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テーマ： 『 自粛から －ニューノーマル(新たなる日常)・・・ウイルスと共に生きる－ 』 

・ 観たくなった映画は！？       ・ この２，３か月 無性にしたくなったこと、行動は！？ 

・ 「マスク」と「ソーシャル・ディスタンス」から見えてくる、我ら世代の生きかた 

 

★ 観たり、観たくなった映画は！？ 

  ・『恋愛専科』(米 1962 年)・・・なんて懐かしいです。 

 エミリオ・ペリコーリが歌う「アルディラ」がはやりました。 

・今日は「心の旅路」を見ました。 

見たくなった映画・・・・ 「モンタナの風に吹かれて」 ロバート レッドフォード 

慕情：            ウイリアム・ホールデン ・ ジェニファージョーンズ。 

                    女医の ハン・スーイン。アメリカの従軍記者 マークエリオット。 

風と共に去りぬ：    ヴィヴィア・ンリー ・  クラーク・ゲーブル。 

                1861 年,南北戦争が始まろうとする直前、アトランタ 南軍 戦争は南軍の敗北。 

二十四の瞳：      大石先生（高峰秀子）卒業シーンの 仰げば尊し。 

翼よ あれが巴里の灯だ：    ジェームス・スチャート。 

                      1957 年、大西洋横断飛行 チャールズ・リンドバークの伝記映画。 

 ・○○様 「心の旅路」見ました。  チャールズの馬鹿さにいらついたわ。 でも最後は泣きましたー、 

わたし。なんか、いつの時代もどこの国もなんでなんで女は耐えるだけなのー？と思いました。 

マッ、いいか、ただし、いい男ならね？ 

・そういえば「王様と私」 でゆる・ぶりんなーがエトセトラ、エトセトラ、エトセトラ、て言ってました。 

・見たい映画は明日から公開の ｢わたしの若草物語｣。 

・私の知らないこころ安まる、ホッコリものを。 

 ・このコロナ自粛期間にはテレビの映画番組 我々世代に相応しいものが多いと思いませんか。  

ディレクターなどが同じ世代ですね。 

 ・△△さまおっしゃる通り、好みが近い方です！飢餓海峡、キリング・フィ―ルドと名作が多く観られました。 

  ◎◎さま 心の旅路 良かったですね、同じ時間 早く気づいてあげて！と思っていたのですね！ 

  □□さま 又、見せて頂きました、笑ってしまいますが、見てるこっちの方が恥ずかしい！ 

  ▼▼さま 沢山ビデオ見ていますね。「風と共に去りぬ」 今、米国で人種差別の映画だと、黒人男性 

暴行死で問題になっていますね。 

 ・ほっこり、と言って思い出したのが｢グリーンブック｣です。 知的な黒人ピアニストと、ちょっと粗野な 

イタリア系ドライバー兼用心棒。 反発していた二人が徐々に距離感を縮めていく。 

 ・観たくなった映画 断然「にごりえ」 一葉の短編を今井正が情感たっぷりに描いた名作。 

「十三夜」「大つごもり」「にごりえ」の三作品をオムニバス形式で見事に妙出している。 

何十年も前に観たのだが強烈に印象付けられている。 

・この間の映画？うーん、ごめんなさい，観ていないと思います。（一応ご返事だけ、すみません）  

 ・観たくなった映画。皆様に倣って相当昔のもの。｢制服の処女｣。中学生の時にロミー・シュナイダー 

を見て、世の中にこんな美しい人がいるのかーと感動しました。筋は覚えてませんが 

良かったことだけは確か。 

 ・皆さんへ 昨日１０日午後１時～「知りすぎていた男」 ジェームス・スチアート 観ましたか？  

ケセラセラ  おもしろい映画ですよ 

 ・音楽が印象に残っています。 ・ドリス・デーですね 
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 ・ロミーシュナイダーって「夕凪」に出ていませんでしたか？   私のすごく好きな映画で女優。 

全てかんちがい？ 昔の映画なので。 イブモンタンとかでていませんでしたか？ 

ハンサムな芸術家の男と、あらくれ男の挟間でゆれうごく妖艶な美女。 彼女が海辺でかぶっていた 

帽子はさがしもとめたしその狂おしい境遇にあこがれつづけました。 

 ・残念！夕凪 はみてないです。 狂おしい境遇？興味がわいてきました 

 ・絶対みてみて。   どちらの男にするか考えるだけで、くるしいよ。 

 ・ロミーシュナイダー、聞き覚えのある名前です。僕の記憶ではにこりともしない冷たい女を演じていた 

   映画を見たことがります。フランスの女優さんですよ 

   ◇◇さんは相当早熟でしたね。小生は中学のころ、試験終わって、大塚駅の近くの映画館で一人で 

松竹「惜春鳥」を観ました。主演は川津祐介と有馬稲子でした。ちょっと大人の気分を味わいました。 

 ・中学の時、月に一度、学校の講堂で映画を見る日がありました。 黄色い老犬、オーケストラの少女、 

グレンミラー物語など。制服の処女もその中の一つです。 

■■さん、中学生で一人で映画館に入るなんて鈴木さんこそ相当早熟だったのではないですか。 

観た映画がゴジラとかじゃなくて惜春鳥。有馬稲子・・・。おとなでしたねー。 

 

★ この２，３か月 無性にしたくなったこと、行動は！？  気になった出来事は！？ 

★ 「マスク」と「ソーシャル・ディスタンス」から見えてくる、我ら世代の生きかた 

・テレビ見ていて、言葉の誤用が気になる昨今です。 

・「総合的判断」って何？？   基準を隠したいの！！ 

・「お詫びしたいと思います」って、「お詫びします!」と言えないわけがあるの？？ 

・IT 言葉がわからない「IT 担当大臣」・・テレワークわかるのかな？  

この人、真空 管ラジオ世代だものね！！ 

・何回見ても呆れて笑っちゃう動画です。   後でゆっくり見て下さい。 

    https://www.youtube.com/watch?v=FvKc0E07Nao  ・・・オリンピック代表選手 発表？？！！ 

 ・この２～３ヶ月「無性にやりたかった事 その１つ、トレーニングセンターに行くことです。 

４ヶ月間休館で身体がスッカリ鈍化して、お腹が贅肉でポコンと出て家内から「ポンポコ狸」と言われ 

ガックリ。  おまけに頭の中も精神的にも「ポンポコ狸」状態です。 

 ・必要以上に相手を気遣い、相手に迷惑が掛からないように気にします。 細い歩道を散策していたら、 

年齢の近い殿方が、わざわざ車道に下りて道を譲ってくれ、恐縮してしまいました。 

 ・梅雨に入り暫くは憂鬱な季節ですが、第４回夜会の熱気で楽しい夜を過ごしましょう。 

 ・今日は、お月見が出来ないですね ○○さん！！ 

 ・23 日 元気でお会いできたらいいですね！ 

 ・コロナ（マスク）と熱中症に注意が必要・・・「アベノマスク」「給付金 10 万円」が届きました。 

コロナの三密（密閉・蜜集・密接）ですが    ＜他からの受け入れ＞ 

   安倍さんに対する三密は（密談・蜜謀・密約）？ こんな国民をバカにした政治はもうたくさんです。 

 ・いらないマスクは届いています。 10 万円はまだ届きません。 

 ・動画をありがとうございます。んもう、声出して笑っちゃいました！ 思わず 2 回見てしまいました。 

やっぱり可笑しい。 

・「マスク」と「ソーシャル・ディスタンス」から見えてくる、我ら世代の生き方 

・知りあえた方々と 心的距離 をなくし、マスク不要で貪欲に愉しんでイキたい。 

この２，３か月 無性にしたくなったこと、行動は！？ ・亡くなった親友との、他愛もない“メールの交換” 

（亡くなる前３年間の５００通は、いまも温めています） 

https://www.youtube.com/watch?v=FvKc0E07Nao
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・楽しき話を宜しく！！ 

   ・とうとう叶えられなかった横田滋さんの死（いつも優しそうなお顔が忘れられません) 

それに米の黒人への虐待死など、無念で悲しい事ばかりです。 

楽しき話 ではありませんが、「私の好きな話」を添付ファイルします。時間が取れたら読んで下さい。 

   ≪私の好きな話≫ （３話） １：これは羽田発サンフランシスコ行きの機内の出来事です  

              2：ピェロのグロック     3：天国でのボランテア 

 ★今回、感動をした話題が２つありましたね。 

○ブルー・インパルスの医療従事者へ感謝の飛行～ 天気も青空に編隊飛行 ～ 

○ある日突然  サプライズ・花火  全国花火師 １６５社 ３００か所 午後８時 ５分間 

～ 下を向いてばかりではいけない、上を向きましょう ～ 

 ・ブル－インパルスは入間基地の航空ショウで見ています。 いいですよね。 

感動したのは、昔の島忠の駐車場で見た時、ブル－インパルスの操縦者（機長）と目が会いました。 

それくらい近くを着陸態勢で飛んでいました。 花火は、長岡の花火が印象に残っています。 

 ・アンダー・コロナも数か月たつとすっかり慣れました。 こんな状態、もう少し続いてもいいかなと 

  へそ曲がりが思ってます。 十分、堪能しております。 

まぁ、吾はアメーバーみたいなものですなぁ。 アベノマスクならぬアホノマスクは届きました。 

これどんな効果があるのでしょう。暑い中でつけて走って熱中症になる実験でも推奨しているのかしら。 

10 万円は届きません。 韓国は申告したら、1 分で口座に振り込まれているそうです。 

カナダへ留学した日本学生は申告したら 2 日ほどでカナダ政府から口座に振り込んであったそうです。 

日本では、留学中の学生を対象とするか否かまだ論議しているとかしていないとか。 これで、「民度が 

高い」のでしょうか、ねぇ、アソウ君！ 

 ・給付金、小生の場合、5 月 28 日に案内を受け、もらえるものは急げで 28 日に返信し、今月 8 日に 

振り込みましたとの連絡受けて、即下ろしました。待っていたのですね。 

 ・「私の好きな話」 とてもいいお話ですね。 すこしだけ笑ってあとは悲しくてしんみりしてしまいました。 

こういう心の琴線にとどくお話に気をとどめる、すばらしいとおもいます。 

 ・ブルーインパルスは大好きで、見にいけるときはいっています。 今回、常に一機まわりについている 

飛行機があって、なんで何してるんかな？とおもいました。 

ある人は、広報関係の飛行機だといっていますが、ほんとうですかね？ 

 ・皆様へ マスク、給付金はいつ頃になるのでしょうか???? 振り込まれた人は、いるみたいですが。 

ゆっくりと待ちます。 

 ・人は顔を見て会話をする、なんて素晴らしい事なのかと痛感。 先日は有難う懐かしさが溢れてきました。 

コロナ下人を非難するのはたやすいが今は自分を知る、自己知が必要では無いでしょうか？ 

所沢の方言は近郷近在の方言も入り交じり私の生まれた所は、今も調整区域、殆どの家がおじいさん、 

おばあさんがおり近所の人達が同じ調子で会話をしていました。 学校の先生も地元出身▽▽代表の 

地域の方がまだ街に近かったので田舎言葉では無いのかもと思います。 

 ・そうですね。  私も自粛中、自分にとって一番だいじなこと、もの、人、いろいろ考える大事な時間を 

いただいたと思ってます。 

 ・「私の好きな話」 痛快で、切ない話ですね！ サンフランシスコ行きの CA・・粋ですね。 

今の与党の議員さんになって欲しいです。 

 ・ブルーインパルス 5/29 でしたか、飛行映像を送ります。 中野あたりで撮影されたもののようです。 

確かに１機はなれて飛んでいますね。画像容量が大きいため開けない方もいるかもしれません。 
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 ・ブルーインパルス 医療従事者へ感謝の飛行  －動画：提供 中原さん－ 

いまみました。すごく綺麗です。 ありがとうございました。 なんか✈ロマンがありますよね。 

 ・キレイに撮れてますねー、最高です。 当日、やはり友人がラインで送ってくれました。 

それ以後、YouTube でブルーインパルスの映像を楽しんでます。 スケーターの高橋選手が乗り 

込んだのも見ました。 

 ★そこで、歴史に学ぶコロナ収束後の日本は！？ 昔大ブームとなった事。 

●夜会・初期 「アマビエ」絵札紹介  お札を貼って疫病にかからない退散させる 

先日のテレビで紹介されたもの 

○お守りに「蘇民将来家の子孫なり」お札が貼ってある・・・疫病にかからぬように 

 ⇒ 京都・八坂神社などで売られているお守りです。 謎の人物、判りますか？！。 

○岩手県黒石寺 「蘇民祭」 男たちがふんどし姿でぶつかり合う・・・これも同じ意味 

     １年の無病息災を祈願。 

○いまいまの光景では 

     お店の前に置いてある 「消毒液」 これが置いてあるだけ、病は防げる様な？！ 

○京都市東山 圓徳院の御朱印札が超人気？！ 新型コロナウイルス・疫病退散 

     秀吉の守護神と伝わる仏像：三面大黒天様 ３つの顔 両脇：毘沙門天・弁財天 

  ・さぁ、打ち上げですね。 今月末は「夏越しの祓」。 茅の輪くぐりをして、無病息災を祈りましょう！ 

7 月 1 日から 1 か月祇園祭ですが、宵山などは中止だとか。  残念！ 

 ★夜会 第四弾 皆さまの会席状況 

  ・私は 飲み物：シークヮーサー焼酎  食べ物：鯨の大和煮・あさりのしょうが煮 

先ずは、缶ビールでカンパイ！！でスタートです。  宜しく 

・乾杯！！ ジンジャーエール、野菜ジュース、 （ エビチリ、胡瓜もずく酢 ） 

・毎晩の如く 日本酒で、つまみはアジフライと黒豆せんべいです。 

・今日の飲み物はいつもと変わらず、焼酎の水割りです。つまみは、マグロの刺身（赤身）、 

自分で作った肉じゃが＆煮っころがしです。 いつもの中国山東省の落花生です。 

 ・また、手づくり梅酒です。昨年、後楽園（小石川後楽園）にいったとき、受付の箱の中にいくらか入れると、 

一袋梅がもらえた。  その梅でつくりました。旨い。 

 ・僕は鯨ベーコンだけではありません。ミラノ風カツレツ、ギョーザ、鶏グリル、枝豆 エトセトラ… 

 ・本日は暑いので、缶ビール（350ml）で乾杯、その後はいつも通り焼酎のお湯割り（イイチコ）です 

 ・ミラノ風カツレツこの間、TV で見た美好軒のカツレツでは？ 

 ・いつも作るミラノ風カツレツは、豚肩ロースの間にハムを挟み、小麦粉と粉チーズと牛乳で浸しパン粉を 

つけてオリーブオイルたっぷりでソテーしています。スイートバジルを添えると美味しいです。 談：妻 

・今日の飲食：飲まず食わずで、付いていきます 

 ・お料理もなさるの？すごーーーい！私がウィーンで食べたカツレツは牛肉でした。・・・トホホ 妻です。 

 ・参上つかまりました!! 乾杯🍻皆さんに水差すようで悪いのですが、こちとら、おちゃ（茶）けで煎餅です。 

 ・美好軒のカツレツは、フランスのフォ－ル大佐でしたね。   ミラノは、イタリアですから、間違てました。 

美好軒のカツレツも美味しかったです。 

 ・今夜の飲み物は ココワイナリーのワインでーす。 

 ・島チューの中にあるロピアに行きました。鯨ベーコン 2000 円。 魚売場ですよ 量が問題ですね❗ 

 ・僕の買ったのは 33 小袋の鯨ベーコン￥7,777 でした。（送料とも） 

                                               － 以上 － 


