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   夜会・テーマ  今回で三回目 「 我慢から先への展望へ 」 

①  「 新しき生活様式とは 」 ～ 貴方が考える、見えて来ている様式とは ～ 

        － ニューノーマル(新たなる日常)・・・ウイルスと共に生きる － 

②  感染拡大が低くなり、自粛が緩和されたら・・・先ずは、何をしたいです 

③  楽しい話題 提供願います、期待してます 

・先月の自粛と 今日現在の自粛と 生活に何か変わりましたか？！。 

・外のお店で食事などしましたか？  美味しいお弁当、お店の紹介を！ 

・「 STAY HOME Ｆｏｒ             」  貴方なら 何を入れますか!？ 

[ 投稿 1 ] 

① 新しい生活様式 

直近の課題としては、手洗い、マスク継続、 外出先でも手を洗う。 飲み会では食べたり 

飲んだりするときは黙って、話すときはマスクを。（できるかな） 

②  自粛が緩和されたら 

市民大学活動、飲み会、本屋、将棋道場、ジム、旅行 

③  楽しい話題 

① 先月の自粛と今月・・・同じです 

② 外食 ・・・   していません 

③   stay home  for  MAGO                      以上です 

[ 投稿 2 ] 

課題は全部は無理。   

そうですね、終息後はまず、仲間とご飯たべたり、お茶したり、買物にもいきたい。  

また考えますゆっくりと。 ゆとりのある人間、豊かな人間になりたいな。 

[ 投稿 3 ] 

① 「 新しき生活様式とは 」・・☞これから始まる加齢による足腰衰退！！ 今まで池袋で 

集まっていた「集会」もいつまで続けられるか・・・今回をチャンスにパソコンを使った 
「Zoom」のようなテレビ会議ツールを、僕たちジジ・ババ皆で歩けるうちに習得して 
自宅のパソコン前で顔を見ながら在宅読書会、飲み会、カラオケなんてありかな・・・・。 

② 感染拡大が低くなり、自粛が緩和されたら・・・・・☞特定定額給付金を貰ってアベノマスクを 
して、埼玉県内の「古墳めぐり」を再開し、美味いものを食べに行きたい。 

③ 先月の自粛と 今日現在の自粛と 生活に何か変わりましたか？！。 

    ・・☞粛生活で夕方 5 時半に風呂に入る習慣にしていたら、最近は☀も伸びて窓越しの外は 
明るく 何だか小原庄助さん気分、贅沢リッチな感じ！ 

     ・外のお店で食事？  美味しいお弁当！   ・・☞ 教えてください。  

    ・「STAY HOME Ｆｏｒ【    】」 

    ・・☞ 【Harmonica voluntary training（ハーモニカの自主練）】少し真面目に練習しなくては！・・・。 

[ 投稿 4 ] 

コロナウイルス終息後の新しい生活はどう変化するか？ 

今回の緊急事態状況で、多くのサラリーマンが自宅でテレワーク多くの学生が登校せずに 

オンライン授業を受けている様子を見ると終息後の新しい生活様式は、あまりスーパーなどの 

お店に行かずオンラインシステムや宅配などを使って日常の多くの用を済ませる時代になると 

思われます。 人と人の繋がりがますます薄くなるつまらない時代になるのでは。 心配してます。 
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[ 投稿 5 ] 

①  新しい生活様式  いまのところ 考え中。 

②  何をしたいか！ とりあえず 仲間と 一杯やりたい。 

・自粛については、プランターで花を咲かすべく種を・・・、（三日坊主にならないように？！） 

・外食はしてないが、お弁当 ホットモット がよいです。 

・STAY HOME For  CD 60 年代のポップス、 知っている部分のある クラシック音楽を 

ゆっくり聴きたい。  （ウィスキー、オンザ ロック。を少しずつのみながら） 

[ 投稿 6 ] 

・新しい生活様式は取り立てて考えてみたことはありません。膝を交えて語り合い、飲み交わす日を 

一刻も早く待ち望んでいます。 

・自粛が緩和されたら何よりも、どこにいくのでもいいから電車に乗りたいですね。 

・生活の変化は、居酒屋代がそのまま孫のおやつ代に変わったことくらいですかね。 

・楽しい話題は持っていませんが、自粛期間中に新所沢駅西口の「ブーランジェリー  キシモト」と 

いうパン工房を見つけました。  とりわけ、もっちりしたカレーパンと数種類のラスクが大好きです。

ぜひどうぞ。 

・STAY  HOME FOR の後はかっこよく「THE WORLD」といいたいところですが、ここは小市民的に 

「MY FAMILY」というところが率直なところです。   長くなりましたが、とりあえず・・・ 

[ 投稿 7 ] 

・「我慢の先への展望」、難しいねぇ～：先ずは「解放」かな？ 自由が欲しいよ！縛られるのはモウ 

嫌じゃ！残り少ない人生だからね！日々楽しく笑っていたいよねぇ～。 

・「自粛が緩和されたら」：先ずはサークルの皆様にお会いしたいでぇ－す。コミュニケーションが一番 

じゃ。 次に、旅行に行きたいねぇ～。 何はともあれ、夜会第３弾で、皆様の楽しいコメントを拝見。 

[ 投稿 8 ] 

・新しき生活様式：死ぬまで生きれるよう平穏に暮らす 

・緩和されたら：足腰がしっかりしている内に旅行したり、閉鎖中のスポーツクラブで体を動かしたい 

・楽しい話題 ：コロナが収束に近づきつつあること   ＳTAY   HOME   for  LIFE    

 

これからは LINE メール掲示板 談話 

 ○こんばんは。ごきげんよう。 きょうは寒い日でしたね。歩いて公民館へ無料の消毒液をもらいに行ってきました。 

給付金のお手紙がとどきました。 すごく緊急事態の時代なのがリアル。 

今夜の夜会嬉しく参加させていただきます。 皆さまよろしくお願いいたします。 飲み物はまだわからない。 

野菜ジュースとかは、さっき飲んだ。 ニンジンとか色々入っていて手作りよ。 食べ物の用意中。メインは 

手づくり春巻き。 春巻きだい好きなの、中身はえびと、ソラマメ、香ばしいよー。 

 ○今宵も楽しい宴を！ ノンアルビールで、皆様のコロナを寄せ付けない気力と体力と工夫に乾杯！です 

 ○早々に準備完了し、フライングして飲み始めています。 今夜は久し振りにウイスキーの水割りで飲み会を 

スタート、ツマミは仕事帰りに秋津の有名な立ち飲み屋で買って来て貰った焼き鳥と山口観音の竹林に 

生えていたタケノコ焼きを鯛塩で美味しく食べ始めているところ。 

 ○私達アジア研究会では、昨日夜に有志 10 名以上のメンバーによるオンライン飲み会を開催しました。 

ZOOM という Web 会議を PC にインストールしたメンバーによる飲み会で大いに盛り上がりました。 

これまで利用していたプロペ通りの「百味」が残念ながら閉店してしまったため、百味の代わりにはなりません 

が、今後もオンライン飲み会を進めていきたいと思っています。 
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 ○こんばんは！お寒うございます。こんな夜は飲み物もホットがよろしゅうございます。と言う訳で私は自家製の 

  梅酒のお湯割りを用意しました。 実は、夕食はだいたい 6 時くらいからなので、この時間は食後のデザート。

だから甘～いお酒です🎵  

 ○乾杯は、菊の紋章、金粉入り・清酒「皇泉」で始めます！ その後は、焼酎「いいちこ」のお湯割りで最後まで 

行きます  オツマミは「ブリかま」「切こんぶとさつま揚げの煮物」です。 

ところで、近々10 万円の申請書類が届くそうですよ！ 市役所８階で職員が昼夜（残業して）封筒詰めをした 

そうです。 10 万円が貰える事を前提にその半額を社会福祉協議会に今日寄附してきました。・・・・・ 

   早く、コロナウイルスが終息すると良いですね！ それから、皆様の素晴らしいコメントを楽しく待っています 

 ○映画の会の皆さま こんばんは。 下戸の私は 今夜もコーヒーとケーキで乾杯！ 

 ○皆様 乾杯！  今宵の飲み物：ビール（発泡酒）・清酒 高清水。 

おつまみ：もつ煮込み（埼牧ハムの肉が美味しい）・カマンベールチーズ（クラッカーにのせて）他。 

清酒の味について！ 味は、「甘、かん・ 酸、さん・ 辛、しん・ 苦、く・ 渋、じゅう」、「あまい・すっぱい・ 

からい・にがい・しぶい」の五味が基本です。 

最近の運動：ウォーキングはしますが、腕立て伏せは頑張って 5 回。縄跳び は ぜんぜん発表にいたらず！ 

 ○自粛解除になったらまず温泉♨️。待ちきれずに 7 月、8 月、予約しちゃいました🎵    

 ○皆さま 今晩は！！ 第三夜も宜しくお願い致します。 

   CC レモン と ハスのキンピラ、長いも、豚肉さやいんげん炒め を食べています。 乾杯！！ 

   自粛で BS３で映画ばかり見ています。        ・ゴットファザー１，２，３ （トップにいる孤独感が切ない） 

  ・飢餓海峡 （水上勉がこの役は三国連太郎以外は考えられないとほれ込んだ作品とか） 

  ・キリング・フィ―ルド （音楽が良く、エンディングテーマにはジョンレノンの「イマジン」。他の歌も聞きたくなり、 

ユーチューブでオノ洋子と共、映像見てしまいました。）・若草物語  （何回見ても洋服可愛い、家具も素敵） 

 ○皆様  非日常が日常と化して、この生活リズムにも違和感を感じなくなってるみたいです。  

映画、見てます。  BS でゴッドファーザー1、2、3 を放送しましたね。録画して、何十年ぶりかで又見ると、 

当時気がつかなかったことがいろいろと見えますね。 

パート 3 のラストシーン、アルパチーノが一人事切れる場面でカヴァレリアルスチカーナ間奏曲が使われて 

いて監督のセンスを感じました。 

 ○タケノコを かすめ取るとは 悪いジジ  日頃仲良くしている山口観音の管理人のオジサンに貰って来たり、 

時々は自分の足で蹴っ飛ばしてかすめ取って来るよ(笑) 

 ○東京国立博物館管轄の柳瀬荘散策路構築ボランティア活動が、コロナの影響で 3 月から休止になって 

います。（所沢の自然と農業サークル活動） 去年はそこで 100 本のタケノコ掘りをやりましたが、ことしはもう 

時期を過ぎてしまい、残念です。  6 月から再開できることを楽しみにしています。 

 ○先ずは 乾杯！ 今日のアルコ－ルはやはり焼酎です。 

おつまみは、前回、前々回は落花生でしたが、今回は、ロイヤルホストで TAKEOUT でアンガスサ－ロイン 

ステ－キ重が、メインです。 前回はお月様が満月で大変綺麗でした。 

今週は、金星と水星が最接近するようです。今日はあいにく雨天ですので、晴れた日に是非見て下さい。 

https://www.nao.ac.jp/astro/sky/2020/05-topics02.html   メ－ルが沢山来て追いつけません。 

 ○こんばんは！ 外に行かなくても楽しく飲めますね。 そうですね、 自粛解除されたら映画館に行きたいな。 

大きな画面でゆっくりと懐かしの映画観賞したいと思います。 BS でよい映画放映されていますが 

やはり映画は映画館で見るのが最高。 暗い中でおしゃべりもせず、映画に没頭したい。 

 ○キリングフィールドは今日見ました。男同士、お互いを思いやる心情・・・泣けます。 また、一瞬一瞬を状況に 

応じて生き抜く力。 これも見たのは 2 度目だけど感動しました。きょうの若草物語はもう少し経ってからみると 

思う。 

https://www.nao.ac.jp/astro/sky/2020/05-topics02.html
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 ○黒川検事長の賭け麻雀・・・言語道断！ こんな人を検事総長にしようとしていた安倍政権は許せない！ 

No!を突きつけないといけないですね。 緊急事態宣言解除はまだ早いのではないかと思いますが、 

せめて、新所沢パルコと西武所沢ショピングセンターは営業再開してほしいです。 

 ○誰かのなぞなぞクイズです。 「アベノマスク」とかけて「モリ、カケ、桜を見る会」と説くその心は「口封じ」 

私の評「ワキからスースー妻も、検事長も漏れていく」マスク届いたらトランプに送りつけます。 

 ○今夜もビールでの乾杯の練習はとっくに終わり、改めて日本酒をチビチビやっています。  

銘柄は秩父・長瀞の「扇の舞」。日本酒度＋4 でシャキッと胃袋に収まります。 

つまみは辛子明太子と明治製菓のチョコレート効果 95%。不思議な取り合わせですが結構いいもんです。 

 ○「STAYHOME For・・」ＭＡＧＯ、同じだったのですね。小生は 10人もいるので早く学校始まって欲しいです。 

 ○実は私も映画館によくいっていました。  パルコとかイオンシネマ大井、などが多い。 

現実逃避かもしれない。 べつの人生をかいまみる。 

 ○皆さん こんばんは。 ３回目の夜会、今夜は冷酒（剣菱）飲みながら送られたメール有難く拝見させて頂いて 

います。 この１ヶ月の自粛、うっぷん晴らしで世相を幼稚ですが川柳で風刺してみました。 

 参考までに紹介しますと 

１） ステイホーム  コロナ太りが  気にかかる 

２） 安部マスク  遅れ代償  夏マスク 

３） ステイホーム  自粛静かに  世相詠む 

４） 長期戦  ３密回避  玉石に 

５） コロナグッツ  社会貢献  知恵競う 

６） 髪伸びて  共存コロナ  顧みる 

７） 生活苦  待てぬ活動  自粛では 

８） ＰＣＲ受検  目安、基準が  誤解とは 

９） 東京は  ＦＡＸ、手計算  陽性率 

１０） 検査数  国際信用  左右する 

１１） 二波対応  検査体制  必須完備 

１２） この時期に  どさくさ審議  検察法 

１３） 超ど級  検察トップ  スクープ落ち 

１４） 緊急法  実施遅れは  もう御免 

１５） 誤解して  解除と終結  気のゆるみ 

 
 ○アベノマスク何ですか。内閣でアベさんだけが、意地でやっているんですかねぇ。 小さくて、マスクが曲がって 

いたり、みっともないです。  STAYHOME です。 

 ○「STAY HOME」 わたしには、幸いにして孫がいないので、あまり苦労はしていませんが、 友人の小学校 

の先生は、大変苦労しているようです。 

 ○映画鑑賞会の多彩な皆様、今晩は。 「離れて、繋がれ」夜会の第３弾、楽しみにしていました。 

下戸の私は、直ぐに酔っ払うので、呑み助の方々みたいに「はしご酒」したり、延々と飲むことが出来ず実に 

残念だぁ～。何でこんな身体に生まれたのかなぁ～、と無き父母を少々恨めしく思っているのじゃよ。 

今日は、下戸なりの宴席を準備、肴は餃子、酒は鹿児島県の名物焼酎「田苑」のお湯割り、この「田苑」は 

九州に赴任中にマンションのオーナー女社長から頂き、下戸なりにスッカリ「とりこ」になりました。 
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 ○温泉は早いのではないですか？ 私は、イタリア旅行中止になりました。 今後の予定ありません。 

 ○おすすめの映画館。 池袋 新文芸坐なんといっても特集がおすすめ。 監督・俳優・カメラマン…。 

残念ながら今は休館。 

 ○７月からはきっと大丈夫！ イタリア、残念でしたねー。 

 ○私は、6 月に中国出張の予定でしたが、キャンセルしました。 落ち着いたらまた中国に行きましょうか。 

 ○今日は寒かったですよね。でも寒いというより肌寒いという日本語もあって、これもまたいい表現ですね。 

僕は芋焼酎のお湯割りを飲んでいます。つまみは食後なのでささやかに薄いせんべい、しょっぱい皮つき 

ピーナッツです。 来月から市民大学の活動始められるといいですね。 しばらくは打ち上げ無しですかね。 

 ○そっかー。新文芸坐ですね。 いける時がきたら、きっといってみたいです。 ありがとうございました。  

 ○タケノコ 100 本は昨年のことなので、、、ことしは、伸び放題になっているでしょうから、その伐採が大変です。 

 ○中国のコロナ情勢はどの様になっているのですかねえ。 ニュ－スで見ていますと、全く問題になっていない 

ような、二次感染起きているような。やはり、情報を操作しているんですか。 明、暗、何が本当か分かりません。 

 ○いま、添付して下さったの開いたらすてき～～～！ プラネタリウムみたいやわ～！ 

 ○今、中国では、武漢と北部の吉林省で感染者が出始めてきたようです。 吉林省の場合は、ロシア経由で帰国 

   した中国人のよる感染のようです。 上海の友人によると、上海はほぼコロナ前の状態に戻っっているとのこと 

です。  しかし、中国のことなので、政府発表には疑問がありますが・・・。 

 ○夜会が終わったら挑戦してみてくださいね。 添付した絵の中の� ラクダを探してください。 

見つけられたらアルツハイマーにはならないかもです。くれぐれも終わってから。 

 ○今夜も 鯨ベーコン食べてます。 33 袋買って、大事に 1 週間に 1 回だけ食べてます。 

いま口の中でとろけてます。  うらやましいでしょう？ 

 ○金星と月ではなく、金星と、水星です。 月は三日月位ですかね。 水星は、東の空に見える、明けの明星、 

金星は宵の明星。 金星と、水星が同時に見えるようです。数少ない天対象です。 晴れればの話ですが 

 ○久し振りです。 クジラまだありましたですか。 沢山買いましたよね。 穴井さんも買ったのかなあ。 

買うにも、量が多すぎないですか。 

 ○夜会に参加させていただきました。 今夜は「三密」ならぬ「三酒」で参加でと思い 乾杯に「ビール札幌 

黒ラベル」 次に毎晩晩酌の「日本酒」そして３酒目は鹿児島の「赤霧島」を頂き 夜会の雰囲気を十分 

味わいました。 いつもよりビール 焼酎が増えしばらくぶりに酔っぱらいました。 これからは日常の皿洗いが 

待ってます。日常の生活に戻ります。 一時の楽しい時間でした。ありがとうございました。 

 ○今見つけてと言ってもムリです。 メ－ルがたくさん来ていて探せません。 後で見つけます 

 ○皆さん 先日友人から緊急宣言解除後の宴会風景、新聞から得た様ですが送られて来ました。 

参考ですが色々と居酒屋の三密回避の仕方があるようですね。 所沢での対策が気になります。 

さて映画の会の飲み会は？  添付ファイルを参照してください。    

 ○相変わらずお元気そうで何より。 また厚ぼったい BODY にお会いしたい。 鯨ベーコンは穴井さんには 

あげません。 あげたくても届ける前にとろけちゃいます。 ああ！おいしいなああ！ 

 ○鈴木さんと行っても、映画の会に 3 人いるんですよね。 私のいた事務所は、伊藤が 3 人いました。 

伊藤と言わず、名前で呼んでいました。 

 ○ほんと‼  良い映画ばかりしています。 昨日は チャップリン！ あの時代にあの演技 凄いと思いました。 

 ○皆様 今度何人かでべ-コン買って分けて食べませんか。 お店を教えてください。  

クジラが、なつかしくなって来ました。 

 ○マスクもファッションアイテムの一つとして色、柄、いろいろ楽しむ・・・なんだかなー。 

 ○皆々 様  アベノマスクは第２波用として配布(?)されていますので、しっかりし保管してください。 

自粛、自粛ではなんだか気分が悪いので、自己管理に置き換えてみてはどうですか。 
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 ○家内が親方の「家内制手工業」から抜けられず、今になってしまい、皆様のメールを拝見する間もなく、急いで 

発信いたします。 先日仲間と ≪ものはづけ・｢負けないで！と思うものは｣≫ を、出し合いました。 

 ・｢贔屓のチーム｣ / ｢運動会で走る孫｣ /「コロナ相手に頑張っている人｣/ ｢最後の 100 円で買った馬券の馬」 

など沢山ありましたが、最高得票は ｢妻との口喧嘩｣ でした。 

「家内制手工業」は、｢どちらも、経営でご苦労されているんだな～」と感じました。(そして、今夜は課題を提出 

せず、添付ファイルで、誤魔化します) 

 ○通販で買ったので、連絡先捨ててしまいました。 トロよりうまい鯨ベーコン。 牛よりうまい鯨ベーコン。 

 ○自己管理！ 賛成です。 「自粛」は同調圧力のイメージが強く、反発します。 

 ○鯨ベーコン、独り占めはなしです。 どどど・・どこで・・・ 

 ○皆さん このコロナが解除と宣言されたら、我がサークルで秩父でも行って ゆっくりと呑みたいですね 

そうです！ この 3・4 か月自粛と云う 自己管理にご褒美 緑深く、山間のせせらぎを聞きながら  

美味しいものを皆さんと一緒に電車に乗って行きたい～ね。 久しぶりに電車に乗って如何でしょうか 

 ○いいですねえ！ 壮大な秩父の丘陵で皆で一杯やりたいですね。 鯨ベーコン 冷凍して持っていきます。 

 ○トロよりうまい鯨ベーコン。 牛よりうまい鯨ベーコン。 

 ○ラクダ 拡大して見たけれど？？？ 頑張るぞ！ 

 ○提案賛成します。 これだけ夜会で盛り上がっていますので、会館から離れて別の場所で盛り上げたいです。 

秩父、美味しいものは？そば、わらじかつ、ホルモン焼きも美味しい。 空気が美味しい。     豚丼も！ 

 ○そうなんですよ。 鈴木の姓は全国区でどこに行っても数人いて、名前呼びでが多かったですね。  しかし 

年を取ると、とまどうこともありますがね。  呼び方は何でも結構ですが他の方は如何ですか かね。 

 ○新聞広告の通販を見て鯨ベーコン探してください。 

○本当です。 何と言っても希少価値。 これに勝るものはやはり鯨ですが、尾の身です。 

函館で食べたのが忘れられません。 もう一生食べられないでしょう。 

 ○ラクダ 見つからない！ うーーーーーん！ 

 ○提案の旅、 このメンバーでは電車に乗っている間に酔っぱらってしまいそうですね。 

 ○秩父での飲み会いいですね！ 秩父と言えば昨年から３４観音巡りしていましたが、残り２観音まで行った 

のに、コロナ禍で納経所が閉鎖になってしまい、結願出来ずに緊急事態解除を待っているところです。  

 ○Outlook のメ－ル使用していますが、どうも送信できていないようです。 失礼しています。 

 ○こだわりのクジラですか。 何処のクジラでも美味しいのではないのですか。 函館？  探してみます。 

 ○秩父の札所は数年前家族で全部すませました。 というか、夫の実家が秩父なので。 よくいくんですー。 

 ○皆さん  今夜も楽しい夜会有難うございました。 次回は昼会でお会いできるのを楽しみにしております。 

 ○ありがとうございました。 楽しい時間を過ごさせて頂きました。 あっという間のひと時でした。 

益々親交が深まりました。 

 ○今夜は楽しい時間をありがとうございました。 おやすみなさい、よい夢を。 

 ○みなさま  ありがとうございました。  おやすみなさい<m(__)m> 

 ○皆様    楽しい会話有難うございました。 

 ○夜会第三弾を楽しく参加させていただきました。 今回は早くから着信、１００通越えです、皆さんの活発さに 

驚いています。 ただ、今頃になっても 20 時発進のメールがランダムに入ってきています。 

「懐かしの映画・鑑賞会」皆さんへ 

今夜も皆さんの活発なメールに感謝いたします。        ♪～ちょうど時間となりました～♪ 

東京を中心とした首都圏の宣言解除が見えて来ましたら、我がサークルの予定も計画致します。 

状況によっては、28 日第４弾を実施するかも？！ その際は宜しく！！ ご苦労様でした 

これでお開きとさせて貰います        2020.05.21 ｐｍ9：03  幹事 


