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【学園都市】と居住空間の融和をめざして  

不動産のコンサルティングから賃貸仲介・売買仲介

まで

新・金魚迷惑な日記

金魚迷惑な日記・新＊新金魚迷惑な日記

2016.6.17（金）

昨日は病院受診の為お休みを頂きました。

範囲は狭まってきたものの、いまだに顔面

麻痺が残ってます。笑い顔が口角の高さが

左右違うので顔が思いっきり歪んで見える。

先生に聞いたら「少しずつ範囲が狭くなって

治っていきます。時間はかかります」と言わ

れてしまいました。金魚チャンは気温、水温

が上がるとやたら元気になります。食欲も大盛で今日も水１５ℓ取り替え、ブクブクのフィルタ

ーを取り替え、麦飯石濃縮液をキャップ１杯入れました。「綺麗になった！」と感激するほど綺

麗になりませんね。いっぺんに掃除をすると温室育ちの金魚チャンは体調悪くしてしまうの

で、ちょこちょこ掃除をしてますが、全取り替えした～い！

このページに記載できる記事数オーバーになりました。次回より 【新*新・金魚迷惑な日記】

になります。宜しくお願いします。

2016.6.14（火）

https://campus-all3.jimdo.com/%E9%87%91%E9%AD%9A%E8%BF%B7%E6%83%91%E3%81%AA%E6%97%A5%E8%A8%98/
https://campus-all3.jimdo.com/%E6%96%B0-%E6%96%B0-%E9%87%91%E9%AD%9A%E8%BF%B7%E6%83%91%E3%81%AA%E6%97%A5%E8%A8%98/
https://campus-all3.jimdo.com/
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新しい仲間が増えました。【アヒル隊長】で

す。水槽に入れる時は、「なに！なに！餌く

れるの？」とばかりに近づいて来て、いざ浮

かべたら「なんだ！こいつ！」って感じです。

これもまた可愛い。先週末自宅に用事があ

り立ち寄った時に、金魚チャン自慢がしたく

て写真を見せてたら、家族が「飼い主が太

ってるとペットもデブになる」と言われてしま

いました。おっしゃる通り、けっして細くあり

ません。どちらかと言えば太り気味で年々

体重が増加傾向にあります。飼い主が良く

食べるので、金魚チャンにも写真撮らせてく

れたご褒美とか３時のおやつなど、ちょこち

ょこ餌をあげてます。太る訳です。今日も水

を９ℓ取り替えました。フンとか食べカスで水

が汚れます。なのに太った体でちょうだい！ちょうだい！アピールをされてしまうと、ついつい

目尻を下げてあげてしまう私です。

 

2016.6.9（木）

あじさいを日の当る場所に置いたら花が大

きく綺麗に咲き揃いました。今日水槽の所

に戻したらこの前と同じで「食べ物だー。」

「なんだ！違うのか」って感じです。思わず

笑ってしまいました。最近、金魚チャンの行

動が金魚らしくないのです。たとえば、朝、

起きたてに餌をあげても吐き出す、水槽の

掃除をしてる時に餌が欲しい時は腕に絡ま

ってきて私の腕をチュチュと吸いついてきた

り、たいしてお腹が減ってないのに餌のお

ねだりをして餌を貰えた時は口の中に餌を

入れたり出したりして遊んでます。帰る時に

餌をパラパラとあげて帰りますが、どこがス

イッチなのかわからないのですが、私達が

帰ろうかな？と、し始めると餌を無性に欲しがります。「どこでわかるんだろう？」もう少し観察

してみようと思ってます。色々な行動をとってくれるので、毎日が楽しみです。

2016.6.6（月）

関東地方梅雨入りしましたね。これからジメジメと蒸し暑い日が続くのかと思うと憂鬱です。先ＴＯＰページ

https://campus-all3.jimdo.com/
https://campus-all3.jimdo.com/%E7%94%BA%E7%94%B0%E5%B8%82%E4%B8%8A%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E7%94%B0%E8%B2%B8%E5%9C%9F%E5%9C%B0133%E5%9D%AA/
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日水を２２ℓ取り替え、麦飯石濃縮液をキャ

ップ２杯入れました。今日は、なんとなく肌

寒いです。金魚チャンも朝行ったらまだ寝て

ました。寝起きに餌をあげたら吐き出して食

べなかったので２時間程経ってからあげた

ら、まぁ～良く食べる事、呆れました。午後

来客がありその方が「金魚ですか？大きい

ですね。なんて言う種類ですか？」と質問攻

めにあい「金魚すくいの和金です。」と答えると、「愛情を沢山貰って育ったんですね。マニア

がいるから盗まれないように！」とまで言って頂きありがたいことです。

2016.6.2（木）

あじさいを見るとそろそろ梅雨だなぁと思い

ます。このあじさいは「墨田の花火」と言うあ

じさいで私の好きな一種です。水槽の所に

置いたら金魚チャンは食べ物だと思い大急

ぎで近づいてきたのですが「なんだ～違うの

か」と言ってるような顔をして去って行きまし

た。食べ物以外興味がありません。金魚チ

ャンは夜、まったく暴れなくなりました。置い

てあるタオルが全然濡れてないのです。や

っぱりゴキチャンが夜の大運動会をしてた

んですね。ゴキチャンの入室希望は増える

一方で、ごきぶりホイホイを増やさないとダ

メなようです。おかげで金魚チャンは、良く

食べて！良く動いて！ます。とても元気で

す。やっぱり人間と同じで夜はゆっくりと体を休めないといけませんね。

2016.5.30（月）

明日で５月も終わりです。私個人では、５月

は色々とあった月でしたのでとても早く感じ

ます。今日も水８ℓ取り替え、ろ過機のフィル

ターの掃除をしました。金魚チャンは食欲旺

盛です。最近餌を沢山食べる日と食べない

日があります。最初はご機嫌をとりながら、

餌を食べさせてたのですが、最近は明日に

なれば沢山食べるだろうと、無理にあげるのを止めました。餌も選り好みをします。２種類の

餌をあげてるのですが、納豆菌入りの餌は吐き出すのに、餌だんごだと食べるとか・・・その

逆もあります。金魚チャンにお伺いを立てながら餌をあげてます。「そのうち食べるだろー」そ
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の考えは甘かったです。食べずに沈んでるので下がドロドロになってました。掃除が大変！ト

ホホ・・・です。ほんとに金魚姫になってしまいました。

2016.5.24（火）

バナナ事件から一週間、やっと私の手から

餌を食べてくれるようになりました。自分が

いけなかったのですが寂しい日々でした。

金魚チャンは落ち着きを取り戻し餌を食べ

てはトロトロ寝てます。今は寝姿も可愛く見

えます。ゴキちゃんは相変わらずごきぶりホ

イホイに沢山入室してます。夜中のごきぶり

大運動会は無くなったようで、朝、タオルが濡れてないので、金魚チャンは大人しく寝てるの

だと思ってます。一件落着です。今日は水を８ℓ取り替えました。暑くなると水の汚れが早いで

すね。

2016.5.20（金）

金魚チャンの様子がおかしい原因がわかり

ました。きっとそう！ いや絶対そう！火曜

日の休憩時間にバナナをほんの少しあげ

たんです。その日は何でもなく食べ平気だっ

たのですが翌日から様子がおかしくなった

のできっとバナナが原因だと思います。人

間のいたずら心から金魚チャンには辛い思

いをさせてしまいました。そうとう辛かったんだと思います。私が近づくと逃げるし、餌を上げ

ても一旦躊躇します。今日もです。金魚は脳みそが小さからすぐ忘れると言われた事があり

ますが、今日まで覚えてるとは辛くて怖い思いをしたんだと思います。金魚チャンほんとにご

めんなさい。今日は水槽の水を半分取り替えました。麦飯石濃縮液を１８ｍｌ入れ少しは快適

になったと思ってます。

2016.5.19（木）

火曜日の夜に何があったのでしょう？水曜

日の朝普段通り「金魚ちゃんおはよう！」す

ると 水槽内を逃げ回って私から一番遠い

所に隠れてしまいました。水槽の上に来な

いで下の所で泳いでます。私が指を入れる

と大騒ぎして逃げ回ります。餌も食べたがり

ません。隙を見て口の近くに餌を落とすと餌

だんご食べるのですが、納豆菌入りの餌は吐き出して水面に浮いてます。今日になっても同
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じ状態です。何に脅えてるのか、病気なのか、まったくわかりません。どうしちゃったんでしょ

う？私は何もできない状態で水槽を遠くから眺めてるしかないのです。金魚チャンどうしちゃ

ったの？心配で・・・心配で・・・

2016.5.17（火）

大きな口を開けて私の手から餌を食べてま

す。日常のことですが、写真にアップすると

可愛さが増します。母に写真を見せたら「金

魚が大きくて可愛いと言うより怖い」と言わ

れてしまいました。かわいいと思ってるのは

私だけかもしれません。この２、３日朝来る

と水槽の前に引いてあるタオルがビショビシ

ョ、絞れるくらいなんです。夜、こんなになるまで暴れるなんてなにかあるのでは・・・・私の勝

手に思ってる事ですが最近隣の教室が引っ越しをしてからゴキブリが急に増えそれに驚いて

暴れてるのだと思い、コンバット、ごきぶりホイホイを沢山置きました。ビックリすることにごき

ぶりホイホイに沢山ゴキちゃんが捕えられてました。ゴキチャンへ・・「うちの金魚チャンは体

は大きいけど小心者なので早く事務所から出て行って金魚チャンをゆっくり寝かせてくださ

い。」と 願ってるのですが、朝、ごきぶりホイホイを見るたびゴキちゃんが増えてます。いさ

さか気持ち悪くなってきました。

2016.5.13（金）

写真に写ってる花はゆずの花だそうです。

私は初めて見ました。ほのかなあま～い香

りがいいですね。今日は１３日の金曜日で

す。いつからか気にならなくなってました。昔

はけっこう気にしてました。できることなら出

掛けたくない。と まで思ってました。金魚

チャンの頭を撫でようと指を入れると、じっと

して待っててくれます。なんてかわいいのでしょう。朝は沢山餌を食べたのに昼は餌をあげて

も吐き出します。それも口の中で少しモグモグしてから「ぺっ」とします。元気で具合悪そうで

もないので様子を見る事にしました。嬉しくて触り過ぎたのがいけなかったのかも知れませ

ん。 反省です。

2016.5.12（木）

見て！見て！今月になってから警戒心バリバリだった金魚チャンがやっと、いい子！いい

子！させてくれました。かわいいです。大人しく私の言いなりになってくれました。今日はろ過

機とブクブクの掃除とフィルター交換、水を１０ℓ取り替え、麦飯濃縮液を３４ｍｌを入れました。

朝少し元気が無く餌も食べるけどいつもと違うので、これは水が汚れてるのかな？と思い綺
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麗にしたら元気になり、撫で、撫で、もさせ

てくれました。来週は水を半分程取り替えよ

うと思ってます。温かくなると水槽の汚れも

早くなりますね。

2016.5.9（月）

金曜日の夜から痛み止めを飲まずになんと

か過ごせるようになりました が 喜んでも

いられません。翌朝、目が覚めると天井が

グルグル回って、起き上がってもまともに歩

けません。おまけに吐き気です。狭い部屋

ですがトイレまでやっと着いて「あ～部屋を

汚さなくてよかった」と思いました。私はどう

してしまっんだろう？土、日は、部屋で療養でした。今日は体調も良いので（全快ではないの

ですが・・）出勤しました。全然仕事してな～い。水槽も苔がガラスに沢山こびりついてるのに

やる気が出ない・・・早く元気になりたいです。金魚チャンはほとんど私の顔を見てないので朝

餌を上げる時一瞬警戒をしました。寂しいです。一日も早く今までの金魚チャンに戻ってほし

いです。

2016.5.6（金）

３日～５日迄お休みをもらいました。今年は

３日程実家に帰った他は部屋で大人しくして

ました。痛み止めを飲みながら、暑い中マス

クをして出かける気にはなりませんでした。

今日は平日、静かな一日かと思いきや、電

話が以外と鳴ります。ＧＷ後半で暇だと思っ

たのに、仕事してるのは、うちらだけではな

いようでした。水槽の水が汚れてきたので、水２４ℓ取り替え、ブクブクの清掃をしました。後、

お茶を粉にして餌団子に混ぜてあげたら、しっかり吐き出されてしまいました。急いでいつも

の餌をあげたらパクついてました。カテキンが体に良いと聞き、きっと金魚チャンにも効果が

あると思い試してみたのですがダメでした。人間だったら「私にかまわないでちょうだい」って

言ってるでしょうね（笑）
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2016.5.2（月）

２９日～１日迄お休みをもらいました。今日

は平日なので出勤です。電話も鳴りませ

ん。静かな事務所です。休みの間は、毎回

恒例で実家に帰ってます。実家の庭に咲い

てた花とミントの葉です。ミントの葉は大量

に持ち帰って事務所にも沢山活けました。

気のせいか事務所が涼しくなった気がしま

す。私が居ない間は社長が金魚チャンの餌

やりに事務所に来てくれました。ありがとう

ございますです。おかげで金魚チャンは元

気で今日も朝事務所へ行ったら、水槽の上

にすだれをかけて帰るのですが、その隙間

からこちらを見て、大騒ぎです「餌くれ～」っ

て・・・お腹がいっぱいになったらトロトロ寝

てます。金魚チャンも静かです。私はだいぶ良くなったのですが、顔面麻痺と痛みが続いてま

す。病院からもらった痛み止めがなくなり薬局で購入、もう１０日も飲み続けてます。腫れは

だいぶひいて、あざも後もう少しでなくなりそうです。マスクを外せない毎日で顔が蒸れて痒い

です。いつまで続くのかな～。片方だけで噛んでるので、顔が歪んできましたよ。腫れとかで

なく・・・両方でバランス良く噛まないと顔が歪むってほんとなんですね。

2016.4.26（火）

昨日の続きですが、入院した病院のベット

はＰＡＲＡＭＯＵＮＴ ＢＥＤでした。寝心地は

とても良いです。腰も痛くならないし、ベット

の上げ下げ頭、足とリモコンを操作すれば

自由に動いてくれるしとても静かです。私は

頭を上げてソファのようにして本を読んでま

した。楽です。体調は痛み止めが手放せな

い状態です。薬がきれると痛くて痛くてしか

たがありません。今日みたいに温かくて爽

やかな日はのんびりお散歩でもしたら気持

ちいいのでしょうが、そんな気にもなりませ

ん。金魚チャンはとうとうヒーターを取り外し

ました。もう最低気温が一桁になることはな

いでしょう。ヒーターを取り外すのに水槽に

手を入れて作業してたら、私の手や指に吸

いついて餌くれ攻撃を受けました。私も負けずに金魚チャンの頭を撫でてたら、もう撫でられ

るのが嫌だったのでしょうね。横向きになって私に頭が触れないように泳いでました。金魚チ
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ャンも小さな脳みそで色々考えるのですね。自分の身を守る為に・・・・・。

2016.4.25（月）

今日から仕事に復帰しました。朝一番に「金

魚チャ～ン！会いたかったよ～！」と水槽

に近づいて行ったら警戒されてしまいまし

た。大きなマスクをしてたからかな？いつも

の通り餌だんごを作って金魚チャンの口の

中に入れたら吐き出したのですが、「あれ

っ？」って感じで吐き出した餌をあわてて食

べました。それからは餌ちょうだい攻撃で

す。フン取りの為水槽に手を入れると腕に

からみついてくるので「金魚チャンいい子！

いい子！」と頭とお腹を撫でてあげました。

社長が言うには「餌をあげれば誰でも懐く」

だ、そうです。いいや！私にだけ懐いてるの

です！育ての親バカです！私事ですがセカ

ンドオピニオンの病院で手術を受けてきまし

た。軽く考えてたのですが、今回は辛い手術後となり、内視鏡で処理できたのですが、鼻の

骨を削った為、顔面麻痺、腫れ、痛みとの闘いです。痛み止めを飲んでないと痛くて仕事も

手に着かないし、夜も眠れない、顔の半分が麻痺してるので感覚がありません。歯茎も唇も

です。食事の時は鏡を見ながら唇を巻き込んで噛んでしまわないように食べるので大変で

す。頬も腫れ、青あざから今は赤黄色のような色になって顔が歪んでます。徐々に治るそうで

すが一カ月は麻痺が残るそうです。手術時間は３時間半かかりました。健康はほんとに幸せ

な事なんだと心の底から思いました。写真上は入院した病院からの景色です。

2016.4.18（月）

明日から少しの間セカンドオピニオンを受

診した病院へ入院してきます。約１週間前

後と言われましたが、最短でお願いしますと

頼んでます。私が留守する間は社長に金魚

チャンの世話をお願いしました。季節の変

わり目なので病気になったらどうしよう。大

きくなってるからならないよね？と余計な心

配ばかりしてます。自分は入院するので先生におまかせです。やはり、有名病院とか教授だ

とかに惑わされないで色々回って同じだったら自分が信頼できる先生のところで通院したほ

うが絶対良いとわかりました。先生との相性、看護師さんとの相性、病院の方針が自分と合

わないと不信感と不安ばかりで治る病気も治りません。一日も早く金魚チャンと会えるのを楽

しみにして行って来ます。
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2016.4.15（金）

今日は水を水槽の２分の１取り替えました。

水が綺麗に見えるので取り替えなくてもいい

かな？なんて思ってたのですが、バケツに

吸い上げてみたら、なんと、水が薄い黄色

でした。綺麗に見えても汚れてるんですね。

水も綺麗になり麦飯石濃縮液を５０ｍｌ入れ

て今月の水槽大掃除は終了しました。金魚

チャンは元気で水取り替え後すぐに餌を欲しがり食べ終わったらトロトロ居眠りをしてました。

水が透き通ってて見てる私も気持ちいいです。金魚チャンはもっと気持ちいいのかな？

2016.4.13（水）

今日は天日干ししてた石を水槽に入れまし

た。一つ一つ味を確かめるかのように口に

含んで口の中でモグモグと中で転がしてる

ようなことをしては出しを繰り返してました。

石も味があるのですかね？その間は餌も欲

しがらず大人しくていいです。後は水を取り

替えるだけです。やはり少しずつ少しずつ

水槽の掃除をすると金魚チャンは元気なままです。ストレスに弱い子だとは知ってましたが、

ここまでだとは思いませんでした。大根の花も元気に咲いてます。花と茎は大根の臭いはし

ません（笑）

2016.4.12（火）

今日は上部式ろ過機とブクブクの掃除、フィ

ルター交換をしました。友達の家で使いや

すかった「おそうじポンプ」を購入しフン取り

をしました。石を洗ってフィルター掃除をした

ら水が綺麗になったので水を取り換えなくて

もいいかな？なんて・・ズルしないで頑張り

ます。花梨の花は開ききってます。花梨の

隣は大根の花だそうです。小さい頃に見たような？「何の花だと思う？」と聞かれましたがわ

かりませんでした。金魚チャンに近づけるとガラス越しにパクパクと食べてます。食べた気に

なってお腹いっぱいになってくれるといいんだけどね。と思ってる傍ですでに「餌くれ～」って感

じで騒いでます。

2016.4.11（月）
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去年の９月に耳鼻科の手術をして、取り残

しがあり、再手術が必要とのことでしたが、

セカンドオピニオンで自分では信頼のおけ

る病院と出会い１９日からお休みを頂くこと

になりました。今月は金魚チャンの水槽大

掃除を３回に分けて行うこととして、今日は

石を洗い熱湯消毒をして天日干しです。昨

日また、いつもの友達家族と入院前の厄除

けとして、身代わり不動尊に行って来ました。朝一番に祈祷してもらおうと、私は朝５時半起

きでした友達家族はもっと早く起きたでしょう。私の体を気遣ってくれてとてもありがたいで

す。感謝です。その後、友達の家へ行き金魚に会ってきました。ついでに掃除も手伝いまし

た。結構乱暴に水替えをしたのですが、４匹のキンギョは元気に泳いで餌も沢山食べまし

た。金魚チャンは体は大きいのに、なんてひ弱なんでしょう。ちょっと乱暴に扱うとすぐに元気

をなくして餌を吐き出してしまいます。過保護な飼育がいけないのですね。きっと・・・入院中も

きっと心配で仕方ないと思います。金魚チャンと一緒に写ってる花は花梨の花です。桃色の

可愛らしい花です。

2016.4.4（月）

昨日友達の家へ遊びに行きました。家の近

くに川があるので友達家族と散歩しながら

お花見をしました。寒くもなく暑くもなくちょう

ど良い気候でした。見事な桜を見てるとムシ

ャクシャしてた気持ちが爽やかになりまし

た。お花セラピーですかね。ビニールシート

を敷いてお弁当やお酒を飲んでる人、鳥を

追いかけて川に落ちそうなった子供、それ

を助けてる母親、犬の散歩をしてる人（多か

ったですね）桜の下で色々な人間模様を観

察してとても微笑ましい気持ちになりました。川には亀、鯉が優雅に泳いでましたよ。友達の

家に戻ると、友達の金魚が元気に泳ぎ回ってました。以前より大きくなった感じです。今日、

出勤したら社長が、「また、金魚が大きくなった気がする。」と言ってました。私も、そんな感じ

はしてたのですが・・・これ以上大きくなったらどうしよう・・・

2016.4.1（金）

今日から４月ですね。エイプリルフールです。４月１日の正午まで嘘をついても良い風習のよ

うです。誰かに嘘をついて驚かせましたか？私はしてません。私の周りは年配者が多いので

本気で怒られてしまいそうなので怖くてできません。（笑） 忙しかった日々がやっと落ち着い

てきました。入居者様の対応に追われてる時は金魚チャンはお昼抜きでかまってあげること

もできませんでした。普段は事務所に帰ってきても「帰って来たのね～」って感じで、まったり



2019/6/27 新・金魚迷惑な日記 - 株式会社キャンパス ＴＡＭＡエリアの 賃貸情報 不動産情報はおまかせください！

https://campus-all3.jimdo.com/%E6%96%B0-%E9%87%91%E9%AD%9A%E8%BF%B7%E6%83%91%E3%81%AA%E6%97%A5%E8%A8%98/ 11/32

してるのですが、お昼抜きの時は、帰って来

たとわかった時点で大騒ぎです。「餌くれ

～」って、叫んでるようです。暴れて暴れて

水槽から飛び出てしまう勢いです。餌を貰っ

て満足すると知らんふり・・・まったく・・・・で

す。写真上は２年前の金魚チャン、下は現

在の金魚チャンです。体が大きくなった分脳

みそも少しは増えたのか、私が忙しくしてる

時とか、機嫌が悪い時は大人しくしてます

よ。いい子！いい子！

2016.3.24（木）

水槽の横に雪柳を置きました。私の机の横

にもなります。いい香りです。癒されます。

金魚チャンは水槽の外に雪柳があるのに

それを食べようと一生懸命なので水槽から

離しました。まったく食い意地が張ってま

す。日曜日に水槽の大掃除をしました。先

月は２度に分けてしたのですが、今月は忙

しくて１回で済ませてしまいました。水を２/３取り替え、ろ過機、ブクブクのフィルター取り替

え、石を全部とりだし綺麗に洗いました。麦飯石濃縮液６０ｍｌ入れ水温を２２度に保っての取

り換えはお湯を沸かしながらなので大変です。そしたら金魚チャンはストレスになってしまった

みたいで、餌を上げたら吐き出してしまい餌も欲しがるのですがそれが弱々しいんです。いつ

もは飛びついて来て私の指まで食べるのに、私の指を舐める程度、それでも口を開けるので

餌を上げると吐き出します。次の日は元気でしたけど繊細ですね。次回からは面倒でも２回

に分けて掃除することにしました。反省です。金魚チャンごめんね。

 

 

2016.3.18（金）

目まぐるしい１０日間でした。金魚チャンのお世話が疎かになってしまい水槽も苔だらけ、そ

れなのに金魚チャンは大人しくいい子にしててくれました。写真もお昼寝中の金魚チャンで
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す。この汚い水槽で気がついたことがありま

す。それは金魚チャンが気に入った？白い

丸い石４個だけは金魚チャンが苔を食べて

白いままなんです。他にも白い丸い石があ

るのですがそれには見向きもしなし、場所を

変えても気に入った石だけの苔を口でチュ

ッチュッ吸い取ってます。不思議ですね。先

月は２５日に水槽の大掃除をしたのでもうそ

ろそろ大掃除をしようと思ってます。

2016.3.7（月）

今日は雨が降ってますけど温かいですね。

週末は寒の戻りがあるそうで、体調を崩さ

ないようにしないと繁忙期まっさかりなので

休めません。友達の金魚が水泡症にかか

ったお話、とうとう旅立ってしまったそうで

す。繊細な生き物ですから、ちょっとした油

断で病気になってしまうんでしょうね。金魚

チャンもそうでしたが金魚チャンが病気にな

った時は随分と大きくなってて抵抗力も多少

備わってたんだと思います。頑張ってくれま

した。今じゃわがまま金魚様、いや、金魚姫

です。ネットで調べて女の子？だと思うので

事務所にあるお雛様を飾って早く良い金魚

の元へお嫁に行けるかな？な～んて！今ま

で一匹で雄の金魚が来てもダメでしょうね。

金魚チャンは体調がとても良いみたいでフ

ンが一カ所にお山になってました。前は便秘かも？と思い納豆やがごめ昆布食べさせたり

色々試してみましたが、最初はいいのですが、あまり良い結果がでませんでした。掃除は大

変ですがとても嬉しい状態です。わがままでもいいぞ！元気であれば・・・。

2016.2.25（木）

寒いですね。朝型雪が降ったそうです。事務所に着いて水槽を見るとヒーターがついてまし

た。まだまだプチプチは巻いて帰らないと可哀相だなと思いました。昨日水槽の掃除をしまし

た。水を３分の２取り替え、ろ過機、ブクブクのフィルター交換、掃除、ガラスをゴシゴシ、麦飯

石濃縮液５５ｍｌ、今回は前の日に石だけを洗って２回に分けて掃除をしたので風邪を引か

ずに済みました。水は水温と同じ２２度にしないといけないので、お湯を沸かしながら水温調
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節をして水槽に入れるので大変でした。金

魚チャンに「湯加減はいかが？」と聞いたら

満足そうでした（笑）昨日は掃除を手伝って

もらったので、筋肉痛にならなかったです。

「ありがとうございます。」です。

2016.2.23（火）

１２月末からヒーターは入ってるのですが、

北側に移動したので水槽が冷えないように

と仕事が終わるとプチプチとアルミシートを

水槽に巻きます。水槽が大きくなってから毎

日２人がかりです。そして朝になると夜金魚

チャンが暴れるのでプチプチが濡れてる為

干します。まったく金魚様様です。スポイトで

毎日フンを取ってるのですが邪魔をします。

スポイトで突いてしまい、金魚チャンは痛か

った？ようで変な泳ぎ方をしてました。こっ

はヒヤヒヤもんです。また、私事ですが迷惑

メールがAM３時～６時にかけて１０分置き

に来てマナーモードにしてましたが、とうとう

寝れませんでした。昼間眠くて最悪でした。

携帯の取説を読んで「迷惑メールフィルタ

ー」というものがあり、設定をしたら、なんと１通も迷惑メールが来ません。これでゆっくり夜寝

れます。

2016.2.20（土）

「餌くれ～！」 「あれ？行っちゃった」 の

時の顔です。私が席を立つたびにこの繰り

返しです。これを何度も繰り返しても餌が貰

えない時は、水槽のガラスをチュッ！チュ

ッ！と吸いついて意外と大きな音を立てて

催促します。これをやれてしまうと、餌をあ

げてしまうのです。ダメですね。あと、私事で

すが、最近迷惑メールが２４時間届くようになり大変迷惑してます。特にＰＭ１１時～ＡＭ５時

がピークで緊急の連絡がもし、あったら・・・の事を考えて携帯の電源を切らずにマナーモード

にしたのですが目が覚めてしまいます。１日６０件くらいですかね。今日びっくりしたのが、私
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のメールアドレスで私の携帯へ迷惑メールが届きました。「いいかげんにして！」って感じで

す。私はまだ、ガラケーでネットもやってません。友達とクレジット会社、携帯の販売店、近く

のスーパーくらいしかメールが来ないのにどこからアドレスが漏れたんでしょうね。友達に聞

いたらメールは開かず削除するしかないと言われ、わたしも最初からそうしてるのに迷惑メー

ルは増える一方で困ってます。

2016.2.16（火）

やっと撮れました。爆睡中の金魚チャンで

す。危機感ゼロです。目が開いてるので起

きてるようですが、物音立てず、そーっと、

歩くと起きません。カメラを構えると起きてし

まうので中々この写真が撮れませんでし

た。あまりにも無防備なので水槽の中に顔

を近づけて「食べちゃうぞ」と言っても人の

顔を見て「餌くれー」って感じで口を開けま

す。すごく近い距離なんです。頬ずりしたくな

ります。かわいいです。ついつい金魚チャンの頭をいい子！いい子！してしまいます。昨日水

を１５ℓ取り替え、麦飯石濃縮液を１７ｍｌ入れました。ろ過機のフィルターを洗って、ガラスの

苔の掃除をしました。水環境がいいのか、餌を沢山食べて、寝ては大きなアクビして目覚め

る、を繰り返す毎日です。

2016.2.8（月）

水を１４ℓ取り替え、麦飯石濃縮液を１７ｍｌ

入れました。寝てます。金魚チャンは昼間こ

のように、トロトロ良く寝ますが、この２日程

金魚って夢見るのでしょか？急にビクッとし

たかと思うとその動きで水槽の水が外にバ

シャ！金魚チャンは何事？って感じでまた

ボーッとしてトロトロ寝ます。こっは洋服やら

机やらパソコンに水がかかり大騒ぎです。私側で寝ないで観葉植物側で寝てくれればいいの

に、「向こうで寝なさい」と言うのですが、わかる訳ないですよね。麦飯石濃縮液は調子がい

いみたいです。ネットには色々書かれてたのですが、使ってみないとわからないですね。水は

やはり汚れます。苔も出ます。汚れが石の下に沈んでます。これが全部防げてしまうようなら

金魚の体に悪影響を与えるでしょうね。後はこまめに掃除ですね。

2016.2.4（木）

風邪をひいてから１週間病院に行かず市販の風邪薬でなんとかなったみたいです。まだ、咳

はでますが・・・。今年の風邪は辛かったです。初め体中が痛くてその後熱が３８度位まで出
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て中々下がらず、熱が下がったら咳と鼻水

です。体はずーとだるいです。まだ、本調子

ではありませんが、水槽の水を１０ℓ取り替

え、麦飯石濃縮液を入れました。餌を吐き

出してたのは水質悪化だったような気がし

ます。水槽の大掃除をしてから餌を吐く事な

く、食欲旺盛です。少ない量ですがちょこち

ょこ水の取り替えをしたり、ブクブクの掃除

をしたりしてたのですが、ダメだったみたいですね。金魚チャンのまったりした顔を見ちゃう

と、こまめに掃除をしようと思う今日この頃です。

2016.1.29（金）

水曜日に１ヶ月ぶりに水槽の大掃除をしま

した。水を水槽の３分の２取り替えろ過機、

ブクブク、ガラスをゴシゴシ、一番大変だっ

たのが石です。コケが沢山着いてしまってる

ので、水道の水でお米を研ぐようにゴシゴ

シ、水が冷たくて肩まで痛くなりました。おか

げで風邪を引きました（笑）次の日熱が３８

度近くまであったのですが、風邪薬を飲んで

普通に仕事、なんと１年に１回しか会わない

友達との飲み会です。待ち合わせ時間前に

熱を測ったら３７度６分薬飲んでも熱が下が

りません。顔だけ出して早く引き揚げればい

いかな？と思い出掛けましたが、飲み会場

所がオイスター居酒屋でした。私は体調が

悪い時は牡蠣はダメなんです。最悪・・・食

べるものがありません。お酒もまずいです。一次会が終わり帰ろうとしたら「１年に１回しか会

わないんだから２次会に行こう」と言われ、次行ったところがカクテルバーです。一杯はカクテ

ルを飲みましたが、次はアイスクリームを食べてました。皆さん程良く酔ってお開きになった

のが深夜１時です。今日は寝不足でちょっと眠いです。でも、熱が下がり酷くなることはありま

せんでした。アルコール消毒？（笑）。横道にそれましたが、先日買った麦飯石濃縮液を１５０

ｍｌ入れ上の写真が水曜日、下の写真が金曜日です。お水が綺麗に透き通って金魚チャンも

快適なようです。水を取り替えてから金魚チャンは餌を吐き出さなくなりました。気候のせいじ

ゃなくて水質悪化のせいかも・・・しれません。

2016.1.26（火）

土曜日に友達から電話でお誘いがあったので遊びに行って来ました。友達の金魚チャンが、

まつかさ病かと思ったら水泡ができててネットで調べたら【水泡症（ガマガエル症候群）】みた
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いです。２週間前から薬浴に入ってるせい

か、食欲はあるようですが見てると辛そうで

す。「金魚ちゃんガンバレ～」って言うことし

かできなくて・・・友達と水槽の水替えをし

て、また、薬を入れてこれで元気になってく

れるといいのですが・・・。私の金魚チャンは

３～４日程夕方になると餌を吐き出していた

のですが、食欲が戻ってきました。吐き出し

ません。暇さえあれば餌を欲しがります。元に戻りました。なんだったんでしょうね。ろ過機も

だいぶ汚れてきたので明日は水槽の大掃除です。また、筋肉痛覚悟です。

 

2016.1.22（金）

月曜日に雪が降ってから金魚チャンの様子

がおかしいです。水温は２２度に設定してあ

るのに、ほとんど動かずトロトロ寝てばかり

です。餌もあまり食べません。欲しがる時に

あげるようにしましたが、口に含んでから吐

き出す事が多くなり、餌の量、回数を少なく

して、欲しがった時だけあげるようにしてま

す。外見からは病気のような感じはしません。水温が一定でも周りが寒いので軽い冬眠状態

かな？とも思ってます。今までなかったことなので気になります。水槽も汚れてきてるので、掃

除していいのか迷ってます。

2016.1.15（金）

毎年の事ですが、この時期忙しい為、夜遅

くまで残業をした時金魚チャンのご機嫌の

悪い事・・・見て下さい！このふてくされた

顔。普段は６時頃には仕事が終わり事務所

は真っ暗になります。昼間はラジオをが鳴っ

て、明るい中でいつもトロトロ昼寝してるの

に夜は暗くないとダメみたいです。水をバシ

ャ！バシャ！と外にかけるので、餌で大人しくさせようとしたら食べない、口開かない、眠くて

眠くて、って感じです。（勝手に思ってます。）仕事が終わり電気を消したら大人しくなりまし

た。小さい時はそんなことなかったのに・・・わがままチャンになってしまいました。

2016.1.12（火）

寒いですね。今年は暖冬なので寒さが身にしみます。友達と金魚チャン用ハードマットを買い
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ました。１ヶ月に１度洗えば６ヶ月使えると書

いてあり即買いです。ほんとに大丈夫か

な？と思ってますが・・・。友達が麦飯石の

濃縮液を使うと水の汚れが最小限に抑えら

れると言われて、またまた即買いです。これ

と餌はネットで購入しました。金魚チャンの

為ならエンヤコ～ラです。麦飯石は下に引

いてるので、もっともっと水槽内の環境が良

くなる事を願ってます。「善玉菌の力でニオ

イ汚れが少なくなる」餌はこれで３個目で

す。これは納豆菌入りなので大食漢で便器

気味の金魚チャンにはとても良い餌だと思

ってます。この餌を慣れさせるのにいつもあ

げてる餌に混ぜてやっと単独で食べれるよ

うになりました。そうしないと口の中に入れるのに吐き出して食べてくれないんです。世話が

かかりますね。

2016.1.11（月）

金魚チャンが病気になってから書き始めた

【金魚チャン飼育日記】が２冊目になりまし

た。最近は水を取り替えた時とか、清掃した

時に書くだけで冬は１週間に１度位になりま

した。これは金魚チャンが病気もしないで元

気な証拠です。がごめ昆布を１ヶ月餌に混

ぜて上げてたのですが、水槽が汚れてフィ

ルターはドロドロになるし掃除が大変で止め

てしまいました。今は調子も良さそうなの

で、便秘になったらあげようと思ってます。

土曜日に金魚チャン出生地の熱帯魚屋さ

んに行って来ました。友達の金魚が病気に

なってしまい薬を買いに行ったのですが、そ

この熱帯魚屋さんのご主人が金魚は水を

汚すので常に水を綺麗にして水温は１５度～２０度に保ったりと世話がかかるらしいです。上

手に飼ったら和金は３０年は生きてるそうです。金魚チャンは２２度設定なのでちょっと高い

ですね。長生きしてもらいたいけど私より長く生きてほしくないです。今年で３年目大きくおデ

ブに育ってます。

2016.1.4（月）

明けましておめでとうございます。今年も金魚チャンブログを宜しくお願いします。右の写真は
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実家の窓から撮った初日の出です。金魚チ

ャンも滝登りらしき写真をアップしましたが、

体が重そうです。休みで体が怠けてしまい

朝６時半に起きるのがとても辛かったです。

今日は私と金魚チャンだけのはずでした

が、社長も出勤して揃っての仕事始めとなり

ました。２日に社長が金魚チャンに餌を上

げてくれたようです。ありがたや！ありがた

や！です。私は２日と言えば福袋です。買

いました！今年はとっても人が多くて都内と

か賑やかな場所ではなく、静かな住宅街に

ある百貨店でいつもは押しあうこともなく買

い物ができたのに今年は９時に行ったらす

でにお店の裏の方まで並んでてビックリで

す。去年は９時４５分着いて正面入り口で待

ってられたのに・・・年老いた母はもみくちゃ

にされて人酔いしてしまいました。金魚チャンはそのころ事務所でいい子にお留守番してくれ

てました。今のところ病気もせずスクスクと育ってます。知恵もついてきたので困る事もありま

すが、かわいいです。今年も元気で水槽を泳ぎ回ってほしいです。

2015.12.29（火）

１２月２９日今日で仕事納めです。私１人の

仕事納めなので金魚チャンに「今年も私を

癒してくれてありがとう。来年も元気に水槽

を泳ぎ回ってね。明日は午前中来るので３

１日から４日間お留守番お願いします。」と、

金魚チャンに向かって挨拶・・・ちょっと寂し

い・・・綺麗な水槽で新年を迎えるように昨

日水槽の大掃除をしました。水を３分の２取

り替えガラスをゴシゴシ、２時間以上もかか

ってしまいました。おかげで今日は腕と腰が

筋肉痛、首がパンパンです。トホホです。毎

年恒例の水槽プチプチグルグル巻きです。

北側に移動したので、前回より厳重です。

私は明日の午後実家に帰ります。福袋を買

うのが楽しみです。今年は暖冬で助かりま

す。デパートオープン前に外で並ぶので寒

い時の辛さと言ったら言葉では表せないです。（笑） １年間金魚チャンブログを閲覧して頂

きありがとうございました。来年も宜しくお願いします。皆様が幸せな１年を送れますように！
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2015.12.22（火）

年賀状はもう書きましたか？私はまだで

す。バタバタと忙しいです。この前気が付い

たのですが、今まで煮魚が好きで特に目玉

が好きでいつも人のまで取って食べてたの

に、魚が１匹丸々調理されてる料理が食べ

れなくなりました。金魚チャンを思い浮かべ

てしまうのです。いつになったらあの目玉の

周りのゼリー状のプルプルを食べられるよ

うになるのかな？・・・最近の金魚チャンは猫みたいです。甘えたい時？は金魚チャンから私

の手にまとわりついてくるのですが、機嫌が悪い時にいい子いい子しようとすると思いっきり

水をかけられます。偶然なのか、私の思い込みなのか、とにかく体が大きくなった金魚チャン

に水をかけられると、結構な量がかかります。

 

2015.12.10（木）

１２月になりました。世の中がなんとなく慌た

だしく思えます。社長が季節労働者と言いま

すがその通りで夏暇で冬忙しいです。先日

事務所に忘れ物をして夜８時ごろ事務所へ

行って電気を付けたら金魚チャンは動くの

ですが、ボーッとして私が近づいても知らん

ふり餌も欲しがりません。昼間は暇さえあれ

ば餌を欲しがってうるさいくらいなのに、夜は大人しくていい子と言うより気持ち悪いです。寝

てるんでしょうね。危機感ゼロです。

2015.11.30（月）

明日から１２月です。１年が早いですねクリスマスだ！年賀状だ！初詣だ！と騒いでたのが、

つい最近のように思えます。金魚チャンの水槽が広く大きくなったのでマグネットタイプのコケ

掃除を買いました。ツルツル、ピカピカにはなりませんが、それなりに綺麗になってくれるので

腕まくりをして水槽に手を入れて掃除しなくてすみました。金魚チャンは、よそ者侵入とばかり

に近づいて口でつついたりして攻撃をしてましたが、そのうち違うとわかったらしく、知らんふ

りするようになりました。右の写真は攻撃中です。怖い顔してますね。ここまで大きくなったら

同じ水槽で金魚を増やすことはできそうにありません。１匹で寂しくないのかな～

？私が遊んであげましょう（笑）
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2015.11.26（木）

急に寒くなり体調を崩してる人も多いようで

すが金魚チャンの水温は２２度に設定して

るので手を入れると温かい毎日温泉に浸か

ってるみたいです。贅沢ですね。鱗の下が

赤く盛り上がってた所が治り白くなったので

すが鱗が剥がれ落ちました。雑菌が入らな

いかドキドキです。後、私は餌の１回の量が

ハンパなく多いらしく事務所の人に「そんなに上げてるの？」とビックリされてしまいました。こ

んなに金魚チャンを大きくさせてしまったのは私の餌のあげ過ぎでした。反省です。がごめ昆

布を餌に混ぜてから１８日、みみずのような太く長いフンをします。健康な証拠だと思ってま

す。只今、ＰＭ１：３０です。金魚チャンは食後のお昼寝中です。いい夢見ろよ！

2015.11.18（水）

コンセントが抜けてた事件から２週間１枚の

鱗が盛り上がりその下が赤くなって症状が

変わらなかったのですが、昨日位から赤み

がなくなり盛り上がりもなくなってきました。

今日見たら普通の鱗になってました。治っ

たんです。何だったんでしょう？がごめ昆布

を餌に混ぜて１０日、がごめ昆布のおか

げ？勝手に思ってます。大きな水槽になってから泳ぎが大人しくなり、よく昼寝をしてます。前

の水槽の時は昼寝してるところを目撃するのが珍しいくらいだったのに、最近は午後２時か
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ら３時の間は大抵寝てます。水槽の近くに観葉植物を置いたのもよかったのかもしれませ

ん。観葉植物の方向に顔を向けて寝てますからね。これから仕事が忙しい時期に入ります

が、こまめに観察していきます。

 2015.11.13（金）

がごめ昆布を餌に混ぜてあげるようになっ

てから５日が経ちました。金魚チャンはお気

に入りみたいで良く食べてくれます。私もス

ープに入れたり納豆に混ぜたりして美味しく

頂いております。先週の木曜日の晩にコン

セントが抜けてた事件から３日後に１枚の

鱗が盛り上がり赤くなってます。穴あき病

か？他の病気か６日経ちますが酷くならず現状維持状態です。金魚チャンは良く食べ良く寝

て元気です。過保護に育て過ぎた為大人になってもちょっとした環境の変化ですぐに病気に

なってしまいます。心配です。外に出ず中から病気が広がってたらどうしよう・・・

2015.11.9（月）

土曜日に水を３分の１取り替え、ろ過機の

清掃、ブクブクの清掃をしました。ライトが青

なので、水が綺麗に見えるのですが、ライト

を消すと水が黄色くなんとなく濁ってます。

水槽の引っ越しでバクテリアが全滅したの

かもしれません。金魚チャンには水草を入

れない代わりに、がごめ昆布粉末を餌に混

ぜてあげることにしました。北海道からお取り寄せしてしまいました。ちょっと贅沢ですね（笑）

2015.11.6（金）

大変です！朝、事務所に入って金魚チャン

を見たら元気がありません。水は濁ってるし

どうしたんだろう？と思ったらコンセントが抜

けてたんです。一晩中ヒーターなし、ろ過機

なしで過ごした為水はとても冷たく濁ってま

した。急いでコンセントを入れ新しい水を３．

５リットル入れて様子をみました。少し動くよ

うになったので、餌をあげたら、吐き出しました。午後になってやっと水温２２度になり金魚チ

ャンも元気を取り戻し餌も食べてくれましたが水の濁りが取れません。金魚チャンも急激な水

温の変化で弱ってるだろうし、水を３分の１位取り替えたいのですが、どうしよう・・・今、金魚

チャンはお昼寝中です。やっと落ち着いたんでしょうね。水の取り換えは明日にします。ゆっく
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り休んでね。

2015.11.5（木）

１１月に入り朝晩が寒くなりました。水槽内

は９月から２２度設定にヒーターを入れてあ

るので金魚チャンは快適なようです。今まで

はなかったのですが、最近朝事務所に来る

とヒーターの電源がまだ入ってる日が多くな

り、冬が近づいてるなぁと感じてます。大き

な水槽に引っ越ししてから私の机の隣に移

動した為、お腹が空いて催促する時に水を外にかけるので、そのたび大騒ぎです。それ以外

は穏やかで前の水槽に居る時乱暴者でしたが、気持ち悪いくらい大人しいです。具合が悪い

のかと思うくらい餌も優しく食べます。後、ちょっと可哀相だなと思うのは、水槽の後ろに観葉

植物を置いたのですが、それを、食べようと水槽をつついてるのを見ると水草を入れてあげ

ようかな？と思うのですが、水が汚れるし・・・ろ過機が詰まるし・・・考え中です。

2015.10.29（木）

金魚チャンをくれた友達から６０センチワイ

ドの水槽を頂きました。友達は海水魚を長

い間飼育してたのですが、忙しくて飼育でき

なくなり水槽が残ってたので「大きくなった金

魚チャンに使って！」と貰っちゃいました。

金魚チャンは２６センチくらいまで成長して

最近狭い水槽にストレスを感じてたようで、

目の上に、どこかでぶつけたのでしょう、ひ

っかき傷は作るは、鱗が３枚ほど剥がれ

て、そろそろ水槽を・・・と思っていたので丁

度よかったです。５日間水作りをして大きな

水槽に移しました。移す時金魚チャンを素

手で捕まえたのですが、肉厚でずっしり重く

ビックリしました。金魚チャンに「お願いだか

ら暴れないでね」と言いましたが、金魚チャンは私の手の中で大人しくしてました。いい子！

いい子！水槽の後ろに観葉植物を置いたのですが、食い意地のはってる金魚チャンは水槽

に移った途端観葉植物を食べに行ったのですが、食べれないので諦めてました。照明も一

緒に貰ったのですが、海水魚用なので、白と青のライトで金魚チャンが色あせて見えますが、

水が綺麗に見えるので満足です。金魚チャンは泳ぎも落ち着き大人しいのですが、移動場所

が私の横なので、餌が欲しくなると水をかけるので、そこだけ困ってます。
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2015.10.13（火）

今朝、ニュースでスリランカのドクターフィッ

シュを見ました。２０ｃｍ程はあるそうです。

鯉か？、金魚か？位の大きさはあります

ね。日本で見るのは黒っぽくて小さい、２０ｃ

ｍもあったら足を入れるのも少し恐怖です

よね。もし金魚チャンがドクターフィッシュだ

ったら沢山触れるのに・・・なんて思ってしま

いました。今日も５．５ℓ水交換をしましたが、手にまとわりついてくるので、ついつい頭をいい

子！いい子！腹部分を手ですりすり。逃げないので触り放題。もう～かわいい～～。

2015.10.5（月）

海水魚を飼育してた友達から（金魚チャン

をくれた友達です。）飼育をしないと言われ

水槽を貰いました。金魚チャンには９０セン

チ水槽を検討していたので助かります。こ

の水槽は６０センチワイドで９０センチ水槽く

らいの広さがあり、ろ過機とか付属品は今

までのままでいいと、なんとも経済的な頂き

物をしてしまいました。今、水槽内をイソジ

ン消毒してます。水槽を夜、事務所まで運

んでもらい、金魚チャンをもらってから初対

面です。どんな行動を起こすのかな？なん

て思ってたら、夜なので寝てたんでしょうね

「ボーッ！」として水槽の真ん中でなんの反

応もしません。「金魚チャーン」と呼んでも

「ボーッ！」としてピクリともしません。目が開いてるので起きてるのか寝てるのかまったくわ

かりません。危機感ゼロです。友達が「起こしちゃってごめんね」って言って帰って行きまし

た。次の日事務所へ行ったら、まぁー元気！元気！この姿を見せたかったのにー！今度大

きな水槽に移したら昼間元気な金魚チャンの姿を見に来てもらうことにします。

2015.10.1（木）

今日から１０月です。衣替えには、丁度良い気候です。先日、友達の家へ遊びに行った時に

ろ過機を２段にできると教えてもらい、早速購入し取り付けました。金魚チャンは異常な食欲

で、水の汚れが激しいのですが、これで、一件落着かな？と思ってます。今週、知り合い何人

かが、事務所にに訪ねて来られて金魚チャンを見ると「また大きくなったね。たいやきみたい
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で美味しそう。」と口を揃えて言われてしま

い、ただ笑うしかありませんでした。夜、気

温が下がると過保護な金魚チャンは風邪を

引く恐れがあるので９月半ばからヒーターを

２２度設定で入れてます。実際夜作動してる

かわかりませが、去年の事があるので早め

に対処しておこうと思い電源は入れたまま

です。

2015.9.25（金）

今日も入院中の話から始めさせてもらいま

す。全身麻酔で手術が終わりベットに戻さ

れてから２時間が経った時トイレに行きたく

なり、看護師さんに「トイレに行きたい」と言

ったら、「術後３時間は動いてはいけないの

でベット上で用を足して下さい」と、差し出さ

れた尿瓶が男性用でした。「どうやって使う

んですか？」と聞くと「横向きになって股間を

押しつけて使って下さい」と言われ、用を足

したら背中にまわってしまい、途中で止めま

したよ。看護師さん呼んで、酸素マスクした

ままベットの上に立ち上がって用を足しまし

た。我慢できなかったので・・・意識が朦朧

で怒る気にもなれませんでした。あきれるだ

けですね。うそのような本当の話です。長くなりましたが、金魚チャンはまた、少し大きくなっ

たような気がします。最近また、金魚チャンを触りたい病がでてきて、頭をいい子、いい子し

たり、横腹をこちょこちょしたりしてしまいます。また、病気になったら大変だと思いながら触っ

てしまうダメな飼い主です。知り合いに金魚の話をしたら、「普通触らせないよ」と言われ、金

魚チャンは自分が金魚だと思ってないのか、私が金魚（仲間）だと思ってるのかしらね？と言

われました。
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2015.9.17（木）

私事ですが、人間ドックで耳鼻科の異常が

見つかり都内でも有名な大学病院に紹介状

を書いてもらい来院しました。朝７時半頃受

付に行ったらすでに何百人もの人が受付を

済ませているのを見てビックリしました。私

の病気は薬では治らず切るしかないと言わ

れ内視鏡手術８日間の入院となりました。

手術が終わり先生に呼ばれて行くと「内視

鏡では取りきれず数カ月の間に上顎を切る

手術を受けて下さい。」との話でした。病名

も初診の時と違うので「はぁ～？」って感じで

す。紹介状のあて名は○○教授宛てだった

ので初診は教授が診察してくれましたが、

あとは若い先生と研修生が私の担当とな

り、それも入院してから知らされました。手

術にとても不安があり、思った通りって感じです。今回は入院中のケア、手術がとても不満で

再手術の前にセカンドオピニオンするつもりです。長くなりましたが、その間金魚チャンは事

務所の人に見守られ元気に過ごしていました。ありがたいことです。８日間も金魚チャンと離

れるのは、初めてでしたが金魚チャンは私の事を忘れてなかった事がすっごく嬉しかったで

す。夜景は入院してた病院から撮りました。

 

2015.9.7（月）

呑気にヒーターのコードにあごを乗せてリラ

ックスしてる金魚チャンです。私事ですが、

明日から１週間程入院します。今まで１週間

も金魚チャンに会わないのは初めてで、過

保護に過保護に育ててしまった為、季節の

変わり目のこの時期心配で仕方がありませ

ん。ヒーターの設置もして夜の気温が２２度

以下になるようだったら、スイッチを入れてもらうよう頼みました。頭についてた白いモヤッと

してたのは、頭をコシコシしてからは白くなりません。これで２度目ですが、大丈夫なのかな？

誰に聞いても「わからない」との返答でした。昨日は水を１９．５リットル交換して、すばやい水

づくりを２０ｃｃ、作り水でろ過機、ブクブクの掃除をしました。体は大きいのですが、ひ弱に育

ててしまったので、風邪を引かないように、願ってます。

2015.9.1（火）

今日から９月です。涼しいですね。残暑が無くて助かってるのですが急に寒くなるのも困りも
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んでう。とうとう金魚チャンは白いモヤッとし

た点が頭の右側にあるのを月曜日の朝見

つけました。昨日は何でもなかったのに・・・

どうしよう！どうしよう！金魚チャンは元気

で餌も良く食べるのですが、１日で重傷にな

ってしまうので、薬浴に入れようか悩んだ結

果、なんと！餌を上げながら白い部分をコ

シコシと擦ったら、この前見たいに薄く小さく

なりました。金魚チャンが頭をサッと避けるので全部取れてないのですが、少し様子を見てみ

ようと思ってます。人間の手は雑菌だらけといいますが、人間の雑菌で金魚の菌を殺せたら

いいのですが、素人判断なので、悪化しないことを、願ってます。

2015.8.28（金）

急に秋が訪れました。２８度～２７度あった

水温が水曜日に水温がいきなり２５度まで

下がり木曜日の午前中は水温が２４度でし

た。金魚チャンの元気が無く動きが鈍いで

す。餌の食べ方も活気が無く弱々しく、病気

になったらどうしよ！と気が気ではなかった

のですが、午後水温が２６度まで上昇したら

いつもの通りではないけど元気になりまし

た。今朝事務所へ行ったら水温２６度！元

気！元気！昨日の金魚チャンはどこへ行っ

てしまったの？って感じ。餌は欲しがる、フ

ン取りの邪魔はする。朝から大声を出してし

まいました。小さな子供と同じです。いたず

らしても邪魔しても可愛いです。元気なら何

でも許しちゃう。

2015.8.25（火）

見て下さい！透き通った綺麗な水を。８月１

１日夏季休暇前に作り水でブクブクとろ過

機の掃除とフィルターを交換して、すばやい

水づくりを１０ｃｃ入れて８月２０日に水を９．

５ℓ取り替えただけで濁りもしないで維持して

ます。もしかしたらバクテリアが住み着いて

くれたのかも？しれません。金魚チャンは相

変わらず元気です。元気過ぎます。餌は良

く食べ、餌の催促も激しいです。飛びついて来ますから驚きです。手が水槽内に入ったらドク
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ターフィッシュのように吸いついてきます。金魚が人間に懐くのは初めてなので、より一層か

わいくてしかたがありません。

2015.8.7（金）

クールファン昨日取りつけました。試しにク

ーラーの部屋で一日付けてみました。夕方

なんと！２３度まで下がってました。ビックリ

です。クーラーを消してクーラーファンだけで

一晩。朝水槽内温度を見ると２７度です。今

まで朝来ると３１度位まで上がってて水が生

温かかったけど、しっかり冷たかったです。

これからは昼間はクーラーファンを切って夜

だけ付けることにしました。水の減りが早い

とレビューで読みましたが、その通り早いで

す。早速朝２ℓ足しました。金魚チャンは温

度計を写そうとすると邪魔して前を塞ぎま

す。フンをスポイトで取る時も邪魔ばかりし

ます。昨日フンを取ってる時に餌を欲しがっ

たのですが無視してたら、いきなり私の手に

体当たりをしてきました。この体ですからけ

っこう衝撃がありました。餌も欲しいのでしょ

うけど、あと「自分の縄張りに入ってくる

な！」と主張してるのかな？とも思ってま

す。

2015.8.6（木）

酷暑も今日までとテレビで放送してますが、まだわかりませんよね。知り合いの金魚チャンが

次々と具合悪くなったとか、旅立ってしまったとか耳にし、聞いて見ると、ぬるま湯みたいに水

槽の水が温かいと言ってました。最近金魚チャンの水槽内の水が温かいのを気にしていた

ので、それは大変だ！と水槽を覗くと３０度です。急いでクールファンを購入して付けました。

レビューを読むとクーラーが効いてないと温度が下がらないとか、湿度が高いと下がらないと

か、温度が下がって金魚も快適見たいとか、色々でしたが、とにかく試してみる事にしまし

た。クーラーの部屋では２７度～２８度金魚チャンには一番快適な温度みたいです。今日つ

けたので、今夜クーラーを消して明日何度まで温度が上昇してるかですね。来週から夏季休

暇になるので、休み明けに金魚チャンが旅立ってた・・・・・・なんて嫌です。
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2015.8.4（火）

８月になりました。それにしても暑いです。

今までクーラーをつけたまま寝たことが無い

のに今年はクーラーを一晩中つけてないと

寝られないです。酷暑ですね。金魚チャンも

暑いらしくボーッ！としてます。クーラーを入

れて水温が２９度まで下がると良く動きま

す。最近カメラを向けると逃げるんです。そ

れもそっぽを向くんです。目はこっちを見て

るんですよ。まったく、金魚チャンに遊ばれ

てます。私事ですが、ネット詐欺にあいまし

た。化粧品を頼んだのに頼んだ会社とは違

う他国よりＴシャツが届きました。カードで購

入したのでカード会社に調べてもらい、詐欺

会社にカード番号が知れてしまったので悪

用されるおそれがあるので、カード番号の変更届けを申請した方が良いと言われました。住

所も名前も電話番号も知られてるんですよね。なんか、怖いです。

2015.7.28（火）

猛暑です。暑いです。夜眠れないです。金魚チャンも暑いと思います。昼間はクーラーで事務

所内は冷えてますが、夜は熱帯夜続き、朝、水槽の温度計を見ると３０度になってます。急い

でクーラーを入れて２８度～２６度で金魚チャンは昼間を過ごします。先日、私の母が事務所

に金魚チャンを見に来ました。私が「金魚チャンは体が大きいけど知らない人には臆病者だ
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から、そーっと近づいてね」と言って母が近

づいたら、母の顔に水をかけて水槽の中を

暴れてました。母は「可愛くない」とご立腹で

す。夏バテにもなりそうにない元気な金魚チ

ャンを横目にそろそろ夏バテしそうなわたし

です。そこで、オリーブティーを試してみたい

と思い購入しました。      【抗酸

化作用、免疫力を高める効果！

オレウロペインには高い抗酸化力があり、

肌のシミなどのもととなるメラニンの生成を

抑えてくれるといわれています。さらには、

オレウロペインは肌のハリを生み出すコラ

ーゲンの生成を促すといわれています。】　

らしいです。これで今年の暑い夏を乗り切れればいいのですが・・・。

2015.7.14（火）

暑いですね。猛暑です。昨夜は台風の影響

で強風でしたが、気温が下がらず蒸し暑い

夜でした。朝、事務所に着いたらドアを開け

たとたん生温かい風が・・・急いで水槽に行

ったら水温が３１度になってました。いくらな

んでも暑すぎるだろうと思い水７．５ℓ取り替

えすばやい水づくり５ｃｃ入れました。仕事も

始まりエアコンも入れたので２７度まで下がりました。金魚チャンは快適なようで餌をお腹いっ

ぱい食べたらウトウトとお昼寝してました。最近金魚チャンはツヤがよろしいようでピカピカと

光って綺麗です。「ウッ！まばゆい」って感じです。先週１８日振りに、ろ過機の清掃をしまし

た。ドロドロで汚かったです。どのくらいの間隔で掃除をしたらいいのか、あまり掃除し過ぎる

とバクテリアが死んでしまうらしいし水が腐りやすいこの季節、悩むとこです。

2015.7.6（月）

呑気にアクビをしてる金魚チャンです。昨日

は友達の家へ遊びに行きました。金魚チャ

ンより１年若い和金３匹とコメット１匹リュウ

キン１匹出目金１匹居るのですが和金３匹

の大きさが違うのに驚きました。餌を食べて

る様子を見てると体の大きい和金が小さい

和金を追い回して餌を食べさせないで大き

いのが食べまくり、その間を縫って他の金魚が餌を食べるって感じですね。うちの金魚チャン
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は一匹殿下なのでたいやきくんのように美味しそうに太ってます。食欲が異常なので１回の

量を少なくして回数を多くしてるのですが他の金魚に比べたら食べ過ぎです。おねだり上手

の金魚チャンに負けてついついあげてしまいます。

2015.6.30（火）

今日で６月も終わって明日から７月です。新

年に今年必ず実行する事を決めたのです

が未だに手も付けてません。どうしよう！平

成２７年も半分来てしまいました。金魚チャ

ンは元気！元気！です。３月の出来事がウ

ソのようです。気になる事が１個あります。

水槽の水を５～６日に１回８ℓ～１０ℓ水を取

り替え、すばやい水づくりを５ｃｃ入れてるのに水が透明になりません。黄色いような赤いよう

な水です。ろ過機は２０日位は頑張って掃除しないようにしてます。きっとバクテリアが居ない

のでしょうね。金魚チャンが元気な夏の間にバクテリアが住み着いて良い環境で冬を迎えた

いのですが・・・。勉強不足です。

2015.6.18（木）

ネットで調べたら金魚チャンはメスみたいで

す。もしメスなら、じゃじゃ馬？おてんば？こ

の言葉は死語ですかね？うちの事務所は

若い人が居ません。以前カップルのことをア

ベックと言ってしまったのですが、若者に「そ

れ死語ですよ」と言われてしまいました。横

道にそれてしまいましたが、この子はずっと

オスだと思ってました。乱暴者で雑です。気に入らないと私にも尾で水をかけます。金魚チャ

ンが大きくなればなるほど振り回されてます。掃除した日にちを間違えてしまって１週間しか

経ってないのに、ろ過機の掃除をして水を１１ℓ取り替えてすばやい水づくりを１５ｃｃ入れまし

たが、餌で大人しくさせておかないと、邪魔する！邪魔する！これをすると、餌くれるってわか

ってるみたいです。

2015.6.16（火）

病気も治り水環境も良くなったら大きくなり

ました。測ったら２２㎝に育ってました。この

子は元気がいいので、思わず９０㎝水槽購

入が頭を過ぎりました。飼育する以上覚悟

しなくてはいけないと思ってるのですが、「何

処に置こう」悩みの種です。昨日、買い物に
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行った時に目に付いたのですが、子供が入るビニールプールを買って金魚チャンを泳がそう

かな？なんて思ったのですが、それこそ「何処に置くのよ」です。（笑）昨日水を１１ℓ取り替え

て、すばやい水づくりを１５ｃｃ入れました。

2015.6.12（金）

これが、女子学生に笑われた携帯です。そ

の時はまだ金魚シールは貼ってませんでし

た。最近、かわいい金魚シールを見つけ携

帯に貼りました。携帯だけでなく、メガネケ

ース、目ざまし時計、アロマディフューザー

などに貼り、私の周りは金魚だらけです。金

魚チャンの様子は元気です。「エーハイサブ

ストラット」へ交換してから４日です。足し水

も、水の取り換えも、ろ過機清掃もしてませ

ん。ただ、金魚チャンの顔を見てるか、餌を

上げてるだけですが、あまり水が汚れてま

せん。効いてるのかもしれません。金魚チャ

ンも居心地がいいらしく、小石を口に入れて

は出すを繰返し飽きずにやってます。頭の白いモヤモヤも手で「いいこ、いいこ」して取ってか

ら白くなってません。水の汚れ具合をもう少し様子見てみる事にしました。

2015.6.9（火）

今日の写真は自撮棒を使って撮ってもらい

ました。金魚チャンの体の白い部分は新しく

生えてきた鱗です。ライトも付けたのですが

新しい鱗に色が付きません。元気なら良

し！としてます。金魚チャンは病気が治った

頃から友達に貰ったサンゴ砂をろ過機に入

れてたのですが、最初は水が綺麗になった

のに最近水が頻繁に汚れるので今日からは「エーハイサブストラット」へ変えました。これは、

金魚チャンが病気になった時に友達と行った熱帯魚屋さんに勧められた商品で、今日からな

のでまだ、良い商品かは分かりません。「すばやい水づくり」は注文した次の日に来ました。

今日までで４回１５ｃｃづつ水槽に入れましたが変化はありません。

2015.6.4（木）

今日から、【新・金魚迷惑な日記】になりました。初めから親バカ報告です。右の写真上の動

作をしてからその後下の写真でガラスをチュッチュッ吸って餌ちょーだい！ポーズです。この

動作がかわいくって、ついつい餌をあげてしまうので、こんなにおデブになってしまいました。
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ダメな飼育人です。今日もグリンピースを１

粒あげました。昨日はあげるのを止めまし

た。立派なフンをしたのは１回だけで、後は

また透明なフンに戻ってしまいました。２日

のブログの写真に写ってるのですが、金魚

チャンの頭の所が白くモヤモヤとしてたの

で、「白点病」になってしまったのか、心配し

たのですが、とても元気で２日経っても広が

る事無くほんとに病気かな？と思って餌をあ

げる時に金魚チャンの頭を「いいこ！いい

こ！」したら白いモヤモヤが綺麗に取れた

のですが大丈夫かな？これは何だったんで

しょう？少し様子を見る事としました。
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