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⇒ ７：３０ カンパイ！ スタート・・・ 

(1)会席での「食べ物と飲み物」は 

→前会同様、「食べ物はチョコっと、飲み物はスコッチ」です。 

*(下戸の私は、蝕欲も淫欲も、この程度です) 

(2)気付いた事柄を川柳・俳句・散文で 

「はじめてのお使い」ならぬ「はじめての川柳？」で 

→・クラスター・パンデミック に フィジカルディスタンシング…「爺には意味の解らぬカナことば」 

・未曾有…「漢字だと 読めぬ大臣ミゾウユウ」 

・三蜜は…「ハチミツ、あん蜜、壇みつ だろ？」 

・「コロナには そろそろ勝コロナ(頃な)んだがな～！」（オソマツ！） 

(3)自粛の中で、気付いた事 

   →「終活」と「断捨離」は 今だ！！ と気付きました。生命保険の「家族登録」は順調に済みましたが 

昔の(ラブ)レターの扱いに時間を要してしまい、「終活」と「断捨離」の大変さを、改めて気付きました。 

（4）「いま、なにしてる？」 

→ 「終活」も「断捨離」も、文字のイメージが頂けません。再度「修活」と「感謝離」で挑戦中。 

人生の締め括りは「反省」と「有難う」で括りたいと考えています。 

以上、よろしくお願い致します。 *( )部分は、相手によってモザイクを掛けて下さい。 

 

今宵 19：45に満月🌕を向かえるとのこと。 

そんな時に夜会が開催されるって素敵ですねー。直接にお目にかかる事は叶いませんが皆さまの顔を、笑顔を 

思い浮かべて美味しいお酒を呑みたいです。 

最初、三密って聞いたとき私も咄嗟に壇蜜を思い出しました。 密を断つ、断密って。それを友だちに話したら、 

ナントその人は弘法大師の三密を思い出したとか。なんたる違い。がーーーん・・・。 

 

連日、楽しいメールが飛び交い有難うございます。 

本日も、アルコール拒絶症のわたしはノンアルビールと柿ピーと裂きイカを用意してスタンバイ。 

コロナ対策の怒り同感です。よく刑事が使う”初動捜査”ならぬ、初動の対応・対策が、オリンピックや 

習近平国家主席訪日を慮り、ボタンの掛け違いが大きく影響していると思います。 

 かの田中角栄の語録の中に「方針を示すのが政治家の仕事だ。役人は生きたコンピューターだ。 

方針を示せない政治家は役人以下だ。」「政治とはつまり、事を為すということだよ。」 

日本列島改造論は現代にも影響を与えている、田中角栄なら、このコロナ対策をどのようにしたのか・・・ 

少なからず、今よりましな手を打っていたのでは、と思われます。 

 

こんばんは。  当方前回と同様、6時過ぎから夜会の準備段階に入っています（もう、何杯目かな・・・） 

7時過ぎに PCをあけたら早速？？さんの檄が目に入りました。 このところの行政の対応への？？さんの愚痴、 

私も全く同感です。  また、新生活様式ですって。あれが・・・。  まるで幼稚園児を相手にしているみたい。 

当局の発想の貧困さに驚くばかりです。 ということで、今夜も楽しく会話を続けましょう。 

 

かんぱーい！今宵の飲み物は、キリン のどごし生（今 一番売れてるらしい！清酒 高清水（米が良い、吞みやすい）  

おつまみ、ちかくのスーパーで買ってきた やきとり （レバ、皮、が旨い） 違う店で買う 「もつ煮」（野菜を入れて 

料理する）   近ごろ、本、題名「寂聴 般若心経」 著者 瀬戸内寂聴。 本文は二百六十六文字の短いお経だが、 

         センテンスの解説する為の説明が長い。 （すごいの読み出したと、ちょと反省） 
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もう待ちきれません。少し早いですが飲んでしまいます。  ○○さん、満月のお知らせありがとうございます。 

東の空に赤褐色の月が幻想的でした。 西の空には、一番星の金星が輝いていました。 

コロナに関しては、皆さん方のおっしゃる通りです。  夜会が楽しくありますように！！ 

 

今回参加します。  僕まじめだから、7時半にならなければ飲んではいけないと思い我慢していたのに 

△△さん、□□さん、いっぱい飲んでる！ 僕も飲むぞ。 前回は、日時間違えてバスに乗り遅れました。   

 

～離れて 繋がれ～  初参加です。 とても素晴らしい企画ですね。 いつも 楽しいメール、参考になるメールあり

がとうございます。  私は２杯目のハイボールと唐揚げで気分を盛り上げてます。 

 早く終着して、そして元気に会えることを祈願して 乾杯！ 

  

皆さま今晩は、  今宵の一時宜しくお願い致します。  先ずは、満月を見てきました。 

月の回りに、・・・・薄いー雲がかかり・・・・最高の夜会です。  ジンジャーエールで乾杯🍻！！ 

 

はじめまして。今回からお仲間に入れていただくことになりました広報部の玉上です。よろしくお願いいたします。 

お酒大好き人間ですので、皆様とメールで繋がりながら夜会に参加させていただくのを楽しみにしています。 

私は、2003年から 4年間中国天津市に駐在していまして、現在も吉林省の食品会社の顧問を続けています。 

中国の友人からの情報では、皆マスク装着などで注意していますが、外出規制が解け、ほぼコロナ前の状態に 

戻ってきているようです。  日本も早くもとの生活に戻って欲しいものです。 中国に関するご質問等があれば、 

お問合せ下さい。  私は先程から中国産の麻辣花生（辛くて痺れるピーナッツ）をつまみにウィスキーで一杯 

やっています。   よろしくお願いいたします。 

 

今晩は。 さっきからみんなのメールみてたのしくって、待ちきれないだの、もうなんばい目だのと、、、。 

これだから、映画のかいだいすきです。 私は今日は、入間川をあるいてきました。 

運動しないとうまくないので、、、。すでに飲んでいて、さきほどのんだのは、甘酒と梅酒。なんせ飲めないので、、、。 

ヤキトリとピーナッツ。たべました。 では、、、。 

 

それでは乾杯ですね。 暇に任せて、外国での乾杯を調べてみました。 

   日本         乾杯                 アメリカ・イギリス  Cheers （チアーズ） 

   ドイツ        Prost  （プロ―スト）        フランス       Sante、Tchin tchin（サンテ、チンチン） 

   イタリア       Salute、cincin (サリューテ、チンチン) 

   スペイン       Salud （サリュー）       

ロシア        3а здороВье （ザ ズダローヴィエ） 

   中国         干杯 （カンペイ）           

韓国         건배 （コンべ）         

  だそうです    ちなみに沖縄では「カリーサビラ」だとか。知らなかった。 

 

かんぱい   日本酒で乾杯です   ７時頃から夕食を食べながら   そわそわしていました 

月がきれいです    月見酒もいいもんですよ 

△△さん。  普段の飲みっぷりからすると、７時半まで待ってたとはとても思えませんね。  これからは 

△△さんにとって、二次会ではないですか？ 
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きれいな満月に乾杯！ 

5月の満月はフラワームーンというそうです。 今年はゆっくり花を愛でることはむずかしいですね。 

 

今日のおつまみ  前回と同様殻付きの落花生です。 あと剣先するめ。 ??さんのおつまみは、豪華ですねえ～ 

前回は、中国山東省の落花生でした。今回は、千葉県産の落花生を買い味比べしました。 

中国産は、360ｇ￥360 千葉県産は、75ｇ￥450 1g1円と 6円の違いです。 味は混ぜたら分かりません。 

⑨⑨さん、中国と日本とはどのくらいの物価差があるんですか？ 

 

最近はあらゆる方面で弱くなりまして、トホホ。 飲んでるそばから眠くなります。 ＜おつまみ＞クリームシチュー、 

里芋の煮物、もやしの酢の物小松菜シラス添えこれみんな僕が作りました（うそ） さらに絶品は鯨のベーコン！ 

通販で 33袋 7,778円で買いました。いいでしょう。 

 

中国の屋台などでの落花生は醤油味で煮込んだつまみですが、ほとんどが店のサービス品か非常に安いものです。 

今私がつまみにしている麻辣花生は 100gで 100円くらいです。 池袋や新大久保の中国食品スーパーでも購入 

できます 

 

 こんばんは！。 私は下戸、お酒飲めません。つまらない男です。 今、狭山茶の新茶と羊羹を食べながら、今日 

録画した「バルジ大作戦」を観ています。 

 

7時頃、窓を覗いたけど月が見えない。ダンナを誘って近所を一回りしてきました。 今は、家の窓から見えてます。 

月の移動、速いですねー。 最近、日本酒の出番が多いです。日本はたくさん発酵食品があって嬉しいなー！ 

これからは、なんてったって免疫力だー。 

 

クジラベーコンいいですね。郷愁を（新宿の飲み屋を）誘います。 どこの通販ですか。後でこっそり教えてください。 

 

ありがとうございました。 落花生は 1ｇ一円位なんですね。 麻辣花生 読み方は “まあらかせい”ですか？ 

パソコンで名前が出て来ません。 

 

映画鑑賞会の皆々様 今晩は！今日は楽しみにしていた第２弾ですね。第一弾はコロナが心配で熊みたいに 

「冬眠」していました。大変失礼致しました。 小生は恥ずかしながら下戸の爺々で、下手な横好き」ならぬ「下戸の 

横好き」で毎日チビリチビリと飲んでいます。今も赤い顔をして、ＰＣに向かっています。 

飲み物は、焼酎のお湯割りで、夕食のおかずを摘まんでおります。今日は、知り合いから頂いた宮崎名物の「みそ 

カツ」を頂いています。ホッペタが落ちるほど旨かったでぇ～す。  では又。 

 

私、けっこう健康オタクかもって思ってます。 ピーナッツの効能ってすごいですよね。 □□さん、⑨⑨さん、血管、

心配いらないわー！おおき 

 

月を見てきました。コロナなぞ知らぬ実に輝いていました。 医療従事者に感謝しました。 “何もないこと、何も 

起こらないこと平凡であることが人間にとって一番幸せなのだ”「海と毒薬」 

 

本当にそうですね。何も起こらない毎日がいかに幸せで貴重なことか、コロちゃんが教えてくれました。おおき 
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皆様こんばんは 遅れましたが①①です。前回別件で参加できず残念でした。 夜空は満月のなか楽しい 

夜会、有り難うございます。  先の案内に沿って 

１） ビール缶を開け日中の疲れ癒しています。つまみは自前の畑からスナックエンドウ、エシャレット裏山から 

筍を収穫し料理、その他諸々皆さんからのメール見ながら楽しく舌ずつみです。 

   ２）パス 

   ３）５月より２回／週、新緑の八国山のウォーキングを再開しました。皆さんもこのルート、馴染みの方も多いと 

思いますがこれから夏、秋にかけ四季折々の風景と野鳥の声を聴きながらのオーキングは素晴らしく是非 

味わってみてください。 

   ４）コロナ対策；各行政の遅れに腹が立ちますね。特に知事間の手腕差が明確に出て西高東低大阪、和歌山は 

     素晴らしいが東京は大阪に大分差をつけられ埼玉は先に二上さんも触れていますがダサイを更に加速させ、

知事の仕事が解っているのか疑問。 選挙の重要性を再認識です。 

 

わたしのすんでいるところは字（月見原）といいます。月がきれいにみえます。 いま見てきました。 

プレミアムな月でしたね。 月のせかいにかえりたくなった女性（かぐや姫）も多いのでは、、、？ 

 

急用が出来て出遅れましたが、夜会第二弾の皆さんの投稿楽しく読ませて戴きました。 今夜の満月は少し雲間に 

まん丸に輝いていますよ！ 我が家の夜会の準備状況は： 飲み物；鹿児島の友人から送ってもらった「伊佐美」 

焼酎でスタート ツマミ；パーティーの 酒の肴は コロナ漬とりあえず参加の申し込みまで 

 

中国語なので、パソコンでは出てこないかもしれません。 読み方は「マーラーホアション」となります。 麻は花山椒 

の痺れる、辣は四川料理の辛い、花生は落花生の意味です。 

 

ごめんなさい。33袋あれば当分持つとアドレス捨ててしまいました。 （もう 20袋食べちゃった） 

小学校のとき、給食のない日お母さんに 20円貰って乾物屋に買いに行きました。 山ほどあったのを覚えています。 

 

地球の子 そこのけ そこのけ コロナが通る こんばんは 夜会愉しませて頂きます。 埼玉県知事、人は良さそうだ 

けど無力、市長は防災無線で声かけのみ。小池さんがいくら説明しても私は埼玉県人。 

天平の昔聖武天皇も疫病（ウイルス）対策に苦しめられ民を救う為な奈良の大仏を造立したが仏は応えてくれない。 

今宵一時皆様美味しいお酒に心寄り添い楽しんで下さい。 

 

いまあちこちで泳いでいるこいのぼりをみると歌を思い出します。  

・いーらーかーのなあみいと・・・♫     ・やねよーりーたーかーい・・・♫ 

皆さん方はどちらの歌が浮かんできますか。 私はどちらかというと、屋根より高い・・・ですかね。 

なんでか分かりませんが。 

 

賑やかにやってますね。 ??さん同様、「プレパド」を夢中で見ていました。 やったね！梅澤、ついに永世名人!! 

6年 4か月かかったという。 麻呂はアホなシンゾウ君に腹を立てながら、静かに俳句を詠むことにしました。 

・コロナ禍の夏生まれいづ命かな    ・雨蛙アルプス軽く背負ひたり    ・老い桜散りつつ描く花絨毯 

・桐の花みてより会津西街道       ・菜の花や遠き昭和のわらべうた 

 

 



○「懐かしの映画・鑑賞会」夜会第二弾５月７日(木)午後７時 30分～8時 50分 ５/７  2020.05.07作成 

 

また一つ勉強になりました。 今度コロナ収束になりましたら、東京に出かけ、「マーラーホアション」を買って来ます。 

ありがとうございました。 

 

こんばんわ夜会 カンパ～イ  満を持して準備していましたが送信が遅れました！ 今夜のおつまみは▽▽さん 

ご好評のナス味噌です、後はタイのお刺身、お新香他５品位です！  飲み物は「缶ビールで」乾杯その後は 

「焼酎のお湯割り」早めに酔っぱらいので９時半ごろ寝ます。  本日は、満月＞だそうですね！ 皆様の素晴らしい 

コメントを楽しみに待っています！ 

 

『今春みすみすまた過ぐ いずれの日か是帰年ならん』  杜甫「絶句」後半 

“一体いつになったら故郷に帰れるのか”  一体いつになったら元の生活に戻れるのか。 

なんと我々は安穏と生きていられるのか。  大変な人は限りなくいるというのに。 

 

私の PCは皆さんの一斉発進で詰まったのか 20分間、何も受信できませんでした。 痛くて怖かった話をします。 

「尿管結石です」  病院は三密より怖い院内感染地です。 いかに病院での滞在時間を短くするか・・10年も 

前から腎臓にあった結石が、自宅自粛生活の副作用で下りてきたのかも知れません。  クワバラ！クワバラ！ 

 

コロナはものすごく怖いですよ。 しかし、不謹慎なことを言うようですが、この飲み会はそういったことがなければ 

多分成立しなかったわけでして。 ものごとはつくづく、全体から見ることと、反対側からみること、まあ客観的にみる 

ことですよね、編集でお世話になってます、⑨⑨さん。そういうわけで、コロナは早急に終息することを願い、そうして 

もこういったオンライン飲み会はまたひらいて欲しいとおもいます。 

 

出来上がっていると思うでしょうが、私は全然飲めません。。。少し飲んでも、手のひらまで赤くなり、顔は・猿面冠者・ 

と人は言います。  昨晩は、大嫌いな長い時間の雷、お風呂も入れず、グループライン（弟７１歳、姪、６０、５５）を 

していました。  60の姪はアメリカ夜中の 2時いつの間にか参加していました。 

 ・雷が鳴ると 「くわばら、くわばら」 と言いますが、これは 雷神である菅原道真（すがわら みちざね）の住居が 

京都と大阪の県境に有る山崎に有りました。山崎の桑原と言う地です。 

 故に、、「私は桑原の住民だから、私に雷を落とさないで」と雷神に願っている訳です。 

 ・今 この山崎にはサントリーの最初に出来た蒸留所があるそうです。 

 ・山崎の近くに天王山という小高い丘が有り、ここが秀吉と明智光秀が戦い天下の分け目でした。・・ ライン内容 

の一コマ・・??さん・・政府にお怒りのご様安倍ではなく阿呆    森喜郎は シンキロウ 

 

こんばんは！ 毎日が趣味の世界です、今日は午後から休憩です。 健康管理第一ですのでコロナの侵入防止の 

ため休憩中はマスク着用です。 アルコールは避けて、お茶だけです。つまみもありません、糖分摂取制限のため 

です。   自己責任です。 

 

鯉のぼりにちなんで、  ・口開けてマスク欲しいと鯉のぼり       ついでに幾つか川柳  

       ・東の京感染するのはウソばかり  ・コロナ後に良いクビ長の市へ越そう  ・「新しい政治様式」作ろうよ 

 

先日、アジ研の呑兵衛３名で Zoomオンライン飲み会を行いました。 呑兵衛は顔を見ながら雑談するのは楽しかっ 

たです。 同じようなオンライン会議を食トコで提案したのですが、女性が多い食トコでは、すっぴんでの顔出しはイ

ヤという意見が多く、うまくまとまりそうもありませんでした。この映画の会のような会（昼会）を提案しようかと思いました。 
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毎晩、Zoom会議（オンライン会議）で時間をつぶしています。 ３句浮かびました。  

・ソーシャルディスタンス＿うちではとっくの昔から！  ・対面禁止＿３食テレビに向かって横ならび！ 

・自宅隔離＿慣れたものよ別寝室！  もひとつ    ・３密禁止＿いつも平和な非接触型夫婦！ 

 

どうやら終わり近くになったようです。 楽し気な運息を壊して悪いですが、へそ曲がりの山田からキツイまじめな 

レポート（といっても他人の）を送ります。 会終了後にでもじっくりお読みください。 

当方、下戸ゆえコーヒーと乾きもので付き合っています。 添付ファイル「アベは何をしているの？・・・」 

 

『 こんちには  

みさなん おんげき ですか？ わしたは げんき です 

この ぶんょしう は イリギス の ケブンッリジ だがいく の 

けゅきんうの けっか にんんげ は もじを にしんき する とき 

その さしいょ と さいごの もさじえ あいてっれば 

じばんゅん は めくちちゃゃ でも ちんゃと よめる という 

けゅきんう に もづいとて わざと もじの じんばゅんを 

いかれえて あまりす。どでうす？ ちんゃと よゃちめうでしょ？  』 

 

以上、ちゃんと読めましたか？？？ …どの辺で気が付きましたか。 気が付かずに読んだ人も 

酒のせいでも性格でもなくて良かったですね。問題は気付いたのが、早かったかどうかでしょう。 

 

「おこと教室」が「おとこ教室」。「おじや」が「おやじ」。 「わたし」が「たわし」。「こしいたい」が 

「こいしたい」。 「What time is it now?」が「掘った芋いじるな」・・・。 

  聞き違えたり見違えたり…。 そのうち「あなたは誰？？？」 気をつけましょう。 

 

あっという間に時間が過ぎました。 皆さんの丁々発止、見事なものです。縦横無尽に切り結ぶ様、絵になりますね。 

？？さん、次もお願いします。 

 

夜会に参加させていただきました.同じ趣味の仲間とリモート夜会の酒は美味しゅうございました、何時ものペースで 

日本酒１合で時々ベランダに出て見事な月を見ました。 月齢は１４．０で実際には明日の正午が月齢が１５，０即ち 

満月ですが地球の裏側で明日も晴れますので夕刻から肉眼では殆ど満まるい十五夜のお月さんが見れそうです 

 所沢のコロナウイルス感染者がとうとう 昨日１３９人となり １万人当り４人を越えてしまいました。 

国内の自治体では世田谷区に次いでワースト２です （先週までワースト１でした） まだまだ油断できません  

自粛ながらも身体が衰えないよう良く歩くなどしましょう。 

「フレイル」には絶対ならないようにしましょう。(フレイル…高齢者の筋力低下で介護になる一歩手前） 

また次回を楽しみたいですね。ありがとうございました。 

 

TV６チャンネル「プレバト」にガンバって 言葉のお遊び 

・マスク顔   町であいさつ  わが妻に  ・『欧米か！』 自転車宅配   わが村で 

・こんなにも  注目あびる   TV体操   ・StayHome  OnLine夜会  コロナ LIVE  

・こいのぼり  コロナの風(風邪)に  口つぼめ  ・こいのぼり  五月の空で   自粛がお 

夏井先生！ お言葉を！？     



○「懐かしの映画・鑑賞会」夜会第二弾５月７日(木)午後７時 30分～8時 50分 ７/７   2020.05.07作成 

 

・緊急事態宣言 発信  

見えてきた事(1)  政府の立場  ・・・ 情けなさ・技量・力量・度胸・責任感   

                 埼玉県、知事 ・・・   〃     〃       〃  

                 所沢市、市長 ・・・ 組長の顔や行動が見えない 

     見えてきた事(2)  ・・・・・・  「 キョリ 」 ・ 「 衛生 」 ・ 「 価値観 」 

                           三密       手洗い     テレワーク／働き方 

     新しき生活様式  ・・・・・・・  これって何だ！？ 新しい形とは、文化を変えるのか!? 

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

・国のかじ取り ⇒ 現状をしっかりと掴んでるのか！? 任せて大丈夫かい！！ どこへ向うのか！ 

                                      ＜ 怒ってます  ＞ 

夜会では、現状に対する不満も大いに投げかけて下さい。 また、所沢や近郊の情報も有りましたら 

お聞かせください。  まだまだ所沢市は緊急事態ですからね。 

 

返信）皆様  

鈴木正明です。生きてますよ。昨晩は飲み会欠席でした。 今朝、メールが 60通近く入っていてびっくり、 

せっせと読んでいます。 このコロナ騒動では驚くことが多いですね。 外交評論家の岡本行夫氏もコロナで 

お亡くなりになっていたとか。怖いです。 来月からは元に戻りたいものです。 もうしばらく皆でがんばりましょう！ 

 

投げかけられた宿題や課題です。 次回に明快な答えを期待します。 

先ずは、鈴木正明さん・・・先週の宿題は？  さて、ここで皆様に問題です。このコロナ問題が発生して以来、 

つくずく自分は「〇〇人間だったんだなあ」と自己認識を新たにしました。 この〇〇に入る漢字二文字は何？ 

 

山田さん、返信ありがとう。  ちょっと問題の出し方が悪かったかもしれませんが、正解は｛三密」です。 

ですから外出自粛は窒息しそうですが、それでも何とかやっている点は「楽天」的なんでしょうね。惜しかったですよ。 

 

 

 

 

「LINE メール 夜会 第二弾」ご参加 有難うございます。 － 幹事 － 

次回の開催予定 ～「緊急事態宣言」延長の流れの中～ ５月２１日(木)午後７時 30分 

急きょ ダイジェスト版作成   昨夜の今朝ですので、まだぬくもりのある間に皆さんの 

熱意の結果を羅列しております。 ご参照ください。 

次ページでは、添付した資料も補足しました。  


