりするゲームです。

　　

こんなんふうに、ゲーム系にはまっている最近のあーま。

母はできるだけ遠ざけ日々、遊び場をさがし外へでる毎日を

送っています。

最近では近くに幼児の楽しめる施設も発見し、せっせと通った

り、スイミングに行ったりと頑張っています。ただ、にぃにを

育てていたときと違い（年だ！）、なんと言っても体力が持た

なくなってきているので、こうなったら、早く幼稚園にでも入

れないと、と考え始めているところです。また、にぃとねぇ

（パパは孫の境地?！)はとってもやさしく、日々何でも言うこ

とが通ってしまうので、とってもわがままになりつつありま

す。もう３歳。これからは少しビシビシ躾よう（??）。
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０歳のころから入っているすいすいクラブというサークルは、

今ではすっかり中心となる年齢になっており、月２回その季節

に合ったお遊びを楽しんでいます。
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2002・10・01（火）

３歳２ヶ月のあまくん

１０月に入りあーまも3歳2ヶ月になりました。

11月には入園の面接が待っているのに、あーまときたら知ら

ない人には絶対になつかないのである。

３歳児検診では体重計と身長計に絶対にのらないと言い張り…

待つこと30分。前にいた保健婦のおば様たちが御気に召さな

かったようだ（こんなことでいいのかぁ～（怒））。

 先日今度入園予定の幼稚園の運動会では未就学園児のお遊戯

もず～と後ろ向きのまま…。本当に大丈夫なのかなぁ。でも、

とりあえず頑張って面接までこぎつけたいなァ(母）。

 

また、最近の行動で体当たりで攻撃をしてくるのだけど、これ

がかなり痛いのである。それも、『ごむごむのピストル～!』

とか『おどめ～（とどめである）。』などといいながら…（と

どめをさすなぁ）。その癖に、ＴＶの何とかレンジャーとかは

怖くて見られないのだ。まっ、こんなあーまですが怪我もせず

病気もしないので助かっています。まずは、幼稚園だ（気合

（母））。
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2002・12・03（火）

３歳４ヶ月のあまくん

いろいろありましたが、なんとか近くの幼稚園に入園すること

が出来ました。

面接の時は結局一人では遊べず私にべったりで面接の先生には

『４月のはじめは少し大変かもしれませんね』などと言われな

がらも…。でも一段落です。

１１月からプールの方も進級して一人で入るクラスになったが

１回目：１時間泣きながらコーチにかわるがわる抱っこ。２回

目:最後の１５分プールサイドに一人でやっとすわる。３回目

：最初抱っこ、１５分間プールサイドで一人で座って見学、し

かし!!最後の１５分はみんなとできたぁ～。と、こんな調子

です。

三番目にして何でこんなに世話がやけるのやら。でも、何とか

好きなプールで独り立ちしてくれることをただ、ただ願うばか

りの母でした。
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2003・02・03（月）

３歳６ヶ月のあまくん

プールに一人で入るようになって早３ヶ月、今だに入る直前ま

であがいているあーまだが、それでも、中に入ると楽しそうに

皆と練習できるようになってきました。

幼稚園の説明会の慣らし保育は、今まで２回あったけど２回と

も私の膝の上から降りれずにいます。後、３ヶ月。何とかなる

のかしらねぇっと思いながら日々様子を伺っています。

寒くて外遊びがなかなか出来ない日が続きますが、それでも近

くの室内遊技場でお友達と遊んでいます。
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2003・03・01（土）

３歳７ヶ月のあまくん

いよいよ3月です。入園まで後1ヶ月。最後の幼稚園説明会の

預かり保育は、インフルエンザのため実施できなかったあー

ま。少し不安は残るが、この所の成長は目を見張る物も有っ

て、プールなどはつい1ヶ月前がうそのように喜んでいってい

る・・・。

一体何だったのだろう。後にしてみれば笑い話になるというこ

とは分かっているのに、目の前のことだけに夢中で大変さも覆

い被さってくる。でも、その時は本当に大変なんだよって言う

ことを後になると忘れちゃうんだろうな。

人は過去の良い事しか記憶に残さないようだ。　でも、とりあ

えず元気にそれなりに成長してくれて,この春幼稚園にはいる

あーま。小さい体で元気一杯沢山の想い出を作っていってくだ

さいな。
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2003・06・01（日）

入園しました

４月に無事に入園しました。早いものでもう２ヶ月が過ぎあー

まも楽しく通っています。

入園の当初はきっと毎日毎日おお泣きで大変だと覚悟をしてい

たのに、拍子抜けで最初から手は焼かせませんでした。あーん

なにプールでは大変だったのに…子供の成長って早すぎる。た

だ一つ難点は毎日喜んで行っていると言うより、何ていうか、

そう、義務感のようなもので通っているのかも。

だって時間の感覚なんて分からないはずなのに、毎日「今日は

何時まで？」って聞いてから出かけるのだ。でも、時間を教え

るとそれで納得して行くので良しとしましょう。

それに、４月は歩き登園だったのに、５月におばあちゃんが倒

れてしまいちょっと大変だったのでバスコースに変更したのに

も関らず、嫌がらずに行ってくれて本当に助かっています。お

友達の名前も沢山出てきました。毎日毎日いろんなことを経験

して泣いたり笑ったり。子供の成長の速さは上の二人で経験し

ているから、今このときを大切にしたいと改めて感じる今日こ

の頃でした。
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2003・07・25（金）

カリフォルニア旅行記

一週間ほど前に、一足先にパパが出張にたった。それから大変

な戦いが始まるのである。

旅行出発の３日前のことだった。あーまが突然熱をだして、し

かも39度台の熱！もちろん病院に行き、診察して薬をもらい

様子を見ることに。でも一向に下がらない。

そして、あっという間に前日となった。

念のためかかりつけのお医者に再度診察を受け、旅行の話をす

ると、「まー解熱剤と、薬を上げておきますので行っても大丈

夫でしょう」との返答。

しかし、出発の朝に３８度３９度もあったら、さすがにとりや

めようと思っていた。熱がでて３日目だったし、そろそろ薬も

効いてくる頃と思いながら期待を込めて朝を迎える・・・。

熱を測ると、やった！！３７度だ！

その後、サンフランシスコにいるパパから国際電話が入った。

大丈夫そうだということで、旅行決行を決断！！そして、我が

家の家族旅行が始まるのであった・・・。

 

前もって予約した航空券のＥチケットを、ノースウェスト航空
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のオンラインチェックインにアクセス！チェックインを済ま

せ、１１時２０分発のバスに乗るために電車で一路たまプラー

ザへ。

もちろん高速バスのチケットも事前にインターネットで予約し

ていました。

このEチケットって座席も決まてて便利。それにプリンターつ

きのパソコンならサイトに事前アクセスすることで、そのまま

チェックインができます。この時プリントアウトした用紙を

持っていけば混雑するチェックインはスルーパスでビジネスク

ラスの入口から入れます。　本当に便利な世の中だわ。

たまプラーザから、成田直行便のバス、約２時間で成田まで。

しかし、この後地獄が始まる・・・・
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地獄の１１時間

空港に着いたのは出発の約２時間前。

宅急便で前日に贈ったスーツケースを取り、急いで荷物をあづ

ける。実は、バスの中であーまの熱が上がりだしたので

あった。

取りあえず、出発まで９０分くらいあるのでレストランで軽い

食事をとり解熱剤と風邪薬を飲ませ、少し休む。

その後、お金の換金などして出国審査へ。セキュリティー

チェックを受けいよいよ２８番ゲートへ。そして最後搭乗口で

「せキュリーティーの最終チェッご協力を」と言われ、何気に

快く承知してたら。。。

なんと!! 私のポーチから眉毛のはさみが・・・・。そういえ

ば、子供の熱だの何だので向こうでいろいろしようかと、持っ

ていたのだった（汗。

トランクへ摘めば良かったのに…(´；ω；`) ｳ ｩ ｩ
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でも、その眉鋏を取り上げられて（クスン）、なにやら書かさ

れて（私が危険物所持犯にみえたのか（怒））、で、なんとか

無事(??）飛行機の中へ。

ほんとうにギリギリの時間で、席について５分もしないうちに

離陸しはじめたのだ。

そして・・・。魔の10時間が始まる・・・・。

NW２便　１５時４５分発

離陸後しばらくは熱も下がり機嫌も良く過ごしていたあーま。

そう、それは6時間もたった頃から・・・。

あーまの体がみるみるうちに熱くなり、そうそれはもう熱く、

辛くて眠れないのか機嫌も悪くなり…。
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空港で解熱剤を飲ませたが、きっとまだ治りきってなく効果が

薄れたせいなのだろう

あまりの熱さにスチュワーデスさんを呼び事情を話したが、薬

はないと…。

でも、心配してくれて様子を見に来てくれ、額に手を当て

「Oh my god!!」と。

それから、機内アナウンスで英語はわからんかったけど「お医

者様はいませんか？」みたいな、ほら、良くドラマとか映画と

かのシーンがあるじゃない。そんな感じの放送が流れて・

・・。

それでも、3人位搭乗していたのよ、お医者さん！その中で、

女医さんがいきなり服を脱がせて…。　熱を冷ますにはそれが

一番なのかな？

結構外人は荒っぽいから吃驚したけどでも、嫌がるあーまの体

にタオルを当てて冷やし、薬は挙げられないけど、意識もはっ

きりしているから、冷やして様子をみようといことに。

緊急着陸の話がちょっと出て吃驚したけど、その必要はなさそ

うだと言われ、少し安心。でも、まだ到着間５時間くらいあっ

て…。

暗い機内でスポットライトを浴びて、泣き叫ぶあーま。もう本
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当に泣けてきた、なんで来たんだろうって(´；ω；`) ｳ ｩ ｩ

おぃおぃ（泣く場面よ!!）

でも、そうこうしている内に、後3時間くらいになった頃か

ら、少しずつ熱も下がり始め、あーまも寝付いてくれて。　到

着の頃にはすっかり熱も下がって、元気になっていました

（ホッ！）　

　

あー本当に良かった！

そうして、なんとか10時間のフライトを乗り切ったAKRMA

ファミリー（パパ除く）でした・・・。
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2003・07・26（土）

ロサンジェルス到着！

飛行機はほぼ定刻（２６日朝９時４５分）で到着した。

何とかアメリカの地に降り立ったAKRMAファミリー（マイ

ナスパパ）、機内でのごたごたで未だ入国審査の用紙が出来て

なく、トランクを受け取る前にあせあせしたら、世の中にはい

るもんです救う神。

しかも日本人!!その方は案内の人で、入国審査のめんどくさい

泊まる住所や、いろいろ手伝って書いてくれた・・・。

私の様子がいかにも大変そうだったのかなぁ（反省）。　　　

　

そこで、あーまのことも心配だったので、近くの病院について

聞いてみた。

だけど、緊急外来は大変だと（お金も、薬も強いか・・・

ら）。で、一度保険会社に聞いてからの方がいいと…。そこ

で、一度ホテルに入ってから考えることにした（熱も引いてい

て結構元気になってたので）。

でも、　病気のことを心配してくれて、敬謙なクリスチャン

だったもので、お祈りまでしてくれました。神のご加護で必ず

よくなりますよって…。

こんな異国の地で、こんなに親切にしてもらい、もう感激で

した。
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その方のお蔭で４人分の入国審査も無事終え、トランクを取っ

て出口に行けたのが到着から１時間３０分くらいたっていた。

予定ではパパが少し早くサンフランシスコから到着して待って

いることになっている。きっとなかなか出てこないから心配し

ているだろうなぁと思いながら、あ～やっとパパに会えるとい

う嬉しさと安堵感一杯で出口に向かった。

なのに……。いない！！

なんでじゃ！！待っても来ない…。こんなことって…。

ホント色々有り過ぎて、眩暈が…。って１５分くらいが過ぎ

た。そこへ…見覚えのある顔が!来た!!でも、さすがにその時

は怒りより安堵感の方が大きかったというのが実感かな。

話を聞くと、サンフランシスコで一本乗り遅れたとか・・・。

おいおい、こんな思いをしてやっと辿り着いて感動の再開に遅

刻かい!!　

話を聞くと、どうも、最近はセキュリティーがどこでも厳しく

なっているようで、そのため遅れたというだが・・。しかも、

ロスの空港はターミナルが７つくらいあって、それぞれ飛行機

会社で分かれてるから、ターミナルが違うとバスで巡らないと

ならないらしい。そんなもんで、パパ自信も疲れ果てていたの

であった。

でも、取り合えず会えました～♪　
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いざ、アナハイムへ

その後、まず予約していたレンタカーを借りるため、バスで移

動する。

ちゃんとレンタカー屋さんまでバスが出てるの。さすがに広い

アメリカ、レンタカー無しでは行動できないもんね。

借りたのはハーツで、車種はフォードのトーラスでした。この

車には旅行中本当にお世話になりました。

そして、レンタカーを借りて、車に乗ったのが１１時３０分く

らいでした。

さぁ、いよいよアナハイムへ 出発です♪

しばらく道を走って、右走行と標識になれました。

アメリカの標識や通りの標識には方向が示してあってとっても
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解り易い。フリーウェイもあり本当に便利。でもさすがにダウ

ンタウンの近くは渋滞はありました。

　　　　　　　　　　　　

さて空港から405号線に乗り、ひたすら走り続けること１時

間、ようやくアナハイムのホテルに到着しました。

チェックインは３時でしたが、空いてる部屋があったので早く

チェックインできました。

 

アナハイムシェラトンＢａｌｌRoad越しに

 

 この日は、午後あーまの熱がまだ少し出たのですが、パパと

も相談して、薬があるのでそれを飲ませて様子を見ることにし

ました。お兄ちゃんお姉ちゃんとも遊ぶくらい結構元気になっ

てたのでね。
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でも、私自身がもうダウン寸前だったのこともあり午後は、

ぐっすりと眠ってしまいました。

時差ぼけを早く直すには頑張って起きてるのがいいのは解って

たのですが、もうそれどころではなかったのでね!

そして夕方、起きた時は、子ども達がまだ寝ていたので、パパ

と二人で近くのスーパーまで買出しをしました。ちょっとアメ

リカンライフの真似事みたいで、ストレスも吹っ飛んでしまい

ましたよ。

帰りにお馴染みのマクドナルドでテイクアウトをして夕食にし

ました。あーまの熱も下がり食欲もでてきました！

一日目は何とか無事に終わりそうです
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ホテルのプールです。明日から、上の二人は、こちらで大分遊

ばせていただきました♪
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2003・07・27（日）

 ロサンジェルス 第２日目

昨日少し熱があったあーまも、ようやく落ち着いてきた。予定

では今日はディズニーランドへ行くはずであったが、まだ無理

ということで、ゆっくりドライブをすることになった。

朝はとてもゆっくりで、１０時頃起き、初めての外食で朝食を

とることに。

ディズニーランドの向かい、道路越しに日本でもお馴染みの

（ていうか、外国の店とは知らなかった）、ＣＯＣＯ’Ｓへ

行く。

慣れないので、ファミレスが妥当かと・・・。

しかし、私の頼んだパスタは非常に量も多く、どうしてこう

チーズ味にするかなってくらしつこいお味で。1/4も食せな

かった。それでも、腹ごなしにはなったのでいざ！ドライブへ
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一路ハリウッドを目指して５号線を西へ西へ ・・・

フリーウェイの５号線から１０１号線に乗りハリウッドに着い

た。さすが！アメリカ!!途中でバイク軍団に２回も会った（す

ごい数だったなぁ）

私的にはあの、有名な山沿いの文字を見たかったのだけど、実

際はどこを走っているのか迷子になって（汗）、気が付くとメ

イン通りを走っていた。

ハリウッド通りを車で走行していると、いたいたランボー。

サービス精神旺盛のランボーちゃんでした（笑）　さすがに日

曜日ともあって、通りは大勢の人で賑っていましたよ。

少し歩こうか、ということで見事に裏通りに路駐したパパ（こ

ういうところは流石に慣れている）。大きなホテルの出口にで

ると、そこはもうハリウッド通りだった。

しかしどこの場所なのか今一わかっていない（誰かこの風景を
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知っている方がいたら教えてください）。沢山の観光客がいて

賑ってました。

 

 

ブランド物やグッズがあり映画館もありました。
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入口付近この階段を下りるとお店が沢山あって、 ここで、

ジュースを飲んで一休み！あーまは流石につかれたのか、ちょ

とご機嫌も悪かったです。でも、初めてこんなに沢山外人を子

ども達は見たんですよ（笑
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ハリウッドからサンタモニカへ

隣のお店でぶらぶらウィンドーショッピングをしてると、さす

がハリウッド!!

スパイダーマンやダースベーダ、スーパーマンやチャップリン

まで普通にいる…。パフォーマンスの嵐だった。

でも、せっかくハリウッドに来たのにあの手形の場所や文字は

見られんかった（行き当たりばったりの人生なんて…） スパ

イダーマン発見!!

 

 ハリウッドを出て、近くにビバリーヒルズがあるからちょっ

と豪邸見学でも行こうか！ということになり、地図片手に迷い

ながら走りつづける…。
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ビバリーヒルズの看板があったので適当に路地に入る

さすがに綺麗な素敵な家が並んでいたが、入口付近の家は、ま

だ、それほどすごいっていう程ではなかったかな（笑
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でも、奥の方に良くとすご～いっていうお家が次々と・・・。

「シュワちゃんもこの辺に住んでいるんだなぁ」って言ったら、

子供たちは吃驚。州知事選はどうなることやら（って、思って

いたら本当になってしまいましたねぇ(笑））
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ビバリーヒルズの見学を終えて一路サンタモニカのビーチへ。

ここからはＳａｎｔａ　Ｍｏｎｉｃａ　Ｂｉｖｄ．をひた走る

こと３０分くらいでした
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ほらね！もうすぐサンタモニカです♪

途中街に入ると混雑してましたが意外と走りやすい道でした。

サンタモニカの浜辺の一段上（崖の上）に１号線があります。

その１号線沿いにこんな遊歩道がず～と続いているんですよ。

ベンチもあって景色は抜群でした。

 サンタモニカの浜辺ってすごく広い！海まで遠いから結構大

変かも（笑）　夕方の４時頃なのに、たくさんの人が海水浴で

楽しんでいました。もう少し右に行くとSanta Monica Pier

があってその近くにはPacific Parkという遊園地があるん

です。

こんな海辺に遊園地!!ジェットコースターは風が強いから結構

スリルあると思うな・・・。

そんなこんな景色を堪能したあと、公園の駐車場に止め、浜辺

に下りてしばらく遊びました。子ども達はこんな遊具で外国人
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の子供に混じって楽しそうに遊んでいました。

子供の会話はわかるんだけどなぁ・・・。というのが実感です

(=^_^;=)  海が遠かったので（笑）、ここでしばらく遊んで一

路アナハイムへ。
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夕方も５時を過ぎているのにこの青空 !さすがサマータイム

です。

上の二人はとにかくプールに入りたくて、まだかまだかという

感じでした。途中カリフォルニアの夕焼けも楽しみ７時３０分

くらいにホテルに着きました。この後、プールで存分楽しみ、

夕食はホテルのルームサービスを頼みました。

２日目も無事終わり、あーまも本調子を取り戻したようです。

明日は、ディズニーランドへ行けるかな?!
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2003・07・28（月）

アナハイム 第３日目

すっかり元気になった、あーま！本当に良かった…。今思うと

後一日ずれていたらなんていうことは無かったのかな（遅）

ということで、今日はいよいよディズニーランドへ行くこと

に。でも、相変わらず時差ぼけが治ってなくて朝が遅い。東京

のディズニーランドなら朝５時起きとかしてたくせにね。で

も、今日はゆっくり夜11時までやってるので、朝は体調をみ

ながらビュフェで食事をゆっくり取って、１１時のバスで行く

ことに。
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現地で貰えるパークマップです。ディズニーランドとカリフォ

ルニアアドベンチャーは繋がっていて両方を行き来できるパス

もあります 。

本当は明日も来る予定なので両方が行き来できる２デイパスを

買えば良かったのだけど、まだ調子がわからないので取りあえ

ず今日だけのフリーパスにしました。

ワンディパスは　大人が＄47　子供が＄37（3～9ａｇｅ）

と、日本よりちょっと高めかな?! さ！楽しむぞ♪
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ディズニーランド（続き）

月曜日だというのに、今日はすごい人！あれ？

カリフォルニアのディズニーランドは確か長くても待ち時間

40分位のはずじゃ・・・。

なんて思っていたのは大間違いで、結構日本と変わらな

かった。

最初に行ったのはフロンティアランド。待つのが嫌だったので

取りあえずマークトウェイン号に乗船する。

人込みを見渡して、はぁ～混んでると実感!!最初のテーマパー

ク周りが外国人だらけ（笑）

日本でもこの船には乗ったことがなかったのでそれなりに楽し

めました！途中、カヌーの団体さんに遭遇！
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船の下を上手によけながら、漕いで行きました（外人のノリの

良さに驚く瞬間＾＾；）

 

 テーマパークって日本では迷子の案内が結構かかっているけ

ど、さすがにアメリカ！危険認知度が高いだけあって、一度も

そんなものは耳にしなかった（当たり前か！）　それに、子供

だけでは決して行動してないし。親が手をひいている（結構大

きい子まで）。　私もほんと気を使いました（これが本当だね

！）

次に挑戦したのはビッグサンダーマウンテン。みーもは初挑戦

でした。急なカーブや落下が怖かったようです

ここでファンタジーランドへ移動
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挑戦したのは、マッターホルンボブスレー！日本にあるのかな

？未だ挑戦してなかった。結構急でビックサンダーマウンテン

より怖いかな。途中で雪男がでてきたりして。続くジェットも

のにみーもはドキドキだった様です

 

次は、日本でもお馴染みのイッツアスモールワールド！待ち時

間が少なかったので助かりました。あーまはことすらこれが気

に入ったみたい。後ほどまた乗ることに…。日本のものと比べ

ると内容が多くて時間も長かった気がします。涼めました！
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概観も似ていますよね。でも、乗り口が外なんです。

次に、ロジャーラビットのカートゥンスピンのファストパスを

ゲット（待ち時40間分でした）

 

やはり今日はあーまがメイン！上の二人は結構プールとかで楽

しんでたものね！ということで、お次はトゥーンタウンへ。こ

こも、日本と変わりはありませんでした
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暑いので噴水で水浴びしている子もいたりして、でも湿度が全

然低いので、暑い割には過ごしやすかったな。

ジョリートロリーに乗ったり、遊具で遊んだりあーまもやっと

楽しくなってきたようです
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左下に見えるグリーンのバギー。これがここのレンタルで＄７

で一日借りれます。すごい優れもので、車輪も大きいし動かし

やすかったとういうのが印象です

日よけも大きいので寝ても全然大丈夫。でも、あーまは何故か

頑なに拒否!なかなか乗ってくれませんでした。

可笑しいのは、疲れたみーもが見えないように日よけをつかっ

て乗っていました（笑）　ていうか、乗れちゃうくらいビック

サイズなんですね＾＾；
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夜まで遊んで（続き）

暑かったので出来るだけ待たないところを探しながら移動をし

ていると・・・。

アラジンとジャスミン ！ 兆度アラジンのショウーが始まる所

だったので見ることに！

ショーの進行をする人が妙に可笑しくて一人漫才師のようでし

た（インパクトは強かったな）

外国人というのはこうも乗りが良いかなって！観客全員がおお

ノリノリ!!うけまくっちゃいました（笑）

英語は全然解らなかったけどね（汗）

そして、 カリブの海賊船に乗った後、お腹もすいたので近く

で昼食を取りました。暑いし人込みも凄いので疲れ気味・・

・。でも、美味しいピザで復活しちゃいました!!
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元気を取り戻した後、ホーンテッドマンションへ。ここも日本

にあるけど、全体的に薄暗くリアルだったな

最初に降りていく場所で、雷が落ちた後屋根裏の場所に首吊り

死体が出るのですが、周りにいた外人の悲鳴の凄さといったら

・・・（流石外国人！！）

その悲鳴に驚かされちゃいました（笑）

その後、どうしてもスプラッシュマウンテンに乗りたいと言う

のでクリッターカントリーへ移動し、二人はそのまま２時間待

ちの列へ…。

 

外国人の子ども達の間ではキャラクターのサインを貰うのがは

やりだそうで、ここにも長い列が ・・。
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 待てども待てども二人は一向に帰ってこない…

辺りは次第に暗くなり入口と出口は一つしかないのわかってて

もなんだか心配になりました

天気も次第に崩れて小雨が・・・。

でも待っている間にプーサン・イーヨ・ティがーと記念撮影が

できちゃった

　　　　　　

それから、しばらくして二人は無事に戻ってきました（９時ご
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ろ）。みーもはスプラッシュマウンテンの最後の落下で、すご

～く怖い思いをしたようで、ちょっと青ざめてました（シート

ベルトもなくおまけに手すりが滑ったようです）

それでも、強烈な思い出もでき（笑）、最後にファンタズミッ

クのショーを見るため移動しましたが、小雨が降っていたため

中止となり残念ながら見られませんでした・・・・（悲）

でも、外国人ってアバウトなのか、大らかなのか・・・３０分

くらい待たされて中止になったのにぜんぜん文句を言うでもな

く帰っていく…。日本だったら結構ぶつぶつものですよね～

（笑）

そんな外国人の大らかさに関心しながら（笑）、明日もあるの

でホテルに帰り、またまたルームサービスを夕食にしちゃいま

した。

でも、さすがにホテルのルームサービス！下手に外で食べより

美味しかったかも（チビがいるしね）

一日遊んで楽しい思い出がたくさん作れました！明日はお隣の

カリフォルニアアドベンチャーへ行けるかな？！
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2003・07・29（火）

アナハイム 第４日目

もう殆ど完全復活のあーま！

でも、相変わらず朝は遅いAKRMA家。今朝も起きたら10

時。ということで、今日も１１時のバスで行くことに乗ること

にしました。今朝もバイキングでゆっくり朝食を取り、いざ！

カリフォルニアアドベンチャーへ

 

このカリフォルニア・アドベンチャーは２００１年に完成した

ディズニー直営のテーマパーク。

主に乗り物が多くてようは遊園地のような雰囲気。今日は火曜

日ということもあって、昨日とは違いとても空いていました

カリフォルニア・アドベンチャーは大きく次の4つのゾーンに

わかれています
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■　ゴールデン・ステート

■　パラダイス・ピア

■　ハリウッド・ピクチャー・バックロット

■　バグズランド

各テーマとも楽しい催しものが満載   テーマごとになってい

るので、割と周りやすいかな

 

こちらは、SUNGLASS　かわいいキャラだったのでパチッ!!

カリフォルニアの青い空・・・ってなんだか聞いた覚えのある

フレーズだけど、ほんと青の色が日本と違う。空が広いなって

感じました。

今日もいい天気・・・また、体に日焼け止めを塗るのを忘れた

!!(後が怖い）。

最初にどんなアトラクションがあるのかを見て周りながら、
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ゴールデン・ステートにある グリズリー・リバー・ラン と

ソアリン・オーバー・カリフォルニア のファストパスをゲッ

トしました。

ぶらぶらとパラダイス・ピアの遊園地ゾーンへ

時たまこの通りをミニパレードが通ります。

ファストパスの時間まで、ジャンピン・ジェリーフィッシュ

（クラゲ型のパラシュート・ライド）とゴールデン・ゼファー

（宇宙船がスピンするライド・アトラクション）に乗りました。

まだ、時間があったので二手に分かれてパパとりょうはカリ

フォルニア・スクリーミン（下のジェットコースター）に乗り

に行き、残され組はＳ．Ｓ．ラストワーシー（消防艇がテーマ

のプレイゾーン、消防士気分で遊べます）で楽しく遊んで待っ
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てました。

 

 

 

ここに見えているアトラクションは、全て制覇しましたよ♪

とにかく日差しが強くて、日陰を探して歩いてましたが、さす

がカリフォルニア！水の遊具が所々にあって、あーまは吹き出

る水にびしょ濡れになりながら、おおはしゃぎで遊びました。

そんなこんなしてると、乗り終えた二人が戻ってきたので

ちょっと、休憩。日陰でレモンシャーベットを頬張りました。

この後いよいよグリズリー・リバー・ランに挑戦!

このアトラクションは激流を下り、山間の洞窟をめぐり、流れ
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落ちる滝をすり抜け、スリリングな渓谷へのダイブを体験でき

ます。８人のりでしたが、あーまが乗れないのでまた分かれて

２人づつ。

外国人の家族と乗ったけど、やっぱりリアクションがいいね！

びしょ濡れになってすっごく楽しかった

急流を後ろ向きで落ちたときは、非常に恐ろしかった…。

ここでの一番のお勧めを後にして一路ハリウッド・ピクチャー

・バックロットのゾーンへ

ここはハリウッドの雰囲気を醸しだしたゾーンで入口にアーチ

があります

そこを正面からみると鮮やかな青空が広がって・・・。ってよ

く見ると巨大なスクリーンに描かれた大空だった。

派手なカフェやッショップ有名な映画館もあり、ほんとハリ

ウッド気分。

実際の映画セットの前でツーショットの写真を撮ってもらいま

した
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後ろの背景はもちろん絵画です♪

兆度ショーが始まるところだったので、ハイペリオン・シア

ターへ行くことに。今は「アラジン」のミュージカルを上映し

ていました。
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２０００人は収容できる綺麗な劇場でした 。 始まるとこか

ら、演出がアニメにすご～く忠実にしてあり感動しましたよ。

空飛ぶ絨毯でこの劇場内を飛び回るシーンは壮観!!子ども達も

英語はわからなくてもアニメを知っているので各シーンをとて

も楽しみながら見ていました。

可笑しかったのは魔法使いのジーニが８人くらい出てきて踊る

シーン、これは、是非もう一度見たいです（笑）
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カリフォルニアアドベンチャー(続き）

楽しい余韻に浸りながらハリウッド・ピクチャー・バックロッ

ト後にして、次はソアリン・オーバー・カリフォルニアに向か

いました

ファストパス時間がぎりぎりだったので、みーもとりょうと３

人で小走りに向かいギリギリの時間で滑り込みました。カリ

フォルニアの空を飛ぶような体感ができ、気分も爽快!!

お腹も空いたので、パラダイスピアのゾーンに戻り、軽く食事

をとりました

この後カリフォルニア・スクリーミンに挑戦。（りょうは３回

も乗ってました）。最初の加速が凄かったけど、この程度はま

だ平気かな（笑）

そろそろ５時３０分。お次は新しく出来たバグズランドへ!
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大きなクローバの葉、これだけで不思議な気分。ここは、昆虫

の世界。私達が虫サイズになったみたいに全部が大きいサイズ

（笑）

いろいろな乗り物や水遊びもできるゾーンもあり、小さい子に

は大喜びです。もちろん、大人も楽しんじゃえます!!

そして、こんな可愛らしい昆虫達が迎えてくれます。みんな等

身大なんですよ（大人と）
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次は、ハイムリッヒのチューチュー・トレイン。３人で仲良く

乗りました。
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タック＆ロールのキャラがいいよね、それなりに楽しむみーも

でした。

 残念なことにイッツ・タフ・トゥ・ビー・ア・バグの３Ｄシ
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アターが休憩中で見れませんでしたが、それにも負けず、みー

もはいろいろな乗り物に挑戦していました（笑）

タック＆ロールのドライブ・エム・バギーズ（ゴーカーゴみた

いなもの）やフランシスのレディーバグ・ブギ（コーヒーカッ

プみたいなの）。これは恐ろしかった・・・。

少しずつ日も傾いてきて涼しくなってきたので、次はゴールデ

ン・ステートにあるアスレチックで遊びました。

ここは、結構広いスペースがあり、いろいろなアスレチックが

出来る空間で、子ども達は鬼ごっこをしたり、思いっきり体を

使って遊んでいました。

私達は疲れ気味だったので、景色のいい場所でちょっと休憩。

ホットできる時間でした。見ると、パパもいっしょになって、

子ども達と楽しんでいました
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 結構長く遊んで、ゆっくりしたので最後にパレードを見る前

に、夕闇のアナハイムを見ようということに

夕焼けの中、散策しながらパラダイスピアにあるサンウィール

を目指したのですが…。

このサンウィールが侮れなかった。大型の観覧車というつもり

だったのに・・・動くのだ。私の最も苦手とするブランコ状態

に・・・。これが下手なジェットコースターより怖い!!年甲斐

もなく絶叫しまくっていました(苦笑）

でも、２周する間ず～と動いているわけではなかったので、そ

れでも夜景は堪能できました。

乗り終えると、兆度パレードも始まる時間だったので通路に座

り待ちました。
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ここのパレードは懐かしいエレクトリカル・パレード。今では

見られなし、東京ディズニーランドが出来た当初、このパレー

ドに感動したことを思い出しながら見入ってしまいました。

なんだか１５年ほど前を思い出してしまった…♪

 

 

みーもも、さすがに疲れた様子です（笑

 

 ここ、カリフォルニア・アドベンチャーは夜の１０時まで。

パレードを見てゆっくりと夜景を楽しみながら出口に向かいま

した。

途中でお隣のディズニーパークの花火が打ち上げられちょっと

見ていたら、もう殆ど人もいなくて、静かな夜のパークを名残

り惜しげに帰りました。
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こうして無事にテーマパークも予定通り楽しむことが出来まし

た。あーまの風邪は完全に良くなりもう安心のようです♪

楽しかった、アナハイムとも今日でお別れ。ということで、ま

たまたルームサービスで、今日はちょっと豪勢に夕食をとりま

した。

明日は移動日です。お土産を買いながら、一路、サンディエゴ

へGO！！
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2003・07・30（水）

お土産

今日はサンディエゴへ移動する。

それなのにのんびり寝坊のAKRMAファミリー。ゆっくり起

きて支度を整えてから、ホテルをチェックアウトしました。

近代的ではなかったけど、こ綺麗でどちらかというと御伽の国

の延長上にあるような雰囲気のホテルだった（お値段もディズ

ニー系よりず～っとお得だったしね（笑）

４日も泊まったので、名残惜しかったが楽しい思い出ができま

した。

まずは、まだ何も用意していないお土産を調達するのに近くの

ダウンタウンディズニーへ向かいました。

ここは２つのテーマパーク（ディズニーランド・パークとディ

ズニー・カリフォルニア・アドベンチャー）とディズニー・リ

ゾートホテルを結ぶメインストリート的存在。

昼はのんびりとお食事、ショッピング、散歩、映画を観たり、

夜は深夜までライブ・コンサートやダンスと、一日中楽しめる

新エンタ－テイメント・スポットみたいです。車で３分ほどで

着きました

 



K's Diary

63

平日のお昼ともあって、がらがらに空いていました。

まずはお腹も空いたので、朝ご飯と兼用で軽い昼食をとりまし

た。そして、それからがたいへん。そう、子ども達のお土産探

し・・・。

結局一番メジャーなので、ワールド・オブ・ディズニー　（カ

リフォルニア最大のディズニー・ショップ）でそれぞれのお友

達へのお土産をゲットしてました（時間がかかった・・・。）
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ここでのお勧めと思ったのは自分だけのオリジナル・テディー

ベアーが作れるビルド・ア・ベアー・ワークショップ。

とにかく可愛くて本体は＄10くらいから！手に入り綿を詰め

てもらって誕生させ、それからお名前や身の回りのものをそろ

えていくの。

次回(??）は是非寄ってゲットしたいなって思いました（笑）

そうこうしているうちに、2004年銀座に日本第1号店がオー

プン！今度、絶対に行こ～う♪    すごくたくさんの種類があ

るの！グッズもね！

こうして無事お土産も調達できたので、いよいよ一路サンディ

エゴへ
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標識のSOUTHはこれから、向かう方向を示しています。 地

図でみるように５号線に乗ってから南へひたすら走ること２時

間（約180km）

途中海岸線に規則正しく植えられたレモン畑がとても印象的で

した（サンキストレモンかな??）

海岸線をのんびりと走り快適なドライブでした。

広い広いアメリカを実感できました
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ビバ！サンディエゴ！

ところが・・・

もうすぐサンディエゴのダウンタウンなのに、どうやらパパは

道を見失ったらしい。彼も１５年ぶりくらいのサンディエゴ

だったので道も変わりますよね（笑）

飛行場の出口も通り過ぎ・・・ダウンタウンの出口も通り過ぎ

…。そろそろフリーウェイは出た方が…。

と思っていたらやはりおかしいということで、取りあえず近く

の出口で降りました。

どこだ？ホテルは…

遠くに見えるダウンタウンの、高層ビルを目標にひた走りま

した。



K's Diary

68

 目的地のホテルは何処でしょう・・・。パパは降りた場所が

今ひとつ解らない様子。今回はホテルの地図も無かったので

ちょっと不安でした。

でも、少し走ってダウンタウンが見えてきたのでもう少し様子

を見ようということに（走りつづける）

するとパパの見覚えのある景色に変わって、飛行場を過ぎ、

ヨットハーバーも過ぎて・・・・

ついに目的に到着!
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はぁ～無事に着いた。ということで、取りあえずチェックイ

ン。今回泊まるホテルは少し近代的（笑）で、何と言っても最

上階（１２階）の窓から見えるダウンタウンの景色は最高で

した。

ここはアイランドと呼ばれる少し島になっている場所に立って

おり、ホテルの全面からも反対側からも、それぞれのヨット

ハーバーがみれました。

また、隣にはサンディエゴ空港がありそのため，夜景はさらに

素敵な眺めになっていました♪
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同じシェラトンでも雰囲気が全然違いそれも楽しかった。 も

う少しすると高層ビルやブリッジも点灯して、幻想的な夜景が

楽しめるのでした。

少し落ち着いてから、水が冷たいのに、子ども達はプールへ元

気に入っていました。 着いた頃小雨が降りだしていたのです

が、少し休んだら子ども達はもうプール・プールとうるさかっ

たので、重い腰を挙げて私達もプールに入りましたよ。

しかし、温水プールなのに水が冷たかったので、１０分くらい

しか入っていられませんでした…でも、プールサイドにもう一

つジャグジーがあったのですが、そこは熱いくらいの温水だっ

たので、久しぶりにお風呂に入った気分で快適でした（笑）



K's Diary

71

それでも、１時間位プールの辺りで遊び、お腹も空いたので食

事に行くことに!夕暮れ時になって雨も止み、綺麗な夕焼けを

見ることが出来ました。子ども達はステーキがいいと言い張っ

たのですが、せっかく海の近くなんだからと説得し、今夜は

シーフードを食べることになりました。

アナハイムではテーマパークに遅くまでいて夕食は殆どルーム

サービスだったので、とても嬉しかった♪

雨も止んでロマンチックな、夕闇につつまれはじめ…（笑）

 

向かったのは車で５分くらいのダウンタウン近くにあるシーフ

ドレストラン。港に面していたので夕闇に移り変わる港の景色

を楽しめました。

牡蠣や海老、白身魚、そして蟹もたくさん食べ、みんな満腹で

ホテルに帰りました。

部屋からの夜景があまりに綺麗なので、その夜は、ベランダで

夜遅くまでのんびりと眺めていました。
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明日はアメリカでゆっくりと、過ごせる最後の日。サンディエ

ゴの思い出がたくさん出来るといいな・・・・♪
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2003・07・31（木）

サンディエゴ　第６日目

いよいよ最後の日。

明日は朝にはロスに発たなくてはならないので、ゆっくり出来

るのは今日だけ。楽しい日々は時のたつのも早くて…。

でも、今日も相変わらず遅起き…（実は昨日チェックインの時

にランクアップして朝食つきにしたのに…起きたのが10時30

分で間に合わなかったのだ（怒））

でも、気を取り直して近くのショッピング街シーポートビレッ

ジへ向かうことに。

でも、レンタカーを初日に空港で借りてからまだ一度もガソリ

ンを入れてなかったので、さすがにガス欠になりそう。

そこで、まずは車にご飯を・・・ということでガソリンスタン

ドへ。こういうとこは流石に慣れたもので、せっせとてばやく

入れていました。

でも、セルフなのはわかるけど、お金の支払いもガソリンを入

れる時に、クレジットカード入れる場所に通すだけだなんて、

ちょっと吃驚しました。カード社会だな～って実感!!
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その後、港沿いにあるシーポートビレッジへ。可愛いいろいろ

なお店が１０数件あってもう、どれから見ましょう…（こうい

う時は本当に私を一人にしておいてって思うわ)

でも、まずは腹ごしらえからということでピザを食べに行きま

した。とても美味しいピザであーまも大きいサイズのピザをペ

ロリとたいらげていました（笑）
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周りの景色も素敵でお散歩だけでも楽しい場所です

 お腹も一杯になって、さあ、ショッピング！ディズニー系の

お土産しかまだ買っていなかったので、ちょっとゆっくり買い

物をしました。

ここのショッピングセンターの凄いとこは、何気にメリーゴー



K's Diary

76

ランドとかあって、子ども達が退屈しないように工夫がされて

いたことです。お蔭でゆっくり見れました（笑）

クリスマスのオーナメント等が沢山揃っているお店、子供の木

のおもちゃばかり扱っているお店

ハンモックだけを扱ってるお店など、日本ではなかなかお目見

えしないお店もあり楽しめました。

いろいろ迷いましたが、ステンドグラスの可愛いマグネットや

オルゴールつきのお人形などに決めました

　

次は今日のメインとなったクルージングへ向かいました。

中央にみえている白い建物から出航  右側端にシーポートビ

レッジがあります。クルージングは時間帯によって、赤コース

と青コースがあります。でも、どちらを周遊しても眺めは最高

なのでしょう♪
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ギリギリの時間で飛び乗りして、３時に出航。今回は出航の時

間の関係でマップの赤コースを周遊しました。泊まっているホ

テルの前を通る左側のコースを行きます。

湾の先端では、野生のアシカもいて、子ども達が一生懸命ビデ

オ撮影していました。心地よいクルージングを１時間ほど楽し

んで一度ホテルへ戻りました。
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 ホテルに戻ると、上の二人は早速プールへ・・・。

上の二人は相変わらず元気にプールで泳いでいましたが、水も

冷たいし、私達はプールには入らずに直接ジャグジーでくつろ

いでしまいました（笑）

最後までプールを堪能した二人。子供はなんだかんだ言って

も、プールさえあればいいのかしら？！アメリカくんだりまで

来てね（笑）

今日も１時間くらい入って、いよいよ最後の晩餐へ（笑）

この先はアイランドの行き止まりですがそこにステーキハウス

がありました。



K's Diary

79

 

 アメリカ最後の夜なので、子ども達が望むステーキを食べる

ことに。眺めのいいレストランでデザートまで平らげて子ども

達は大満足でした 。

こうして、アメリカ最後の夜は更けて・・・

明日は朝７時頃にはホテルを出発しなくてはいけないというの

に、子ども達は夜景に見とれ、なかなか寝付けなかったようで

す（笑）
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2003・08・01（金）

帰国の日

朝５時３０のモーニングコールで目がさめた。

今日はこれから、ロスアンジェルス空港へ向かい午後１時３０

分発の飛行機に乗り日本へ帰国する。子ども達は夕べ遅くまで

夜景を楽しんでいたので、まだぐっすりと眠っている。

そこで、パパと２人でゆっくりとモーニングを楽しむため

ビュッフェへ向かった。

朝、６時と早いのでさすがにお客は私達２人だけ！朝もやの

ハーバーを見ながらゆっくりと簡単な朝食を取り部屋に戻っ

た。・・・・まだ寝てる・・・。

渋滞があるかもしれないし、早めに出たいと思っていたので仕

方なく子ども達を起こし、支度をして７時頃にホテルをチェッ

クアウトした。

５号線は途中で、公安警察が事件か何かで検問をしていたので

ちょっと混んだが、それ以外はたいした渋滞もなく無事にロス

に着いた。９時前であった。

借りていたレンタカーを返し、空港までバスで移動してから

ノースウェスト航空のターミナルへ向かう。

手続きを終えたのが１０時頃、はぁ～ちょっと早すぎたか

なぁ…。
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でも、行きが余りにも慌しかったので、余裕をもって行動した

かったので、良かった♪（子ども達は早すぎたとか何とかぶう

ぶう言ってましたけど（笑））

時間までDuty Freeで買い物をゆっくりと済ませ、いよいよ

帰国の途へ。

帰りは１１時間程のフライトになるが、今回はパパが一緒なの

で行きとは全く心のゆとりが違った（こんなものかなぁ）。

あーまも機内食をぺろりと食べたり、イヤホンで音楽を聴いた

り・・・（嬉）。帰りは余裕で、休みながら帰れるかなって

思っていたら・・・。

今度はみーもが飛行機酔いで・・・・。また、飛行機がすご～

く揺れたのです。

・・・というわけで、私は帰りも一睡も出来ず（パパはぐっす

りと休んでいましたが）、何とか11時間のフライトを乗り切

りました（日付変更線は越したので、今度は一日損しちゃった

（笑））。

みーもは、なんとか耐えて、やっと飛行機が止まったので、良

かった良かったと思っていたら・・・。

着いた場所がターミナルじゃない!!

はぁ～。本来ならば飛行機を出たらそこは空港のターミナルで
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しょ！でも、違った・・・。

ノースウェストの航路でタラップがある。

こうなったら首相気分で降りてやる!!ってなやけくそ気分で、

飛行機を降りました。

可愛そうなみーも。今度はバスが待ちかまえていて・・・吐き

気を我慢すること５分（遠かった）。フラフラになりながらな

んとか、出国手続きの場所まで到着しましたとさ・・・・。

最後の最後まで、私にとっては波乱万丈の旅でした。正直いっ

て到着した日は、なんでこんな思いまでして来たのだろうっ

て、後悔の方が大きかったのです。でも、終わってみれば、楽

しい思い出の方がた～くさん出来ており、また、みんな元気に

無事帰ってこられたので、今は行って本当に良かったなって心

から感じております（号泣）

子ども達にどんな思い出が残ったか、それは子ども達にしかわ

かりません。

でも、短い期間でしたが、広い広いアメリカ、言葉も文化も違

う国を経験して、多少なりとも何かを得たことと思います。

この後、３日程朝４時起きの生活が続きましたが、みんな元気

に2003年の夏休みを過ごしました♪
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2003・11・03（月）

懲りずにまた、日記・・・

前に使っていた日記はみーものサイトに譲ったので、

また、新たにお借りしました。これが、毎日付けられれば

いいのだけどなかなかねぇ。

取り合えず書いた日記は保存できるものにしたので、

出来るだけ書きましょう（笑）

今日は文化の日なのに珍しく朝から雨。朝からりょうが

部活だったので６時におき送り出した後、他の子達が起きるま

でPC三昧。

あらたにmusicbox設置してしまった（笑）
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2003・11・04（火）

中１年男子が６人も

久しぶりの部活がお休みの日だったようで、りょうのお友達が

６人も遊びに来た。賑やかな午後であった・・・。

今日は少し日記のカスタマイズとLINKをちょっこと修正

する。

昨日作った大好きな曲入りのニュージックボックスは

なかなか気に入っている（完全自己満足世界）

今日はこれから、借りているDVDをみることにしよう（秋の

夜長～♪）

 



K's Diary

85

2003・11・05（水）

幼稚園の懇談会

今日は午後からあーまの幼稚園の懇談会があった。主な内容は

今度のお遊戯会の話。どうやら、あーまの年少のクラスでは

『大きなカブ』の劇をやるようだ。

年少の劇・・・あーまの役と言うと・・えっ？おじいさん？

ということで、あーまはおじいさんの役をすることになった。

どんな劇になるのだろう。

その後、園庭で一時間遊んだ後、公園で１時間遊び・・・

６時近くに帰ってきました・・・疲れた(o_ _)o ドテッ!
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2003・11・06（木）

みーもの個人面談

今日は午後からみーもの学校へ行く

先生のお話だと、何の問題も無い（？）とのこです

そろそろ高学年に近づいて来てるので、お姉さんっぽく

なってきたそうだ・・・。

「本人には誉めてあげてください」と言っていたので

そうすることにしよう。

面談のあと、合唱コンクールの練習を見て帰ってきた
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2003・11・07（金）

ゆったり、まったりの一日

昨日まで少し忙しかったので、今日はゆっくり過ごした。

夕方から、部屋を少し模様替え。

リビングに子供部屋にあったソファーを持ってきたら、とって

も落ち着くことが判明。

もともと一つあったソファーは３人用なので、家族で座りきれ

なく仕方なくダイングテーブルの椅子にあぶれていたけど、こ

れで全員で座れるぞ！

またまたゆっくりまったりとした環境になってしまった（笑）
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2003・11・08（土）

土曜授業参観

今日は中学の土曜参観があった。パパと行くつもりであったが

調子が今一なのと、夕方実家まで両親を迎えに行くので

パスしてパパに行って貰う・・・授業は沖縄についての発表

だったようだ。

夕方、食事の支度をしてから一人で迎えに行く。明日はみーも

の合唱の発表会！楽しみにだ
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2003・11・09（日）

センター祭り

朝最初のステージだったので人も少なかったけど、とても一生

懸命に歌っていた。

ここの合唱団は４年生が一番上なので、これから高学年になり

音程も更にしっかりしてきたら、また楽しみだ！また、一つ思

いでが出来た♪

両親達も楽しめたようで、その後つきたてのお餅や、豚汁を食

べてそうそうに選挙の投票も終え帰ってきました。
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2003・11・10（月）

お友達

今日は初めて同じマンションのお友達の家へ遊びに行く。

２時間ほどいろんなお話をして過ごした。

一日雨で寒々しい。いよいよ冬に近づいてきてる感じだ・

・・。

夜、子ども達と先日借りたジブリの『猫の恩返し』を見る。

なかなか楽しい話だった！
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2003・11・11（火）

グレートリヴリーランドオープン！

ＨＰで飼っているリヴリーの新しい公園がオープンした。

３００円/月と今回から料金がかかるということで、どのよう

な内容なのか楽しみにしていたが、無料版に比べると確かにい

ろいろ楽しみは増える・・・。

でも、これが３００円に相当するかというと、感じ方はそれぞ

れかな？！

ただ、クレジットカードしか使えないので子供達は可哀想か

も。でも、制作費にも相当お金がかかってると思うしなぁ。

取り合えず年内は無料なので、しばらく様子を見ることにしよ

う・・・。
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2003・11・14（金）

マトリックスレボリューション

あーまを幼稚園に送り出した後、お友達と映画を見に行った。

すご～く久しぶり！！

マトリックスを見た。迫力もあって映画を見た後は、なんとな

く筋肉痛（？？）。それくらい

力が入ったって事かな（笑）

内容はプログラムの内容の事や専門用がも多く、子供には難し

いのでしょうが、戦いだけでもきっと魅力なんでしょうね。

映画を見た後、ランチをして楽しく帰ってきました♪
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2003・11・15（土）

ハッピーリヴリーの集会。そして・・・

今日はハッピーリヴリーの集会があった。人数は沢山は

集まらなかったけど楽しい時間を一緒に過ごせた。

もうすぐハッピーリヴリー本部島にチームのＨＰが完成予定！

３チャンが製作に当たっています。ご苦労様です＾＾

そして・・・今日はパパのリブリーぱんぷんが危険の森で戦い

敗れてしまった・・・。島にはお墓が（涙）

ショックも大きいが、やる事が無謀すぎる。

どうやら、自分のレベル-1の回数を戦ったら敗れるというこ

と知っていたが、新たにわかたったのは（予測）この回数はブ

ラウザの更新くらいではクリヤされないということ。

従って、一度ログオフしてから臨まねばならい。あ～しかし！

限定リヴをもう来年まで飼えないじゃないかぁ～

そしてパパはオーガを新たに飼い敵討ちに闘志を燃やしている

・・。
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2003・11・17（月）

お遊戯会の下準備

午後から幼稚園で来月行われるお遊戯会のお手伝いに行った。

今回あーまがやるのは『大きなカブ』。これって、結構定番劇

だ！

細かい小道具（犬のしっぽや、ねずみの耳その他多）を作成。

紙とカラーとのり、鋏で、可愛いのが出来上がった。

帰ってから、上手くのせて劇を途中まで披露させたが、はっつ

と気づいてから、後はひ・み・つだって。

う～ん当日が楽しみだぁ♪
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2003・11・21（金）

リヴリーイベント

幼稚園が終わってからバスのお友達と家で遊ぶ。

最近仲良くなった年中さんのお友達だけ、とっても楽しそうに

喧嘩もなく遊ぶことが出来たね。

夜はGLLオープン記念のトークショーが７時から始まるの

で、早めに夕食をおえ、写真を取ろうとスタンバっていた。

ところが、管理リヴたちが現れ、説明を始めた頃から写真を

とっていたため、PCが重くなりいよいよ自己紹介も終わり始

まることろで、うっかり更新ボタンを押してしまった…。

そして、混雑している広場から整列させようとマウスを使って

リブたちを動かしていたら・・・。うっかり・・・。そう、

うっかり出口のボタンを押してしまったのだぁ～

もう後の祭り！広場は満員で既に入れず・・・。

あ～もう一度イベントをしてくれないかな（涙）
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2003・11・22（土）

小学校の文化祭

みーもの学校で様は文化祭みたいなものがあったので出かけ

る。いろいろ、普段の学習成果を発表する場であり、お祭りで

もある。

前日から髪型はどうしよう、何を着ていこうとともて楽しみに

していてとっても張り切って出かけていった。

お天気もよく、久しぶりに小学校の中を楽しく散策することが

出来た。

夕方、みーもは一人電車で、実家のおじいちゃんの家へ遊びに

行く。
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2003・11・23（日）

パパのこと

リブリーという不思議なペットをネット上で飼い始め、ハロ

ウィンで限定リブがでたので、パパにお勧めして飼い始めたの

はいいけど・・・嵌っている・・。

もともと、夜は遅く12時前に帰ることはないのだけど、睡眠

不足なのに帰るとひたすらLEVEL上げをしてる・・・。

ゲーマーとは思っていたけど、今一番熱いのはパパかもしれな

い＾＾；
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2003・11・24（月）

カーテンのお洗濯

実家にみーもを迎えに行く。此処の所、実家の母も老いて来て

さすがに高いところの掃除は無理みたいなので、少しお手

伝い。

エアコンのお掃除に、カーテンのお洗濯。リビングしか出来な

かったけど次回に繰越だ（笑）

しかし、往復70kmはちっときついなぁ。
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2003・11・25（火）

期末テスト

今日から3日間中学の期末テストが始まる。う～ん。塾には

行ってるが

成果が今ひとつね。今期は少し燃えてるみたいだから、まあ様

子を見ましょうかね。

しかし、テスト期間中なのに長いパンツが欲しいといって、夕

方からみーもの英語に送りがてらジーンズメイトへ行く。

はぁ大丈夫なのかな？？
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2003・11・26（水）

断水の日

今日は一日断水（9：00～17：00）だったので、外に避難

していた。

お昼から幼稚園のお迎えに行った後、お友達と食事をして

そのまま、あーまのプールへ行く。

今日は進級日だったのが

あーまもやっと11級に進級できた（ホッ！）

今日は夜ゆっくりできるかなぁ
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2003・11・27（木）

エアコンの大掃除

もうすぐ12月というのに、我が家では未だにほっとカーペッ

トのみで暖をとっている・・・。流石に寒くなってきたので各

部屋のエアコンを大掃除した。

マンションなので、本当に暖かい。真冬でもエアコンとセラ

ミックファンヒータくらいで事足りてしまうのである。実家に

比べると本当に過ごしやすい（笑）

夜、期末テストが終わったので、りょうが新たにリブリーを飼

うことに・・・。世話はそれぞれがもちろんやるのだけど・・

PCが更に取り合いになる・・・。あ～ｍｙPCが何時の間に

か家族のになってる^-^; アハハ...

パパ～もう一台買って～ん（笑）
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2003・11・28（金）

バザー

今日は朝10から東〇のイベント会場でバザーがあり、

お友達に誘われたので行ってみた。

手作りの品々がところ狭し戸並べられており、会場も凄く混ん

でいたが、

欲しかった玄関におくクリスマスの置き物と、お正月の飾りを

ゲットした（嬉）
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2003・12・01（月）

バス亭仲間とランチ

初めて幼稚園のバス亭のママ達とのランチがあった。

焼きたてパンの食べ放題のサン〇クにて。

焼きたては何でも美味しいけど、パンはまた格別！！

ついつい食べ過ぎてしまったけど、堪能できた♪

いつもは家族と一緒だけど、一人だと出費も助かるぅ

ぱぱ、日記読んでいないといいなぁ（笑）
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2003・12・02（火）

みーもの懇談会

午後から小学校の懇談会があったので出かける。

日頃の生活の話があったあとに１０月に行った体験学習と

学校代表の区の音楽会のビデオを見た。

体験学習の時は少し風邪気味でマスクを持って行ったが、

ビデオに写る姿もマスク姿だった・・・四角四面な性格は

一体誰に似たのだろうか（笑）

音楽会のビデオでは、合唱をやってる効果か（？）、

正面のメゾソプラノの位置にて、一生懸命に歌っていた

最近はこうやって行けなくても、子どもの様子を伺える

な～んて便利（？）な世の中だ！
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2003・12・03（水）

明日から工事

明日から三日間マンションの大規模工事のひとつ給水管の工事

がある。

水が仮水洗１本になるので、飲み水の準備や食べ物の調達で大

忙しだった。

しかも、水まわりの工事なので大掃除！年末の大掃除が一足早

く終わったと思えば良かったのかも♪

でも、疲れた・・・。
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2003・12・04（木）

工事中・・・

朝からマンションの給水管の工事があり、家の中が管だらけ。

入り口から大量のホースが入っていて、工事やサンが出入りし

てるので一日外に出られない。

現在家の中の水道で仮水洗が１本あるだけ・・・。３日間この

生活を強いられる。しかも！この寒いのにもちろん温水はでな

いので顔を洗うのさえ水！！あ～どうなることやら・・・

といいつつ、今日はあーまの幼稚園お迎えは仲良しのお友達に

お願いしてあるし、そのまま今日の工事が終わるまで遊ばせて

くれるというので反面ラッキーかも！そして夕食も言い訳にな

るなぁ　お弁当！！

もしかして、今日はPC三昧のラッキーデー？（笑）
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2003・12・06（土）

あーまのお遊戯会

朝から、あまのお遊戯会に出かける。うちの場合は上の２人は

保育園だったのでこういった、お遊戯会は生まれてはじめて！

ちょっとドキドキしながら満員のホールへ。

おじいさん役で一番最初に登場するという。幕が開き、さあ登

場です！元気一杯の登場でしたぁ。親ばかながら一生懸命演技

している。その姿にちょっとうるうる（涙）でした。

最後まで年少さんながら元気一杯それぞれの役を演じきった園

児達！沢山褒めてあげました。

しかし、園の力の入れようには吃驚！衣装も演出も凝ってい

て、年長サンなんてちょっとした劇団でしたよ。あと２年した

らこんな劇も演じられるようになるのかと思うと、子供の成長

の速さに驚くばかりでした。

マンションの工事は午後から２時間ほどで終わり、やっと元通

りの生活に！

日々の当たり前の生活の有難さを実感した３日間でした（笑）
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2003・12・09（火）

あーまの面談

３時からあーまの幼稚園の面談があったので出かける

幼稚園に入ったと思ったらもう今年も終わる・・・。

月日の経つのが年々早くなっていく気がするのは私だけ？

子供成長と共に今は時が過ぎているから仕方ないのかなぁ。

でも、あんなに手を焼いたうちの末っ子次男坊も幼稚園では

先生が大好きなこともあって、良い子のようだ（笑）。

初めての幼稚園でいろんな刺激を貰いつつ

子供と一緒に日々成長している母であった・・・

って３人目だろうが（汗）
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2003・12・10（水）

検査

実家の母が胃にポリープがあるというこで検査をした。

結果は80％良性のものだということだか、結果はあと１週間

くらいしないと分からないようだ。

今日はあーまのクリスマス会もあったので幼稚園が終わった後

お見舞い及び誕生日のお祝いをもって実家に様子を見に行った

元気そうであったので一安心である。

お昼は海の近くのレストランで食事をし、あーまは寒いのにそ

のまま海までお散歩へ。

私はというと・・・引き続きエアコンの掃除と片付けにかかり

ました。

今日は上の二人に留守番を頼んできたので、ちょっと心配だっ

たが、８時過ぎに返っても全然平気な様子で、大きくなったな

と実感でした。
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2003・12・11（木）

健康体操

２週間ぶりに健康体操に行く。この体操も今日で終わり。

近くの地区センターで行っているのだけど、中間３人と受けて

いる。

平均年齢はきっと５０歳を過ぎている。。そんな中でやってる

わけだか

なかなかおばさま達は侮れない。身のこなしの軽さもさなが

ら、半そでなどで頑張っている方々もいらっしゃる。おまけに

ステップも軽やか～

なのに、休憩時間に病気自慢で盛り上がるのは何でだろう

（笑）？？
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2003・12・12（金）

ゆっくりのんびりの日

今日は、なんとなくまったりとした一日だった。

今週はちょっと忙しかったので久しぶりにゆっくり出来た

といっても、子ども達が帰って来るとまた、いろいろだ。

これから、りょうが帰ったらベンチコートを買いに行く。

明日はバレーボールの県大会で、まだ、買っていないからだ

まったく、いつもギリギリにならないと動かないタイプ。

休みの日にあれほど買いに行こうと言ってきたのに（怒）

でも、中学生にもなると男の子は口を利かなくなるなんて

よく聞くけど、うちの場合はまだ、大丈夫そう！

だって、一緒に買いに行こうって言ってくれるものね（笑）

 



K's Diary

112

2003・12・13（土）

バレーの県大会

第一試合だったので、朝８時過ぎにでかける。

今日の相手は、前回関東大会までいっている名門中だ！

こちらは、全員中１の新米チーム・・・。案の定試合は

一方的なものとなってしまった。

これが、いい経験となればいいけど。強いチームは

人も集まるのかな？高さも人数も全然上回っていて

明らかな差があった。

失望だけでなく、これをバネに伸びてくれるいいね

頑張れ！！
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2003・12・14（日）

風邪気味の一日

どうも体調が悪くて、一日寝ていた。

体調が悪いと、精神的にもダメージがあり、今日は一日

本当に憂鬱な日であった。

こういう日は寝るに限る！今日は主婦業もお休みして

怠惰に寝て過ごしてしまった。

で、夕方復活！休むときはとことん休む方が良いみたい

って、出来るときはね（笑）

夕食も作りたくなかったので、今日は外食。

こういう日もたまには良いよね（独り言）
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2003・12・15（月）

あーまのクリスマス会

幼稚園のクラスのお母さん達が有志でクルスマス会を開いてく

れた。

近くの地区センターでの催しだったが、ゲームありケーキあり

プレゼントありの楽しい時間が過ごせた。

bingoゲームでは景品がなななんとキャラクターの毛布！

６００円の参加費で足りたのかしら・・・て心配するほど

ちゃんとしたもので、吃驚。

いろいろなお母さんとお話も出来て楽しい一時でした！
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2003・12・16（火）

リヴリーついに５匹目

あーまが前前から自分も飼いたいと。。。言いつづけてたのだ

が、冬季限定リヴのユキムグリを見てしまったので・・その可

愛さにも負け、ついに我が家５匹目のリブが誕生してしまっ

たぁ！

でも、これが、また可愛い！！馬鹿みたいだけど完全に嵌って

います。

AKRMA家！一体どういう家族なんだ・・・って思うけど、

これが、AKRMA家である（笑）。

あーまが名づけ、島の名前も「ようちえん」に決定！可愛いの

で、さっそくようちえんの雰囲気をかもし出せるような島作り

に励んでしまいました（この暮れの忙しいときに・・・（反

省））
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2003・12・17（水）

幼稚園の大掃除

家の大掃除もまだなのに、幼稚園で年末の大掃除。

いや～丁寧にやるもんだとちょと恐れ入った。

洗剤拭きに水拭き３回。棚も入れ物ももちろん床も。

本の修理に、おもちゃの水ぶき。ガラスも新聞で

拭いていました（凄）

その後、倉庫の掃除をしたのだけど、夏の運動会の

玉入れの玉。あれも、一つ一つ水ぶき

でも、一つ気になったのは、乾くまもなく収納ボックスへ

来年はかび付き玉入れかも・・・（恐）
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2003・12・18（木）

賑う街

幼稚園に送り出したあと、街に買い物に出かける。朝10時と

いうのに人も沢山出ていて、流石年末＆クリスマスだぁ。

買い物が幾つもあり、お店を飛び回っていたので凄く疲れた。

お昼にあーまを迎えに行ってからマックで昼食をとりそのまま

プールへ。

一日外だったので、家の中がぁ～

そろそろ大掃除も本腰を入れねば（ファイト！！）
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2003・12・19（金）

パパがカゼでダウン

珍しく朝、パパが起きてこない・・・。様子をみると

どうやら喉が痛くて仕方ないと。

体調を崩して会社を休むことなど今までに1度あったかどうか

というくらい、会社人間のパパが休むなんて、

そうとう具合が悪かったよう

でも、もともと体力のある人なのでゆっくり休んだので

割と早く良くなりそうである

夕方、中学校でりょうの個人面談があったので出かける。

区大会で一年生チームながら優勝した部活のことは大変

褒めておられましたが、勉学の方は・・・・。

そろそろ本腰を入れてもらいたいものだぁ・・・。
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2003・12・20（土）

パパの風邪（続）

昨日に引き続き、朝はあまり良くなかったが

今日はお医者さんへ行き薬を処方してもらったので

とりあえず　ゆっくり休養してもらった。

夕方には結構良くなってきて、起きてきた。

そして、リブリー・・・。はぁ！

でも、リヴリーが出来るくらい元気になって良かったのかな

（笑）
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2003・12・21（日）

年賀状の作成

毎年この時期になると、年賀状に追われる。我が家の場合、年

賀状の作成は私の役割。

昨年など、家族ひとりひとりの年賀状を作成したが、今年はも

うダウンロードしたのもをそのまま使ったりで結構手抜きです

！

家族のは今年の夏のアメリカ旅行の写真にしようと、アルバム

を見ていたら。。。これが、家族全員のが中々無い・・・。

たった一枚会った写真はバックがアメリカなんだかよう分から

んもの(涙

しかも、み～んな変な顔！ったく！こんなもんなのでしょうね

（笑）

っていうことで、この変な顔の写真を小さくして載せました。

（これが、縮小すると結構良くなったりする）

なんだ、かんだで一応文面は出来上がった！あと一歩！
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2003・12・22（月）

こどもの公園でクリスマス

ベビーサークルの時から仲良しだったお友達と一緒に

近くの室内付の公園で遊ぶ。

簡単なクリスマスパーティだ！

持ち寄りでお昼とケーキ、お菓子を皆で楽しく食べた。

あーまたちは久しぶりに会ったお友達といっしょに

ご機嫌で遊びまわっていた。

ここで、いろいろな工作遊びをしたり音楽遊びをしていた

去年に比べると、幼稚園に入って聞き分けもよくなり

本当に楽になったなって、実感！

朝、早くから出かけたので、これからお部屋の大掃除だ～

これがなければね～（笑）
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2003・12・23（火）

クリスマスパーティー

ケーキもできた、これから家族のささやかなクリスマス。明日

はどうせ、パパは遅いので、今日の内にやってしまう。しか

も、夕方からりょうが塾の冬期講習がはじまるのでそれまで

の間。

パーティといっても毎年腕によりをかけた料理というわけでは

ない（汗）、みんなでTVゲームをやったりして遊ぶのがメイ

ンになってる（言い訳）

ともかく、今年もクリスマス無事に迎えられたことを感謝し

て、多いに飲むことにしよう（笑）
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2003・12・24（水）

忙しい・・・

今日は小中学校の終業式。なのに、りょうは朝練にお弁当も

ち。通信簿も見せないで部活？？ったく、どっちが本業なのか

・・・（笑）！

今、夜の9時なのにりょうの通信簿はまだ見ていない（あーま

のプールから帰ってきたら、友達が来てて、その後冬期講習に

行ってるので）

みーもは1学期よりだいぶ良くなった！これは褒めてあげよ

う。頑張ったので、りょうを塾に送りつつ買い物に出かけた。

明後日、近くの教会で合唱団のChristmasコンサートがある

のでその時に着る服と髪留めを買ってあげた。

そして、今サンタさんに上げるクッキーを作り、お風呂に入っ

てる２人！（現在焼き中）。今日はサンタさんが来るから念入

りに入るんだって（笑）

下の２人を見てると思わず顔がほころんでしまう。明日は楽し

いChristmasになるね～！

忙しかったので、リヴリーの集会に間に合わないかなって思っ

てたら、緊急メンテになっていて、ちょっと助かっちゃった

（笑）

焼きあがった頃メンテ終わって皆に会えるといいなぁ♪
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あっつ、焼きあがった！！
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2003・12・25（木）

クリスマス当日

朝りょうの部活があったので6時30分に起きるとみーもが早

速やってきて

「サンタさん沢山プレゼントをくれた！！」って♪寝ている

あーまも起こし

2人でわくわく顔であけていた。みーもは手織り機と絵本、

あーまはカルタと積み木パズル、りょうはバレーボールをそれ

ぞれ貰いました。

りょうは部活へ行き、残った二人は早速プレゼントで遊んでま

した。今日はクリスマス本番だけど、普通の生活をして過ごし

ました。

そして夜あーまは、明日サンタさんくる？っだて（笑）
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2003・12・26（金）

みーものクリスマスコンサート

夜の6時30分、今日は近くのカトリック教会でみーものコン

サートがあった。

クリスマスの曲がメインで弦楽５重奏をバックに１０曲くらい

を歌い上げた。

途中ハンドベルなどにも挑戦していて、団員数は２０名ほどだ

けど、結成して１年半、みんな頑張って随分上達していま

した。

おじいちゃん、おばあちゃんも来てくれ、みんなで楽しみまし

た。とても、ロマンチックで素敵な気分になれた夜でした。
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2003・12・27（土）

実家にお手伝い

みーもの昨晩のコンサートに両親が来てくれたので、今日は送

りがてら、お掃除のお手伝いに来た（実家）。

今日はなんて寒い日だったのでしょう。実家は一戸建て。しか

もぼろやなので隙間風がぁ～（笑）。でもマンションの暖かさ

をつくづく実感してしまう。

重い腰を上げ、換気扇回りの掃除をした。自分の家も未だ手付

かずなのに（涙）

本当は今日、帰る予定だったのだけど疲れたので泊まる事に

した。

新年まで後４日かぁ・・・。終わるかな？！大掃除！
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2003・12・28（日）

お手伝い（続)

本当は昨日帰るはずだったのだけど、遅くなってしまったので

実家にそのまま泊まった。

今日は重たい物のお買い物をメインに外に買い物に行った。

子ども達はその間、おじいちゃんと海へ行き多いに遊んだため

夕方から寝てしまい、結局9時頃に戻ってきた。

毎日毎日なんだか忙しい・・・。体調も今一つだ。
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2003・12・29（月）

大掃除

あと3日で家の方の掃除を終わらせなければ。ということで、

今日は一日なんだかがたがたと片付け物をしていた。

パパは今日まで仕事。3時からのグッドラックを、ビデオに

撮ってと言われたので撮り始めたら、なんだか面白くなってつ

いつい中断（反省）

ま、毎年そうだけど、大掃除なんて気休めなんだ！といいなが

ら最後は中途半端に満足して後は来年早々にやろうと・・・。

と、言いながら、また、年末になってしまう（笑）。

ほんと、年の瀬って日々のツケが廻ってくるんだなって、実感

です（後2日）。
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