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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＊新金魚迷惑な日記
金魚迷惑な日記のゲストブックはこちらです！

2017.4.13（木）

お花見に行って来ました。コンビニでお弁当

を買って写真に写ってるベンチで桜を観な

がらランチしてきました。天気のいい日に外

で食事は気持ちいいです。桜に囲まれてサ

イコーでした。私がお弁当を食べ終わった

頃、みつばちが空のお弁当箱の端に止まっ

たので、スプーンを差し出したら、スプーン

に乗り移ってくれたので、土の上に置いても

すぐに、みつばちはシートの上に来て動きま

せん。私達が移動をする為かたづけを始め

ても動かないので「片づけるからどいてちょ

うだい」と言ったら、どいてくれました。それ

もシートから見えたベンチの木の部分に移

っただけですけど・・・。私達花と間違えられ

たのかしら？無い！無い！なぁーい！

 

金魚チャンは相変わらず午前中に食溜めし

て、午後は大あくびをしながらひたすら寝てるので、ドアップです。この顔を見ると可愛くって

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-%E3%82%B2%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF/
https://campus-all3.jimdo.com/
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無性に触りたくなってしまい、金魚チャンいい子！いい子！って頭をナデナデ。金魚チャンは

寝てるので迷惑なんですよね。尾で水をかけられます。私が近づくと警戒して目だけきょろき

ょろ。何もしないって解かるとそのまま寝てます。私は要注意人物のようです。

2017.4.7（金）

カメラを向けたら近づいてきたので、「カシ

ャ」金魚チャンのアップです。白くなってた鱗

も治り、よーく見ないと解からないほどにな

りました。病気じゃなくて良かったです。３月

の末に怪我をして以来金魚チャンが大人し

いんです。夜も暴れてなくてタオルが濡れて

ないし、餌も欲しがりますが、前みたいな勢

いが無く、餌を食べるのは午前中で午後は

寝てばかり、夕方の餌も欲しがりますが、全

部出してしまいます。また、後から食べるの

だと思ってたのですが、朝、餌団子が下で

溶けてました。納豆菌入りの餌も浮いたま

まふやけてました。まだ、午前中しっかり食

べるので、「良し」としてますが、季節の変わ

り目なのか、金魚チャンの体の変わり目なのか・・・。しゃべれないので、こちらが察してあげ

ないといけないので、神経使います。

2017.4.4（火）

暖かくなりましたね。桜は満開ではありませ

んが綺麗に咲いてます。こちらは日曜日に

桜祭りがあり、町が賑わってました。

金魚チャンは白く盛り上がった鱗２枚は盛り

上がりがなくなり、他の鱗より白いですが、

剥がれることなく、元に戻りそうです。元気

になった為、触ろうとすると、身を交わして

逃げられてしまいます。人間の民間療法の

「手当て」は金魚も通用するみたいですよ。

あの時は逃げながらも自分から近づいて来てましたから・・・。もしもの時試してみてはいかが

ですか？

今日はブクブク２台のフィルター交換をして水２０リットル取り替えました。毎日８リットルの水

交換が習慣になってしまい、取り替えないと気が済まなくなってきてますが、フィルターは汚れ

ますね。定期的に交換しないとダメですね。
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2017.3.31（金）

今日で３月も終わりですね。寒かったり、暖

かかったりで桜も蕾のまま中々満開になり

ません。今週は金魚チャンは何故か大人し

いです。特に昨日は静か過ぎて気味が悪い

位でした。餌も口に入れるのですが、吐き

出してしまい、じーっとしたまま、あまり動き

ません。昨日帰り際に気が付いたのです

が、どこかにぶつけたのか、病気なのか、

鱗が２枚白く盛り上がってました。痛いのか

しら？それで大人しいのかしら？人間だっ

たら「手当て」と言う民間療法があります

が、金魚チャンに通じるかしら？人間の雑

菌で金魚チャンの菌を殺せるかしら？まず

は、試してみよう！「痛いね！痛いね！」っ

ていいながら、盛り上がった鱗の所をナデ

ナデ、「私の菌で金魚チャンの菌が死んでく

れますように」祈りながら、ナデナデ。金魚

チャンは嫌がるのにまた、近づいて来るの

で触りやすかったです。今朝、金魚チャンを見たら昨日より元気です。今日は「痛いの痛いの

飛んでけー」と言いながらナデナデ。大人しく寝てばかりですが、餌はきちんと残さず食べまし

た。きっと何かに驚いてキズをつけたんでしょう。出血してないので、病気とか虫とかではない

のでは？と思ってます。金魚チャン早く普段通りに暴れっ子に戻ってね。心配です。

2017.3.25(土）

金魚チャンはお腹があまり空いてない時に餌のおねだりをした時は、口に入れてあげた餌を

プイッと出して、私が去った後餌探しをしながら食べてます。金魚チャンからしたら、遊びの一

つなんでしょうね。夢中になって探してますよ。最終的には落としたすべての餌を完食してま

すから、その集中力は私にも分けてもらいたいぐらいです。石をかき分ける仕草は迫力あり

ます。小石がポンポンと跳ね上がってます。ジーッと私が観ててもお構いなしです。わき目も

ふらず餌を探し続けてます。

お客様からの情報

主な取引先＆取引実績

ご挨拶

会社＆代表者ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ・ｱｸｾｽ

事務所内の様子

2018～2019 ｲﾙﾐﾈｼｮﾝ

ご相談・お問合せ
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2017.3.21（火）

今日も水８リットル取り替えました。昨日は

あんなに黄ばんでた水が今日は少し濁って

はいますが、中々良い感じです。今日は毎

朝の金魚チャンのフンの多さを撮ってみま

した。灰色かかったみみずのようなのがいく

つもありますが、それが大きな体をした金魚

チャンのフンです。それが、散らばってま

す。餌をあげながらスポイトで吸い上げてフ

ンを綺麗にしてから、水を取り替えてます。

昼間も気が付くとスポイトでフンを吸い取っ

てますが、汚れるのはなぜでしょう？長めの

スポイトを探してるのですが、どうしてもスポ

イトが短くって手を水の中に入れないとフン

が取れません。冬は、寒くて嫌になります

が、隙を狙って金魚チャンのお腹を触ったり

できるので、あまり苦ではないですよ。金魚

チャンが大きくなったのは私が原因で餌を

欲しがるたびにあげてしまった結果大きく育ってしまいました。これ以上大きくならないように

気を付けてるのですが、今度は金魚チャンが、頭が良くなってしまい、餌を貰える時間、餌の
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量がわかってるようで、餌を少なくすると物足りない為いつまでも餌をあげてる場所を離れず

鼻上げをずっとしてて、仕舞には私目がけて水をかけます。それを怒らず褒めてしまう私が

います。

2017.3.20（月）

毎日８リットルの水を取り替えるようになっ

てから２４日目に水１８リットルとろ過機、ブ

クブクの掃除、汲み置き水でフィルターの掃

除をして、昨日、今日と８リットルの水を取り

替えたのに水が黄色みを帯びてる。ろ過機

も、ブクブクも汚れててヌルヌルだったの

で、これで透き通った綺麗な水になると思っ

てたのに・・・ショックです。金魚チャンは元気！元気！です。お腹が空くと水槽の右端から左

端まで横泳ぎをして餌の催促をします。私が近づくともっと横になって口が水面から半分程見

える位まで横になって泳いで餌のおねだりをします。だれも教えてないのに金魚は金魚なり

に色々考えるんですね。芸を教えたら覚えてくれるかしら？・・・

2017.3.17（金）

毎日８リットルの水を取り替えるようになっ

てから２３日になりました。水が透き通って

きました。向かいの建物が日に日に鮮明に

見えます。後もう少し！今月一杯頑張って

みます。毎日少しずつ水を取り替えていても

フィルターは汚れるんですね。また、悩みま

す。取り替えていいのか？洗うだけにしたほ

うがいいのか？また、水が濁ってしまった

ら・・・。金魚チャンに負担がかからないのな

ら、また水が濁ったら同じ事を繰り返せばいいのですが、金魚チャンに聞いても答えてはくれ

ませんよね。金魚チャンは元気ですよ。水曜日は真冬に逆戻りしましたが、餌を欲しがって

食べては寝てを繰り返して、立派なフンをしてました。健康そのものです。

2017.3.14（火）

毎日８リットルの水を取り替えるようになっ

てから２０日になりました。見て下さい！！

こんなに綺麗になりました。今日は寒くて窓

が結露で曇ってるのですが、それでも綺麗

になったと思いませんか？窓が曇ってても

向かいの建物が見えるんですよ！嬉しいで
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す。もう少し頑張ってみます。ブクブクの間が金魚チャンのお気に入り場所になりました。そこ

で良く寝てます。餌も良く食べて絶好調です。帰る時にプチプチを巻いて戸締りをした後、金

魚チャンに「どうしますか？餌食べますか？食べませんか？」と聞くと食べたくない時は知ら

んふりして泳いでますが、欲しい時は「餌くれー」って大騒ぎします。これは、金魚の目が離れ

てて私が水槽に近寄った時にプチプチという邪魔物があって姿が認識できたときと、できな

かったときの違いだとは思ってるのですが、そんなことは置いといて、「金魚チャン私の言っ

てる事がわかるの～。いい子だね。」と言ってます。親バカ全開です。

2017.3.10（金）

毎日８リットルの水を取り替えるようになっ

てから１６日になりました。ほんの少しです

が透明感がでてきたような？感じがします。

金魚チャンは昨日は調子が悪かったのか

朝から餌をあまり欲しがらずとりあえず、餌

を口にするも吐き出して後はズーッと寝てま

した。私の顔を見ると弱々しく餌を欲しがる

のですが吐き出すので、近づかないように

前を通る時は音をた出ずに歩くようにしまし

た。朝、金魚チャンはどうなってるでしょう？

そっとプチプチの隙間から覗くと元気でし

た！昨日あげた餌は残ったままでしたが、

新しい餌だんごをあげると、この顔見て下さ

い。まだ、水槽に近づいてないのに大きな

口を開けて餌のおねだりです。良く食べました。完食です。今日は昨日の分まで食べる勢い

です。しかし、昨日はなんだったんでしょうか？気圧？湿度？温度？引力？わからん。

単なる食べ過ぎで昨日は体調が悪かったのかもしれませんね。

2017.3.6（月）

毎日８リットルの水を取り替えるようになっ

てから１２日目です。

昨日ブクブクのビニールホースを購入して

ブクブクが２個になりました。まだまだ水は

透き通る様子はありません。金魚チャンは

快適なようで、良く食べます。少し前みたい

に遊びながら餌を食べなくなりました。夜も

大人しいらしくタオルが濡れてません。今日は寒いせいかしっかり餌は食べますが後は寝て

ます。とても静かですよ。今日はすごく久しぶりに金魚チャンにいい子！いい子！してみまし

たが、嫌がられてしまいました。甘えにも来てくれないし、私が触ろうとしてもうまくかわされて

しまいます。大人になって野生の本能が芽生えてきたのでしょうか？そんなことはなさそうで
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す。危機感ゼロですから・・・子供のころは腕に絡みついて甘えに来てたのに、いい思い出に

なってしまいました。

2017.3.3（金）

今日はひな祭りですね。事務所の入り口に

毎年飾ってます。独身の若い女性・男性は

いないのですが、ひな祭り、子供の日には

入口に飾ります。日本の文化（もともとは中

国の風習らしいですが）で季節を知ることが

できます。これといってなにをするわけでも

ないのですが、見てるだけでもいいですよ

ね。

金魚チャンは、まー！よくあくびをします。水

を毎日８リットル取り替えるようになってから

９日目です。昨日は２段式のろ過機のフィル

ターを掃除しました。いつも上の段しかしな

いのですが、下の段を覗いたら、汚いぞ

ー！！フィルターを取り替えようか？どうし

ようか？バクテリアの事を考えて洗うだけにしましたが少しは水が綺麗になったみたいです。

「ブクブクを増やしてみたら？」の提案がありまして、さっそく１個余ってるので使おうと思った

ら、なんとビニールホースがありません。ブクブクのＭを頂いた時にビニールホースがなかっ

たので今まで使ってたのを使用したので買わないといけません。近々購入予定です。

2017.2.27（月）

２４日（金）に６０リットル水槽の２/３水を取り

替えて土、日、月と水を８リットル取り替えて

この状態です。もう１ヶ月も続いてます。先

月の水の取り替えからですからその時にな

にかやらかしてしまったんでしょうか？金魚

ちゃんは金曜日の水替えの後からとっても

元気です。昼間もほとんど寝ません。餌も常

に欲しがります。どうしたんでしょう？具合が悪くなる前触れでしょうか？餌を落として食べる

事もしなくなり、口を開けて大騒ぎです。餌を落として捜しながら食べてたのはあまり食べたく

なかったから遊びながら食べてたんでしょうね。水が濁ってても金魚チャンが元気ならいいの

ですが・・・明日で２月も終わります。月に１回の大掃除は２４日に済ませたことでいいかな？

６０リットル水槽で毎日８リットル水の取り替えは替え過ぎですかね？いつになったら今まで

のような綺麗な水になってくれるのでしょうか。
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2017.2.23（木）

とうとう水がバスクリン色になってしまいまし

た。先週の１８日（土）に水を２0リットル取り

替えたばかりなので、どうしよう と悩んで

るところです。金魚チャンは大人しいです。

夜も暴れてないようでタオルが濡れていま

せん。食欲は午前中はあるのですが、午後

は寝てばかりで餌を欲しがりません。夕方

のいつもの時間になると餌を欲しがるので

すが、食べ方がいつもと違って、いつものよ

うに口の中に餌団子を入れてあげると即、

ペッと出してすぐに欲しがり団子を４つあげ

てるのですが、全部同じ行動をします。もう

貰えないと解かると宝探しのように石をあさ

って餌を探して食べてます。ゲーム感覚で

食べてるのですかね？だれも教えてないの

に・・偉い！と言っていいのか？長く観察を

してると私が考えもしない事をやってくれま

す。人間の子供だったらそうとうのいたずら

っこです。

昨日はお休みで母と日本橋三井ホールの「フラワーズ バイ ネイキッド」を観に行ってきま

した。去年の夏に金魚を観に行った時はすごく混んでたので覚悟をして行ったのですが、ガ

ラガラでした。休館日かと不安になるくらいでした。生花は桜だけで後は造花ですが、ここでし

か体験できないデジタルアート展。春の精霊達が軽やかに踊ってくれました。母はイマイチ納

得できなかったようで、生花がホール全体に広がっていて花の香りが充満してるのを想像し

てたみたいです。帰りにパスタ専門店で牡蠣とほうれん草のクリームパスタランチで具沢山ス

ープと小さなトーストと飲み物がついて￥1,150牡蠣が７個も入ってました。とても美味しかっ

たです。母もご満悦の様子でした。

2017.2.18（土）

ゲストブック欄が回復しました。と言うより直

してもらいました。私がリンクを外してしまっ

たようです。ネット関係は詳しくないので、教

えてもらった場所以外は手を付けないよう

気を使ってたのですが、やってしまいまし

た・・・・。

昨日、急に暖かくなった為水が黄色くなって

しまい金魚チャンはずーと寝てたので今日水２０リットル取り替え、ろ過機とブクブクのフィル

ターを水槽の水で簡単に洗って、石も水槽の水で洗い、すばやい水づくりを２０ｃｃ入れまし
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た。完全には透き通ってませんが、黄ばみは消えて、またまた乳白色です。写ってる金魚チ

ャンの後ろにある白い物体は前にろ過機に入れてたろ過石で２年以上使ったので期限切れ

かな？と思い捨てるのも、もったいないような気がして、とっておいたのを入れてみました。

2017.2.17（金）

ゲストブック欄は只今調整中です。リンクが

外れたようですが、私には修正できずもう暫

くお待ちください。

 

春１番が吹きました。強風だけど暖かくて春

を感じます。明日からまた寒くなるそうです。

くれぐれも体調を崩さないようにしましょう。

金魚チャンは朝、餌を食べたきり寝てばかりで昼も餌を欲しがらず寝てます。昨日は元気に

動き回ってうるさいくらいだったのに・・・どうしちゃったんでしょう。急に暖かくなったせいか乳

白色だった水も黄色くなってしまいました。今日は金魚チャンが大人しく寝てるので起こさな

いで明日少し水を取り替えたいと思います。

 

2017.2.16（木）

本日、突然ゲストブック欄が消えてしまいました。復活させようとしましたができませんでした。

こちから返事を・・・・

 

 こんにちは！

金魚ちゃん心配ですね。寝ながら水草を食べてるなんて・・・だから水草に頭を突っ

込んで寝てるのですね。その姿を想像したら笑ってしまいました(^∇^)ばーばさんは

心配してるのにごめんなさい。白い点々もモヤモヤもなければ風邪ではなさそうです

よね。いじめられてる様子はないですか？友達の金魚がいじめられて水草とか狭い所

に逃げ込んで、いじめられたストレスから死んでしまったと昨日聞きました。早く元

気に泳ぎ回ってくれるといいですね。今日も水は乳白色です。

 

2017.2.14（火）

今日はバレンタインですね。チョコレート好きな私にはたまらない日です。バレンタイン限定チ

ョコを買うのが楽しみで・・・・だからと言って銀座や表参道とかまでは行きませんが・・・ほんと

は都内で買い物をしたいのですが、いつも家の近くのデパート、個人店で何種類か買いま

す。太るだろうな～と思いながらも、あればあるだけ食べてしまう自分には甘い私です。それ

で後で後悔するんです。

金魚チャンは今だに午前中だけ元気で良く食べます。午後になるとひたすら寝てます。だ
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が、１５時４０分～１６時頃になると起きて騒

ぎだします。「餌くれ～！」って・・・。最近１７

時でも日がのびて明るいのに、なぜ毎日決

まった時間に騒ぐのでしょうね。不思議で

す。

水は今日も乳白色です。

2017.2.12(（日）

今朝も寒かったですね。金魚チャンはこの

寒い３日間は寝てばかりです。夜も暴れて

ないようでタオルが濡れてません。きっとジ

ッ！としたまま動かないのでしょうね。餌だ

けは沢山食べます。特に午前中です。夕刻

になると、とりあえず欲しがるのですが、餌

をあげる時間以外にあげた餌は吐き出して

ますが、いつの間にか食べてるようで無くな

ってます。

今は午後餌は決まった時間以外は欲しがってもあげてません。水を取り替えてから１週間や

っぱり餌の残りカスとかが金魚ちゃんが動くたびに舞うので、水を２０リットル取り替えました。

フィルター関係は手を付けませんでした。透き通ってませんが乳白色です。さっそく私の方を

向いてアクビをして寝る体制に入ってるので、「水環境は良好！」と金魚ちゃんが言ってるの

かな？と勝手に思ってます。

2017.2.9（木）

寒いですね。朝、ちらほら雪が舞ってまし

た。今は雨に変わりしたまが、とにかく寒い

です。

金魚チャンはストーブの前から動きません。

水槽にもヒーターが入ってるのに寒がりな

金魚チャンです。１月３０日に水槽の大掃除

をして次の日から水が黄色くなってしまい、

２月４日に水３０リットル取り替え、ろ過機の

フィルターを取り替えてから５日目です。今

回は水の取り替えを我慢してバクテリアが増えてくれるのを待ってるのですが、水は透き通っ

てません。乳白色で黄色くはなってないですね。金魚チャンは寒さで動きが鈍いけど食欲は



2019/6/27 新＊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-%E6%96%B0-%E9%87%91%E9%AD%9A%E8%BF%B7%E6%83%91%E3%81%AA%E6%97%A5%E8%… 11/51

あります。人の顔を見れば餌を欲しがってるので、水環境はそんなに悪くないのかな？思っ

てます。もう少しこの状態を続けて様子をみたいと思います。

 

2017.2.5（日）

どうしても気になってろ過機のフィルターを

新しいのに交換して水を３０リットル入れ替

えました。今日は水は綺麗ですが明日は濁

ってない事を願います。ゲストブックでバク

テリアが少なくなってしまったのでは？・・・

ハッ！と気づき、その通りだと思いました。

ろ過機のフィルターも洗えば綺麗になった

し、石も前ほど汚れてなかったし、それなの

に水だけ黄色く汚れた感じになってて・・・水

を入れ替えればいい。しか思いつきませんでした。３年も金魚チャンを飼育してきたのになに

をやってるんだろう？バクテリアのことなど考えもしませんでした。初めの頃はバクテリア！バ

クテリア！って大騒ぎしてたのに・・・今日は『生きたろ過バクテリアで安心の水づくり』と言う

液体を１０ｃｃ入れました。このまま維持できるといいのですが、明日どうなってるか・・・。

2017.2.3(金）

早いですね２月です。あっという間に１月が

終わってしまいました。今日は節分。豆は買

いましたか？歳の数だけ豆を食べるそうで

すが、私の場合多過ぎてお腹を壊してしま

いそうです（笑）。明日は立春「立春大吉」の

札を自分で書いて玄関の目立たない所に

貼って置くと開運がくるそうです。

金魚チャンは大あくびをしてますが、気になる事が・・・１月３０日に水槽の大掃除をしました

が水がすでに濁ってます。汚れでドロドロになってなかったので洗って使ってしまいましたが、

ろ過機のフィルターを交換しなかったせいでしょうか？金魚チャンは良く食べ、良く寝て、大あ

くびをして居心地よさそうですが、私は気になります。明日、水を２０リットル程取り替えてみよ

うと思ってます。

2017.1.30（月）

水槽の大掃除をしました。綺麗になりました。やっぱり汚れてました。水槽の水１/２取り替え

ブクブクのフィルター交換、ろ過機のフィルターは今回はあまり汚れてなかったので、洗った

だけにしました。ガラスもきたなかったですね。金魚チャンはご機嫌のようです。土、日とバシ

ャバシャ暴れるし、餌は吐き出すしで、寒い、冷たい、なんて言ってられなくなりました。今日
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の気温は１９度もあるのに、やっぱり水は冷

たい・・・手が真っ赤で肩まで痛くなりまし

た。事務所はガスが通ってないので、お湯

がでません。ストーブでお湯を沸かすのです

が、沸かしたお湯は全部金魚チャンの水槽

へ行ってしまいます。金魚チャンの水作りは

お湯を沸かして２２度にして水槽に注ぐので

ヌクヌクです。金魚チャンは大きくなって、食

べる餌の量も増えたので普段使ってる餌の大きいサイズにしました。餌を並べただけで興味

津々です。水も綺麗になったので、お腹が空いてしょうがない金魚チャンでした。

2017.1.28（土）

朝、なんとなくしょぼくれ顔をしてる金魚チャ

ンを思わずパチッと写しました。いつもの元

気はないけど餌を欲しがるので餌だんごを

あげたら、吐き出しました。んっ？どうして？

具合悪そうでも無いのに・・・おかしいなぁ？

去年の冬から週２回２０リットル水を取り替

えるようにしてたのに今週は月曜日に取り

替えただけだったので、もしかして・・・急いでお湯を沸かして水温と同じ温度の水を作って２０

リットル取り替えて数分後、鼻上げをして餌を欲しがりだしたので、餌をあげてみたら、食べ

ました。がっついてます。水でこんなに違うの？そんなに水も汚れてる感じがしないので月１

回の大掃除もまだしてません。目に見えない汚れが水槽内で浮遊してるんでしょうね。寒くて

ズルズルと掃除をさぼってる金魚チャンの育ての親です。

2017.1.26（木）

寝てます！寝てます！カメラを向けても起き

ません。ピクリともしません。目も動きませ

ん。でも、なんか変？いつもの寝姿は頭が

もっと下がってて尾がダラーとしてて・・・起

きてるのに動かないってか。いつもは動き

回ってるのでシャッター押す時は金魚チャン

はフレームの外でからっぽの水槽だけが写

ってることが多くて私１人で大騒ぎしながら写真を撮ってるのに反応がないとつまらないです。

いつも金魚チャンを遊んであげてるつもりが、ほんとは私が遊んでもらってるのかもしれませ

ん。きっと今日は寒いから動きたくないのかな？明日は暖かいらしいから、明日一緒に遊ぼ

うね！
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2017.1.12（月）

水槽周りの写真です。金魚チャンが騒いだ

り、餌が欲しいのにあげないと、水をかける

ので、タオルで埋め尽くしてます。私は毎週

日曜日休みで社長に一日金魚チャンの子

守をお願いしてるのですが、昨日は頻繁に

暴れたそうで、タオルを替えてはストーブで

乾かしたりと、忙しかったそうです。昨日暴

れ過ぎたのか今日は大人しいですよ。朝か

ら寝てばかり、近寄ると餌は欲しがりますが、大騒ぎしません。食べ終わったら大あくびをし

てまた、眠ってしまいます。私がジーッと見てると目は動くのですが、体は動きません。朝、水

槽を見ると水が汚れてました。昨日暴れたせいでしょうか？水２０リットル取り替えて、ろ過機

のフィルターを掃除しました。

 

2017.1.20(金）

今日は寒いですね。午前中雪が舞っていま

した。事務所も石油ストーブと電気ストーブ

両方活躍してるのに水槽のヒーターは電気

が点いたままです。２２度設定ですが、窓際

に水槽があるのですぐに冷えてしまうのでし

ょうね。窓は社長が拭いても拭いても曇って

しまい、水滴がすごいです。私は加湿器代

わりになって、肌が乾燥しなくて嬉しいです。金魚チャンは大人しいです。餌だけは大きな口

を開けて欲しがりますけどね。今日は餌をあげる前に頭をいい子！いい子！しようと思った

ら、この大きな口でパクリと指を食べられてしまいました。頭を撫でるより餌が先ですね。１１

月から週２回１５リットル～２０リットル水を取り替えフィルター掃除をするようにしてるのです

が、汚れます。月に１回の大掃除の時はフィルターは交換しないとダメですね。石巻貝のお

かげで水槽のガラスの汚れは少しは良くなりました。掃除しなくても「大丈夫！」と、まではい

きませんが、随分助かってます。今月も大掃除の日が近づいて来ました。

 

2017.1.17（火）

忙しいシーズンになってきたので、バタバタとしてます。今年は更新が多くて新規が少ないの

で、ちょっと楽です。今日は電話も少なく静かですよ。嵐の前の静けさですかね？毎回思うの

ですが、電話中の時に来客が来たり、トイレに行ってる時に電話が鳴ったり、人が来たり・・・

なんで？一年を通して繰り返されます。それが嫌でトイレに行く時は鍵を閉めて、電気を消し

て、外出中の札を置いてトイレに行きます。面倒なのでギリギリまで我慢してしまいます。

金魚チャンは食欲も相変わらず旺盛でとても元気！喜ばしいことです。餌は定期的に普段と
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変わらずあげてますが、かまってあげられ

ない事が重なると金魚チャンは私が通るの

を待ち構えて尾を振ってアピールします。餌

が欲しいのではないらしく、遊んで欲しいみ

たい。ツンデレの金魚ちゃんは、かまってあ

げるとうるさがるのに、知らんふりしてると

「遊んで～」って感じで私の後を追いかけて

ます。なのに、ＰＭ１時半から３時頃までは

お昼寝をちゃんとしますけどね(笑）今日は

久しぶりに金魚ちゃんと遊びました。しつこ

かったのか、尾で水をかけられてしまいまし

た。

 

2017.1.10(火）

金魚チャンはとうとう金曜日の夜から消化

不良になりました。思ってた通りです。休み

明けから異常な食欲で餌をあげないと水を

かけたり暴れん坊になってましたが、金魚

チャンも成長したんだなぁと微笑ましく思え

る事がありました。今までは消化不良になっ

て具合が悪くても餌だけは欲しがって吐き

出してたのに今回は餌を食べない、欲しがらない。成長しましたね。普段より大人しいけどそ

れなりに元気。ゆっくり休ませてあげようとプチプチを巻いてライトも消して・・・月曜日に水槽

を覗いたらそれなりに元気。餌も欲しがるので餌団子をあげたら食べた！もう、大丈夫か

な？お昼にいつもの納豆菌入りの餌粒をあげようとしたら、偶然？なんかイヤイヤしてる感じ

がしたけど、あげたら吐き出しました。朝と夕方しかあげない餌団子をあげたら、食べた！今

日は餌団子がいいみたい。消化不良の時は細くて白いフンをしてましたが、ようやく月曜日に

少し普通に戻り本日火曜日は全快です。食欲も全快です。まだ、怖いので餌は少なめにして

ます。

 

2017.1.6(金）

金魚チャンは私達の休みが終わってから食欲が異常です。金魚は満腹中枢がないと聞いて

ましたが、今まではある程度お腹が一杯になると餌を欲しがらなかったのに、今は、餌をあ

げても、あげても欲しがり残さず全部食べます。あまりあげると消化不良になってしまい、ま
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た、具合が悪くなるのが目に見えてます。何

日かお腹一杯食べられなかった反動だと思

ってるのですが、一日も早く普段の状態に

戻って欲しいです。

 

１月５日フジテレビＡＭ８時から始まる番組

内で『介護金魚』と言う動画を取り上げた放

送を観ました。黒出目金魚が体調が悪くて

水面まで餌を食べにいけないのを同じ水槽内の和金が頭を黒出目のお腹につけて上まで連

れて行って餌を食べさせてる姿が健気で感動しました。ＹｏｕＴｕｂｅでも動画が観られるので、

また観てしまいました。金魚チャンはしないだろうなぁ～。と思いながら目尻を下げて餌をあ

げてます。

2018.1.4(水）

あけましておめでとうございます。

今年も金魚チャンと新*新・金魚迷惑な日記

を宜しくお願いします。

 

私は今日から仕事です。一人なのでのんび

りと仕事をしてます。まだ、お休みのところ

が多いらしく、電話もならず、ＦＡＸも来ず、

来客者も無くとても静かです。お正月は実

家に帰ってました。実家の窓から初日の出

を撮りました。今年は連日天気が良くて暖

かいお正月でしたね。毎年恒例福袋を買い

に朝、９時前から並び目指すショップへ行っ

たところ「今年から朝の８時に整理券を配布

して２０分程で完売しました。」と店員さん言

われガックリと落ち込んでしまいました。新

聞の折り込みチラシに記載されてるそうで、

地元優先！他からは来ないで！と言われて

るようでした。

 

私が休みの間は社長がたまに来て餌をあげてくれてました。もう３年も経って体も大きくなっ

たせいか休みが続いても私の顔を忘れずに朝行ったら餌を欲しがって大騒ぎしてました。私

はお正月で太って帰ってきましたが、金魚チャンは餌の量が足りてなかったようです。餌をあ

げても、あげても欲しがり続けて普段の倍位あげたら気が済んだのか、大人しくなったなー？

と思ったら寝てました。私が横を通ってもピクリともしません。危機感ゼロの金魚チャンはか

わいくって大好きです。

 

https://www.youtube.com/watch?v=d7v8FrYsjI0
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2016.12.30（金）

「新*新・金魚迷惑な日記」を見て頂きあり

がとうございました。金魚チャン共々御礼申

し上げます。来年も可愛い金魚チャンの姿

を覗きに来て下さい。お待ちしてます。

一年を振り返って色々ありました。金魚チャ

ンには２度も辛い思いをさせてしまい、ゴキ

ブリの異常発生で金魚チャンも私も怖い思

いをしました。私事ですが去年の９月から３

回も入院を繰り返し事務所にも金魚チャン

にも迷惑をかけてしまいました。現在金魚チ

ャンはとても元気です。風邪も引かず食欲

旺盛です。私にとって一番嬉しい事です。

来年は、金魚チャンの健康管理、私の健康

管理に力を入れたいと思います。

健康がどれだけ大切か身をもって感じまし

た。

皆さんも体には十分気を付けて来年も元気

に活躍して下さい！

 

2016.12.29(木）

水槽の大掃除をしました。ろ過機のふたを

開けたら小さな芽が出てました。水草を入

れてないのに何処から種が飛んできたの

か？なんの植物か？不思議です。水を水槽

の１/２取り替えろ過機、ブクブクのフィルタ

ー交換、ガラスを綺麗にしました。石巻貝は

５個入れたのですが、２個しか見つからず、また２個増やして４個になりました。またまた金魚

チャンの水浴び？の様子です。右上の写真なんか大きな口を開けて「助けてくれー！」って言

ってるみたいです。綺麗な環境で新しい年を迎えてもらえそうです。

2016.12.24（土）

今日はⅩマスイブですね。Ⅹマスプレゼントやパーティーの用意で忙しく動き回ってる事と思
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いますが、私は昼間は金魚チャンと夜はク

リぼっちです。水槽の前にツリーを置いたら

興味津々。私の顔を見て「餌くれー」と叫ん

でいるようですが、あくびをしてます。今日は

眠いらしく餌のおねだりをしてお腹が一杯に

なったらひたすら寝てます。ストーブを点け

てないので、外を向いてます。ツリーを置い

て金魚チャンを起こして写真を撮ったらさっ

さと外を向いて眠りに入ってしまいました。

寂しいよー。

 

暖かい１２月なので、イブ？師走？ピンとこ

ないです。年賀状もまだ書いてません。急

がねば・・・・ダメですね。最近やった事と言

えば昨日水を３０リットル取り替え、ろ過機

上の段のフィルターを掃除しました。５個買

った石巻貝が１個旅立ってました。もしかし

て・・・・金魚チャンが食べちゃった？なんか

食べてるところ想像したくないです。来週末

には水槽の大掃除をします。金魚チャンにも気持ちのいいお正月を迎えてもらう為に！

 

2016.12.22(木）

今日は暖かいですね。外は暖かいのです

が、室内は肌寒いのでストーブを点けてま

す。水槽の前にストーブがあるので金魚チ

ャンはストーブの一番近い場所でお昼寝で

す。ストーブを消すと外を向いて寝るんです

よ。寒い場所なら景色の良い所？温かい場

所だったら景色は関係ない？って感じです

かね。腫れ物に触るように育ててきたので、

大変手のかかる子になってしまいました。

 

何十年も毎年咲いてくれる事務所のシクラ

メンが今年も咲きました。朝顔は蕾はある

のですが、この寒さです。蕾が一向に大きく

なりません。Ⅹマスにシクラメンと朝顔の花

を写真に収めるなんてロマンチックかな？なんて思ってたのですが無理みたいです。いつで

もいいから蕾が開くのを指折り数える事としましょう。
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先日、救急車で深夜運ばれて２９時間の入院をした時の入院費を支払ってきました。料金が

高額で頭が真っ白になりました。総額ですが２７２，０００円です。私は３割負担なので８１，６

００円です。市役所で減額認定証を申請したのでそれからまた差し引かれましたが、救命救

急の入院ベット代１泊で１０万を超えるのにビックリしました。これからは少しでも体調がおか

しいなと思ったら平日の昼間に病院に行こうと思いました。皆さんも体には気を付けて下さい

ね。いつ、なにが起きるかわかりませんからね。

 

2016.12.20（火）

今週末はⅩマスですね。イルミネーションは

見ましたか？これからですか？私は行かな

いと思います。人酔いをしてしまうので人混

みには出来る限り行かないようにしてます。

誘いがあると出掛けますけどね・・・・。

Ⅹマスは家でケーキを食べてチキンを食べ

て・・あ～太ってしまう・・・

 

金魚チャンもなんか大きくなったような・・・

測ってみたら尾まで入れたら３０センチか？２９センチはありますね。また大きく成長してまし

た。この写真を撮る時は動き回ってほとんどシャッターチャンスが無く連写で７０枚位撮って

やっと１枚だけ使えるかな？って感じです。

なのに・・・撮影が終わったら寝てます。ピクリともしません。まったく・・・

今だ！と思ってカメラを向けると動き回ってじっとしてくれません。カメラが嫌い見たいです。

手ぶらだと知らんぷりしてますから。可愛い金魚チャンを撮ってあげたいのに親心子知らず

ですね(笑）

2016.12.15(木）

金魚チャンが外側に向いて寝る事が多くなったので隣のビルの階段から撮りました。事務所

は２階ですが下の道を歩いてる時見上げると金魚チャンが見えます。夕方は特に水槽がブ

ルーライトなので浮き上がって見えて神秘的でした。金魚チャンは、より一層大きく見えます。

下の写真は事務所の中から撮った金魚チャンです。お尻を向けて私は寂しいです。また、い

たずらしたくなってしまいます。水温は２２度に設定してるのですが、動きが鈍いと言うかほと

んど動かず寝てます。食欲旺盛、りっぱなフンもしてます。今は具合が悪いような気がしませ

ん。

 

食べては寝て、食べては寝ての繰り返しです。また太るんでしょうきっと・・・

 

後ろ姿の金魚チャンの横腹メタボですね。
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2016.12.12(月）

金魚チャンの頭にあったプツプツは無くなっ

てくれました。今回はあまりコシコシしないで

自力で良くなったようです。これはなんなん

でしょうね？体調のバロメーターですかね？

もしそうなら金魚チャンの体調が良くない時

は頭にプツプツができるってことですよね。

わかりやすくっていいですね。

今日は食欲より睡魔が勝ってるようで外に

向いて寝てばかりです。私が水槽の前を行

ったり来たりしてもずーっと寝てます。起き

たかと思うと餌の催促です。後ろを向いて寝

てるのでそーっと金魚チャンの背中をすー

っと触ると「なにっ！」みたいにこっちを振り

向くのですが、また眠りに入ります。しつこく

何度か繰り返したら「やめてよー」みたいな

こんな顔をしました。可愛い！！！

今も外に向いて寝てます。もういたずらしな
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いから安心して寝てね。

 

朝顔がまた咲きました。後もう少しでシクラメンの花が咲きそうです。蕾に色がついて来てま

す。朝顔の花とシクラメンの花を一緒に写真に収めたいと思ってます。珍しいですもんね。そ

れまで朝顔が咲き続けてくれるかです。

2016.12.10(土）

金魚チャンは具合が悪く食欲が無かった２

日間を取り戻すか位の勢いで食欲旺盛で

す。元気になったのは嬉しいのでが餌を上

げようとすると飛びついて来ます。水温でこ

んなに動きが変わるなんて・・・私も寒いと動

きが鈍いから同じですね。また、あひる隊長

を２個増やし３個になりました。餌と間違え

てるのかずーと狙って角に追い込み吸いついてます。これで気が紛れて食欲が抑えられると

良いのですが・・・。

 

アマゾンのダッシュボタンって便利ですよね。スマホに設定すればボタンを押すだけで商品が

届くそうです。凄いですよね。しかし、価格比較ができないのと、まとめて配達ができないから

一商品づつ届くらしいです。私はガラケーなので設定はできないのですが、やっぱり、スーパ

ーへ行って「本日限りの特別価格」を見て買うのが好きですね。

 

2016.12.9(金）

心配して頂きありがとうございました。金魚

チャンは早々通常に戻ったみたいです。頭

の白いプツプツは増えることなくそのままな

ので白点病ではないかな？と思ってます。

少し様子を見た方が良いのでは・・・とアドバ

イスを頂き様子を見てます。薬浴は金魚チ

ャンの体力を消耗してしまうので、悩んでま

した。ありがとうございます。今日も私の姿

を追って口をパクパクと音を立てて餌のお

ねだりです。水を２０リットル(ぬるま湯）取り

替え、ブクブクのフィルターを掃除しました。

水温２２度。大きなあくびをして昨日一昨日

とは比べ物にならないくらい元気です。すぐ具合悪くなるけど回復も早いです。早速、貝にち

ょっかい出して貝達はまたまた石の中に身を隠してしまいました。また、餌をあげながら頭を

コシコシしてみようと思ってます。



2019/6/27 新＊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-%E6%96%B0-%E9%87%91%E9%AD%9A%E8%BF%B7%E6%83%91%E3%81%AA%E6%97%A5%E8%… 21/51

 

2016.12.8(木）

火曜日の帰宅時ブレーカーが下がったのが

気がつかずに帰られてしまい、金魚ちゃん

はろ過機無、ヒーター無で一晩過ごすことと

なってしまいました。次の日事務所へ行った

ら電気が付かない、もしかして？巻いてある

プチプチを取ったら情けない顔をしてる金魚

ちゃんが、ジーッとしてて、もう少しで横に倒

れそうになるのを必死で体制を直してる状

態でした。水温を見たら１５度以下でした。

いつもは２２度に設定してるのでいきなり７

度以上も水温が下がり体に異常を起こした

んでしょうね。急いでストーブを焚いて、ブレ

ーカーを上げて、一気に水温を上げてはな

おさら金魚ちゃんに負担がかかるので少し

ずつお湯を足してあげてやっと２０度まで上

がり後はヒーターに任せる事にしました。やっと頭の白いプツプツが、無くなったのに、一気に

増えてしまい白点病になってしまったかな？と心配してます。餌は夕方の５時にやっと少し食

べてくれました。それまでは一切食べず口も開けてくれませんでした。

餌はフレークを上げてたのですが細かくなったフレークを食べないので初めは捨ててたので

すがもったいないので、餌団子にして口に押し込んでたら、今は、餌団子しか食べなくなりま

した。朝と夕方は餌団子で昼は善玉菌入りの粒を上げてます。上げる回数を増やして１回の

餌の量を少なくしてます。そうしないと「餌くれー！」って水をかけられてしまうからです。今日

は朝から餌は食べてくれました食べ方が弱々しいです。まだ本調子ではないみたいです。 

早く元気になってね。

2016.12.6(火）

昨日、今日と温かいですね。事務所ではストーブを点けてません。明日から寒くなるそうなの

で風邪、インフルエンザに気をつけなくてはいけませんね。私の風邪予防ははちみつです。

マヌカハニーは夜、食してます。口内炎や喉の痛い時はスプーン１杯舐めます。楽になります

よ。

 

金魚ちゃんは気持ち良く寝てるところを、ちょっと驚かせて起こした時のビックリ顔です。ビッ

クリ半分、寝ぼけ半分って感じで少し反応が鈍いです。この後、完全に目が覚めたのか水槽

をグルグルと泳ぎ回ってました。どうした！金魚ちゃん！大丈夫か？って感じでしたよ。

貝達は石に混ざって身を隠してます。よーく見るとゆっくり動いてるので「あー！生きてるの

ね。強く生きるんだよ。」って言いながら５匹探すのは大変でした。
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下の写真は１０月２４日に事務所で毎年咲

いてるシクラメンの落ちた種を蒔いた物で１

ヶ月ちょっとかかってやっと芽がでてきまし

た。もう出てこないと思って半分諦めてたの

ですが、お水だけはなんとなくあげてたら、

小さな芽が出てきました。嬉しいです。今年

は無理でも来年は花が咲いてくれる事を願

ってます。

2016.12.2（金）

金魚チャンのアップです。頭の所にポツポツ

と白いのが５～６個嫌がる金魚チャンの隙

を狙って頭をコシコシしてたら綺麗に無くな

りました。良かった！

右下の写真の赤丸内が石巻貝です。石ころ

にしか見えません。でも良く働いてくれます。

左下の水槽角のゴム部分ですが下から１５

センチ位は苔がついてません。私がいくら

擦っても落ちなかった苔です。貝が上へ昇

り始めると金魚チャンがちょっかいを出すの

で、貝達は石に混ざって上にあがってきま

せん。上の方にも取れない苔があるので掃

除をしてもらいたいのに・・・でも、この大き

な体と大きな口で近づいて来てちょっかいを

出されたら貝達は怖いですよね。貝達は買

ってきた日はひっくり返ってばかりいて気がつくたびに起こしてあげてました。金魚チャンに食

べられないようにです。３日経ちましたが５匹元気に動いてます。石に混じってるので探すの

が大変ですが、ゆっくり、ゆっくり、じれったくなるほどゆっくり動いてますよ。ジーッと見てる

と、目まぐるしい日常から逃避できそうな気がします。
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2016.12.1（木）

今日から１２月です。早いですね。忘年会、

Ⅹマスと町が活気づく月でもあります。

石巻貝を入れた夕方は落ち着きが無く餌を

吐き出しました。その後も餌を食べなかった

みたいで、朝、覗いたら餌が浮いたままでし

た。私から見たら石にしか見えないのに金

魚チャンには不審者なんでしょうね。神経質

と言うか臆病者と言うか・・・・

今日は少し慣れたのか餌は食べました。ガ

ラスにくっいてる石巻貝をそーっと口でくわ

えようとしたりして、怖々ちょっかいを出して

ます。ろ過機のフィルター交換、水を２１リットル取り替えました。金魚チャンは水をバーッと

入れると毎回近づいて来て写真のような状態になります。これは虐待ではないですよ。金魚

チャン自ら来るんです。後は何事もなかったかのようにお澄ましして泳いでます。気持ちいい

んでしょうかね？

 

2016.11.29（火）

物件確認の為外出のついでに熱帯魚屋さ

んに立ち寄り石巻貝を購入しました。

『石巻貝を導入して得られる効果はなん

といってもコケとりにつきます。コケと

りの能力はかなり優秀でブルドーザーの

ように壁や石についた緑色の コケをど

んどん綺麗にしていってくれますし食

べ残しの餌や死骸などの有機物も食べ

てくれるので水槽の掃除屋さんにも最

適で石巻貝用に別途餌を与える必要もあ

りません』とネットを見て。

最近水槽のガラスの苔がいくら擦っても

取れなくて困ってたのでさっそく買って

みました。環境が変わった為ほとんど動

きません。働いてる様子は後日お知らせします。可愛い金魚達が沢山いました。人間

で言えばスタイルが良くて、顔立ちが良くて華やかさがある子達ばかりでした。

金魚チャンはプチプチグルグル巻き季節が来ました。夜は暖房を切るので（ヒーター

は入ってます）部屋の温度が下がってしまうので、帰り際に巻いて帰ります。温室育

ちの金魚チャンの為に３ヶ月程毎日の日課となります。プチプチを巻いてもガラスに

ピッタリくっついて人が通る度に「餌くれー！」と騒いでます。
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2016.11.28（月）

朝顔が二輪咲きました。出遅れ君が米粒ほ

どの小さな小さな蕾を持ちました。感激で

す。花が咲くまで見守りたいと思ってます。

管理してるマンションに引っ越ししたオリヅ

ルランがこの間の雪にも負けず緑を保って

ます。夏に比べて元気がありませんが、こ

のまま冬が越せそうです。

午前中に石とブクブクの掃除と水を１６リット

ル取り替えガラスの苔とりをしました。金魚

チャンが腕にまとわりつくので邪魔で・・・手

で「あっちに行ってて」と追い払うのですが、

すぐに来て邪魔をします。とうとう金魚チャン

が居るのが気がつかなくてホースを金魚チャンの頭にぶつけてしまい、ビックリして水槽内を

ものすごい勢いで泳ぎ回って落ち着かせるのに一苦労してしまいました。

買い物に出かけようとしたら、この寂しそうな顔（私だけですが・・・）後ろ髪を引かれる思いで

した。(大袈裟）

午前中は大騒ぎしてお昼に餌を食べて、ＰＭ１時半近くパタッと寝てしまいました。なんなんだ

こいつは・・・でも憎めない。   

2016.11.26（土）

木曜日は思ったより沢山雪が降りました

ね。事務所周りの景色も真っ白でした。社

長のブログに雪景色が載ってます。水分を

含んだ雪だったのであまり積もることなく、

次の日は大きな混乱も無く通勤できました。

朝顔は寒さにも負けず今日も花が咲きまし

た。蕾も沢山つけてます。出遅れ君も葉は

まだ４枚ですが、１枚１枚が大きくなってま

す。シクラメンと朝顔のコラボが見れそうで

す。

やはり朝はめっきり冷え込んで事務所へ着

くころは手が冷たくなってます。金魚チャン

に「おはよう！」触ったら私より温かい。水

温は２２度。金魚チャンは私の手の冷たさ

に驚いたのか一瞬固まったかと思ったら逃げて行きました。私は「金魚チャン！私の手を温

めてよー。」と追い回す。私は朝から何をやってんだ・・・

昨日は水１１リットルを取り替えガラスを掃除しました。そろそろ石の掃除とフィルター交換の

http://www.ksp-mansion.com/
http://toukon0358.exblog.jp/
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時期です。

2016.11.24（木）

天気予報通り雪が勢い良く降ってます。１１

月に雪が降るのは５４年振りだそうですね。

午後には雨に変わって欲しいもんです。

２２日の明け方初めて救急車に乗りました。

その日もいつもの通り就寝。ＡＭ３時頃急に

息苦しくなって目が覚め、水を飲んでも治ま

らずどんどん酷くなっていくので救急相談セ

ンターへ℡したら、ずぐ、救急車を呼びます

と言われ電話を繋いでくれました。救急車

が来たので歩いて乗車。ところが受け入れ

先が無くことごとく断られ、症状が落ち着い

てきたので「朝を待って病院へ行くので降り

ます」と言ったら「もし狭心症なら一度目は

軽いけど二度目は死に至る場合があるの

であと１件連絡してダメなら考えます。」と言

われ最後の１件でやっと受け入れたくれまし

た。到着した途端、心電図、点滴、血圧、血液検査、エコーを一気にされて「このまま入院し

てもらいます。」と先生に言われ車いすでベットへ移動。朝ごはんを食べたら「カテーテル検査

をするので昼、夜、の食事は抜きです。」言われ手術着に着替えて車いすで行き、ベットに寝

た途端服は全部脱がされ心電図、血圧計を付けられ、腕からと足の付け根からカテーテル

を入れて検査をしました。とても寒い場所でしたが、緊張と痛みでまったく寒さを感じませんで

した。隠れ狭心症の検査は直接心臓に薬で不整脈をおこし電流を流す検査でとても苦しく辛

い検査でした。結果は狭心症ではなかったのですが原因不明でした。２３日に退院してあと

は通院となりました。

突然休んだので、社長に迷惑をかけてしまい、金魚チャンの世話も頼んでしまいました。今

日は金魚チャンに「良い子にしてたかな？」って言いながら頭をナデナデしてあげました。

 

2016.11.18（金）

昨日の夕焼けです。綺麗だったので撮ってみました。これは南の空です。事務所から撮った

ので建物が邪魔してましたが西の空はもっと赤かったです。

水曜日に満員電車に乗ったせいか木曜日は風邪気味で体調は最悪でした。咳、熱、鼻水と

か風邪の症状は無いのですが、とにかく体がだるくて仕事中は辛かったです。夜、すりおろし

生姜と純正ココアとはちみつたっぷり入れてココナッツオイルも入れてアツアツのお湯をそそ

いで飲んで早々寝ました。本日全快です。やっぱり体調がいいと気持ちいいですね。これか

らは人混みの時はマスクをする事にします。（マスク嫌いなんです。息苦しいんですもん。）
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金魚チャンは朝から沢山餌を食べて外を向

いた状態で寝てます。オリヅルランをどかし

てから道路側を向いてる事が多くなりまし

た。外に景色を見てる訳でもないのでしょう

が、明るいからですかね？客寄せ金魚にな

ったりして・・・事務所は２階ですが２階から

「おいで！おいで！」なんて・・・（笑）大きい

けど愛嬌たっぷりで可愛いですよ。

2016.11.15（火）

朝、社長が通勤途中に管理してるマンショ

ンに植えたオリヅルランの様子を見て来てく

れました。少し黄色くなってる葉もあります

が、元気です。何年も部屋で育ってきたの

で外に植えるのは初めてです。強く生きて

ね。

朝顔がまた咲きました。今回で３回目です。

２回目はシャッターチャンスを逃してしまい

ました。夏咲いてた頃より花は小さいですが

綺麗な色です。出遅れ君はやっと４枚目の

葉がすこーし顔を出してきました。楽しみで

す。

金魚チャンは朝から置物のうさぎとにらめっこ。動きません。寝てるの？起きてるの？寝てる

時は背びれも寝てるんですが、背びれがピンッとしてるので、起きてるんだと思い近づいたら

起きてました。朝から物思いにふけってる金魚チャンでした。今日は水を１５リットル取り替え

てブクブク、ろ過機上の段のフィルターを掃除しました。お湯を沸かして２２度の水を作って水

を足したら掃除が終わった直後寝てました。今日は一日大人しいかな～？

 

 

2016.11.14（月）

http://ksp-mansion.jimdo.com/
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昨日友達家族と浅草へ車で行って来まし

た。道はとても空いてて信号以外は止まら

ずに目的地に着きました。駐車場も５分待

つか待たないかのスムーズさでしたが、仲

見世通り周辺は人、人、人で大変混んでま

した。浅草寺を参拝して雷おこしピーナッツ

味とキャラメル味のミックス袋と舟和の芋よ

うかんを買いました。美味しいですね。テレ

ビを見ながらついつい食べ過ぎてしまいまし

た。金魚チャンと同じでドンドン肥えて行く私

です。金魚チャンはお留守番する時間が多

くなりきっと寝てるんでしょうけど・・・事務所

に戻った時に体全身で大騒ぎしてくれると疲

れも飛びますね。金魚チャンは「餌をくれる

人が帰って来たー。」と思ってるんでしょうね。私達は管理してるマンションの見回りをしたり、

物件の場所確認等外回りをしてます。最近、土地情報のホームページも立ち上げました。気

になる方は「ポチッ」として見て下さい。

 

2016.11.12（土）

写真、下に写ってる金魚はブクブクを頂い

た家の金魚です。細くて小さくて可愛いです

ね。金魚そのものですね。うちの金魚チャン

見て下さい。大きくておデブちゃんです。事

務所が休みの時に母が金魚を見に来たの

で「餌あげてみる？」と聞いたら「大きくて怖

い！指まで食べられちゃいそうでヤダ！」と

言われました。「歯が無いから大丈夫だよ」

と言っても「傍で見てるからいい」と水槽の

中には指を入れる事はなかったです。私が

餌をあげてる時に「金魚チャン可愛いでしょ

う？」と聞いたら「可愛いか？」と頭を傾げて

ました。可愛いと思ってるのは私だけです

ね。今日も餌をあげながら横腹をナデナ

デ、頭をナデナデ。いい子ですよ。
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2016.11.10（木）

昨日はお休みで母と大國魂神社待ち合わ

せをしました。菊祭り＆七五三で賑わってま

した。おしゃれして、うっすら化粧もして千歳

飴を持っておぼつかない足取りで歩いてる

姿を見てると可愛いですね。見入ってしまい

ました。ランチはこの前行ったコーヒーのお

店で食べました。母はミートソース、私はモ

ッァレラとナスのトマトソースパスタ。両方と

もサラダ、飲みのも付きで１１５０円、１２５０

円でした。トマトをベースとしたパスタでスパ

イスが効いてて、とても美味しいです。コーヒ

ーも深煎、中煎と選べて他にも飲み物が選

べます。デザートも色々あるのですが・・・次

回注文してみようかな？・・・・パスタでお腹

がいっぱいになってしまうのでデザートまで

食べられません。

今朝は寒かったですね。金魚チャンはヒー

ターが入ってるので温泉に浸かってる状態です。なんて贅沢な・・・・。ストーブを点けたら一段

と元気になりました。寒がりな金魚ちゃんです。ヒーターを入れる前に寒い日があって体調を

崩した時、金魚チャンの頭にまた白い物が４～５個できてて餌をあげるたびに頭をコシコシ指

の腹で擦ってたらあと１個でなくなりそうです。最近頭を中々触らせてくれなくて苦労します。

今日はろ過機上の段、下の段のフィルターの掃除と水を１２ℓ取り替えました。もちろん水温２

２度。お湯を沸かして温度を測って、温泉状態にしてです（笑）

2016.11.7（月）

朝顔が咲きました。昨日は蕾だったそうな

ので、今朝咲いたみたいです。初めて見ま

した１１月の朝顔。季節外れの朝顔もいい

もんです。出遅れ君はまだ葉が２枚から増

えません。まだ蕾があります。いくつ咲いてく

れるのかな～？楽しみです。

金魚チャンはヒーターの入ってる水槽でまっ

たりしてます。昨日社長がブクブクのＭサイ

ズを貰ってきたので、さっそく取り替えまし

た。やっぱり、新しいので出てくる泡も細か

いし多いです。水面は泡だらけです。今日も

ろ過機の上の段のフィルターを掃除しまし

た。金魚チャンは大人しいです。泳ぎもゆっ

くり、大きなあくびをして寝てます。食欲も旺
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盛で良く食べます。午前中は水槽の前にストーブも焚いていたので、午前中からトロトロ寝て

ます。午後は寝ないのかと思ったらいつもの通りＰＭ１時半頃から眠りに入りました。

2016.11.3（木）

とうとう火曜日は金魚チャンの体調は回復

しないまま、餌はほんの少し食べましたが、

ほとんど吐き出してしまい、ひたすらジーッ

としてました。昨日心配で様子を見に事務

所へ行ったら、まー！元気いつもの金魚チ

ャンに戻ってました。水温２２度。こんなに解

かりやすい金魚もいないのでは？・・・・水温

１８度ー餌も食べず元気もない。水温２２度ー食欲旺盛元気いっぱい。今日も餌を沢山おね

だりして、大あくびをした後ＰＭ１時半頃からお昼寝です。午前中にろ過機のフィルターを掃

除して水を１０リットル取り替えました。バケツの水が水温１５度だったのでお湯を沸かして２

２度まで水温を上げて水槽内へ。こまめに掃除、水替えをしようと思ってますが、お湯を沸か

しながらの水替えの時期がやってきたんだと季節の変わり目を感じました。

2016・11・1（火）

１１月です。寒い朝を迎えました。これが普

通なんでしょうけど・・・

朝、出勤したら金魚チャンの様子が変で

す。元気がありません。いつもの通り餌をあ

げたら案の定餌を吐き出しました。食べ方

も弱々しくていつもの元気がありません。外

から見て病気ではなさそうです。どうしたん

だろう・・・水温を見ると１８度。きっと寒いの

かなぁ？金魚チャンの為にストーブを焚きま

した。急いでヒーターもだしたのですが、内

見案内が午前中あるので午後設置すること

にしました。心配だけど９時半にストーブを

消して出掛けました。戻ってきたのが１２時半。急いでストーブを付けてヒーターを設置しまし

た。２時間位経つと水温が２２度。少しづつ元気を取り戻して餌を食べ始めました。一安心で

す。過保護に育てたので体が大きくても弱くて目が離せないです。

案内が終わったのが１２時近く久しぶりに十王ラーメンで昼食にすることにしました。こちらの

ラーメンの焼き豚は口の中に入れると、とろけてしまう程柔らかい、ねぎをトッピング。ねぎの

味付けもサイコーです。なのに・・・１１月６日で閉店してしまうそうです。１５年だったと思いま

すが、長く営業してて、行っても必ずお客さんが居るのにどうしてですかね？「どうして閉店す

るの？」とは聞けませんでした。今まで、美味しいラーメンをありがとうございました。寂しくな

ります。



2019/6/27 新＊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-%E6%96%B0-%E9%87%91%E9%AD%9A%E8%BF%B7%E6%83%91%E3%81%AA%E6%97%A5%E8%… 30/51

2016.10.31（月）

明日から１１月です平成２８年も後１ヶ月で

す。早いですね。この寒い時期に朝顔が頑

張ってます。つるが伸びてきました。右下の

写真の朝顔は「出遅れ君」と名前をつけまし

た。これからどんどん寒くなるのに今頃出て

きました。頑張って育ってきてますが、どこ

まで大きく育つか心配でもあり、珍しいので

要観察です。

金魚チャンのお腹、メタボですね。良く寝

て、良く食べるとこんな体になります。（笑）

今日は良く寝てます静かでいいですよ。たま

に大きなあくびをします。口大きいです。口

角が上がってたらもっと可愛いのに・・と思いました。土曜日に金魚を飼育してる人と話をす

る機会があって水の汚れの事を質問したら、水は毎日取り替えるなら水槽の１/３、ろ過機、

ブクブクのフィルターは毎日掃除をしても大丈夫。そこまでまめに掃除をしないと金魚は汚す

からね。と言われました。さっそく今朝、水１２ℓ取り替え、ろ過機、ブクブクのフィルター掃除

をしました。明日も頑張って掃除をするぞ！

2016.10.27（木）

昨日は暑かったですね。半袖で１日過ごす

事が出来ました。事務所の朝顔が小さな蕾

をつけました。花が咲くのを期待してるので

すが、明日から寒くなるらしいので咲かない

うちに枯れてしまうかも・・・咲いてほしいで

す。お願い！咲いて！

土曜日にオリヅルランの引っ越しをしてから

５日経ったので様子を見に行って来ました。

まだ、根付いてないと思いますが元気でした

よ。土が乾いてたので水を沢山あげて「寒く

なる前に根付いてね。」と言って来ました。

オリヅルランの様子を見に事務所を出たの

がＰＭ１時、金魚チャンのお昼寝の時間です。水槽の電気も消して出掛けて戻ったのがＰＭ

２時半。寝てましたよ。「金魚チャン寝てたの～！」と声をかけるまで起きませんでした。金魚

チャンのお目覚めを確認してから水槽の電気をつけてっと・・・・金魚チャンさまさまです。水

槽の後ろ側にお友達が増えました。ふくろうの鉢です。私の自己満足で置いてるだけで金魚

チャンは知らんふりです。
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2016.10.24（月）

管理してるマンションの道路側に移動しまし

た。狭い鉢の中では窮屈そうで見るたび広

い所に植えてあげたいなぁと思ってました。

植え替えるには時期が遅すぎたかもしれま

せん。これから寒くなるのに、環境が変わっ

てストレスを与えてしまいましたが、元気に

育ってもらいたいです。定期的に回ってるの

で見守りたいと思ってます。鉢が沢山空い

てしまったので、ミントとシクラメンの種を植

えました。

その間金魚チャンはお留守番です。あひる

隊長とせともの金魚と戯れて？いました。

水槽が明るくなってからより一層元気になり

ました。金魚は明るい場所が好きなんでしょ

うか？今日も朝から騒ぐだけ騒いで餌も沢山食べて午後１時頃にはお昼寝です。まったく！

もう・・・・です。また３時過ぎると大騒ぎするんです。私がＰＣに夢中になってても午後４時過ぎ

ると、「餌くれー！」と、うるさく騒ぐので時間に気が付いてありがたいです。

2016.10.22（土）

２０日の木曜日は暑かったですね一日中半

袖で過ごしました。水槽の大掃除をしまし

た。水２/３取り替え、ろ過機とブクブクのフィ

ルター交換水槽の内側のガラスをゴシゴ

シ。やはり汚れてました。綺麗になった水槽

は気持ちが良いです。金魚チャンもご機嫌

のようで大人しくしてましたが食欲も増してし

まったようで飛びついて来ます。事務所で育

てた【オリヅルラン】が大きくなって沢山増え

ました。金魚チャンの水槽の後ろにも置い

てたのですが、あまりにも育ちが良く窮屈で

可哀相なので、管理してるマンションに植え

ることにしました。今以上に大きく元気に育ってもらいたいです。今日旅立ちの日です。大袈

裟ですが・・・水槽の後ろがさっぱりし過ぎてしまったので小さな植木を置きました。水槽も外

の光を浴びて明るくなりました。緑に囲まれた方が金魚チャンも安心するかな？と思ったので

すが、関係ないみたいです。大きなお世話だったかもしれません。【オリヅルラン】の引っ越し

た様子は後日お知らせします。
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206.10.18（火）

１５日土曜日に新宿ＮＳビルの『賃貸経営＋

相続対策フェスタ』へ行って来ました。１ヶ月

前からＦＡＸで予約してたのに案内のＦＡＸは

来たのに招待状が届きません。予約なしで

も入場できると書いてあったので行って尋

ねたら、やはり記録にさえ残ってませんでし

た。聞くと「あー。そちらからのご予約です

か」と言った後は何を聞いても「申し訳ござ

いません」のみ。壊れたテープレコーダーの

ようでした。気分の悪い思いをして中に入る

と、人混みで驚きました。私の目的は出入り

自由なセミナーです。３４社が４０分程のセ

ミナーをして色々なノウハウを教えてくれる

のです。勉強になりまた。しかしこれはオー

ナーさんには教えたい情報でも同業者には

あまり教えたくないんだろうなぁと思いまし

た。業績の良い会社の手の内を教えるんで

すから。私も色々ヒントを貰いました。取り入れていきたいと思ってさっそく行動に移してま

す。

金魚チャンは夜寒いせいか、あまり暴れなくなりました。何をしてもいいよ。あとは私がするか

ら・・・と思ってから気が楽になったのが金魚チャンにも通じたのかしら？・・・なんて（笑）そろ

そろ月１回の大掃除の日が近づいてきました。昨日も水１８リットル取り替えたので水はまあ

まあ綺麗ですが、ろ過機のフィルターが・・・・・汚い。筋肉痛を覚悟しなくては！

2016.10.13（木）

昨日府中の大國魂神社の西側の鳥居で母と待ち合わせをしました。早々と七五三の参拝を

してる家族がちらほら見かけましたが、一家族が大人数なんです。おじいちゃん、おばあちゃ

ん×２、お父さん、お母さん、子供。最低でも７人です。ほとんどがタクシーで乗り入れるので

狭い道でタクシー、一般車が右往左往してました。私と母は近くの喫茶店でランチをしまし

た。そこのコーヒーは美味しく食事も美味しかったです。ちなみに私はハンバーグシチューと

コーンの混ぜご飯と春雨サラダとコーヒーで￥１，１５０でした。

金魚チャンは朝からうるさいです。餌ばかり欲しがって大きな口を開けて騒いでます。餌をあ

げればあげるだけ食べてしまいます。今日は金魚チャンにとってはお腹が空く気候なのかも

しれません。明日は秋晴れみたいです。さて、金魚チャンは食欲？睡眠？どっちでしょう。



2019/6/27 新＊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-%E6%96%B0-%E9%87%91%E9%AD%9A%E8%BF%B7%E6%83%91%E3%81%AA%E6%97%A5%E8%… 33/51

2016.10.10（月）

体育の日祝日です。運動会を催してる学校

も多い事でしょう。晴天ではありませんが、

雨もやみ、丁度いい天候かもしれません

ね。朝顔はスクスクと育ってますが、つるが

伸びてきません。やはり寒くなってきたので

成長が止まってしまったようです。これから

どうなるのでしょうか？このまま枯れてしまう

のかな？季節外れの朝顔！花を咲かせて

みたかったです。金魚チャンは昼食中で

す。餌を食べてる写真を撮ろうと構えていた

ら、まったく食べなくなってしまって、撮るの

を止めたら食べました。私は金魚チャンに

遊ばれてるのか？どこまで人間の行動を理

解できてるのか、偶然なのか・・夜暴れて、

タオルや周りをビショビショにするので、色々対策を考えましたが、止めました。私が朝、周り

を拭いてタオルを洗えばいい事ですから・・・朝、金魚チャンに「もう好きにしていいよ。後は私

が掃除するから・・・」と言いました。あれしちゃダメ！これしちゃダメ！って言っても解からな

いんですから、いいなりになんかなりませんよね。金魚チャンも私が機嫌が悪いか良いかそ

れだけは解かるようなので、怒った顔で金魚チャンを見るより笑顔で金魚チャンを見たいで

すからね。これも一つの個性だと思う事にしました。
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2016.10.7（金）

昨日の実験は失敗に終わりました。朝、行

ったら水槽周りはびっしょり私の写真はグシ

ャグシャ。サランラップで濡れないようにした

はずなのに・・・何故？・・・１回で没です。今

日も外出する時、金魚チャンに「行ってくる

ね」と言って電気を消した後トイレに行き出

てから金魚チャンを見たら、なんと！寝てるんです。「金魚チャン！私が居なくなったらさっそ

く寝るの？」と言ったら、居たの？見たいな感じで慌ててました。まったく！だから夜寝ないの

かしら？外出から帰ってからも寝てるか、あくびしてるか、餌を食べてるだけ。静かでいいの

ですが、運動してません。夜暴れてるから運動不足にはならないのかしら？昼、夜、逆転して

しまったようです。石の掃除をして水６ℓ取り替えました。石を洗ったら茶色の水です。約３週

間ぶりの掃除ですが、ここまで汚れるか！って思いました。最近、【ピコ太郎】の曲が頭の片

隅に住み着いてしまって、ふと、鼻歌で歌ったりしてます。なんか、病みつきになるテンポなん

ですよ。

2016.10.6（木）

いきなり顔の部位を隠した写真。そうなんで

す！金魚チャンを可愛がってる飼育人で

す。今日は私の紹介でなくて、やはり、金魚

チャンは夜暴れます。なんか対策は無いか

と色々試してみましたがダメでした。友達と

金魚チャンの話をしてる時、友達が私の顔

写真を水槽に貼ってみたら？と言われ、考えてみると横から金魚チャンを見ると「餌くれー」と

大騒ぎするのに、水槽の上から覗き込むと大人しくなり、すーっと、水槽の下の方へ行って上

がってきません。いいかも！！さっそく目を見開いて大口開けて「食べちゃうぞー」の顔で写

真を撮り、Ａ４でコピーしてできたのがこの写真です。あまりにも世間様に見せられるような顔

ではないので隠しました。印刷が終わって写真を上から覗き込ませると、水槽の下の方へ行

きました。成功か？待てよ！夜は真っ暗、金魚チャンは夜見えるのでしょうか？失敗か？とり

あえず今晩試してみます。明日が楽しみです。

2016.10.3（月）

１０月です。涼しかったのは１日だけ衣替え

が必要かな？と思いましたが、あくる日は暑

くなり半袖、クーラーです。今日は２５度位で

すが、蒸し暑く動くと汗が出ます。明日は３２

度まで上昇するらしですね。秋の装いをして

る方も見かけますが、私はまだ夏服です。

水槽の水も生温かくガラスにすぐ苔がつき
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ます。今日もガラス掃除と水２０ℓ取り替えました。ろ過機を覗くと３０日にフィルターを掃除し

たばかりなのに、汚い！ショックです。明日掃除しようかな？頻繁に掃除しない方がいいのか

な？検討中です。今日も来訪者の方に開口一番「おっ！鯉か！でかいな」金魚ですと伝える

と、「金魚？何年生きてるの？」３年です。「３年でこんなに大きくなるんだ！でかいな！」と驚

いてました。食欲旺盛でよく食べるので、成長が早いみたです。と言いましたが、最近、金魚

チャンに目を向けてくれるお客様が増えてとても嬉しいです。

2016.9.29（木）

今日は朝から金魚チャンはうるさいです。金

木犀の花を頂き水槽の傍に置いたらとても

良い香りです。仕事中もお花の香りは気持

ちが穏やかになります。なのに・・・金魚チャ

ンは水槽の傍に置いた途端、食べに来まし

た。ガラスの外なのに一生懸命大きな口を

開けて食べてるのに食べれない暫くしてか

ら諦めました。今日は寝ないですね。ずーっ

と動き回ってます石の傍で暴れるので下に

沈んでたゴミやもろもろが舞いあがって水

槽内に雪が舞ってるようです。表現は綺麗

ですが困りもんです。今日はブクブクのフィ

ルター交換とろ過機の上の段のフィルター

の掃除をしました。フィルター交換をしてか

ら９日しか経ってないのに汚れてましたろ過機の下の段も掃除をしないといけなそうです。一

匹なのに汚しますね。よくこれだけ汚せるもんだと感心します。餌も水が汚れないようにと、一

回一回口の中に入るように食べさせてあげてるので、餌が沈んでる事は無いはずなんです

が・・・フンもスポイトで毎回取り上げてるのに、なぜ、こんなに猛スピードで汚れるのでしょう

か？火曜日にセールスの飛び込みがあり、話を聞いていたら、私と話してるのに視線が私と

合わない？そしたらセールスの方が「金魚ですか？大きいですね」と言って、またセールスを

始めたのですがやはり私と視線が合わない。金魚ばかり見てるんです。金魚チャンに恋しち

ゃったのかしら？なんて心の中で思ってました。

2016.9.27（火）

思ったとおりです。朝、水槽周りは大変な事

になってました。ＰＣ周り、ファイル、書類は

セーフでした。今日も夜、暴れると思いま

す。朝、餌を食べてから、ずーと寝てます。

お昼、目が覚めて「餌くれー！」大騒ぎ。

後、ずーと寝てます。水槽の前を歩いても

傍で書類の出し入れをしても水槽の近くで
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金魚チャンの写真を撮っても電話が鳴ってもずーと寝てます。普段はこのような行動をすると

餌を欲しがって大変です。無視してるとＰＣに向かってる私に対して水をかける始末で、うるさ

くてしょうがないのに、気味が悪い程静かです。病気になる前兆か夜型になってしまったの

か・・・今日も完全防備で帰る事にします。

2016.9.26（月）

事務所の朝顔の葉が茶色く枯れてきたので

片づけて土はそのままにしておいたら芽が

でてきました。種が落ちたのでしょう。どこま

で育つのか、花は咲くのか、初めての事な

ので観察していきたいと思います。写真が

小さくて良く見えないけど、これは暴れん坊

金魚チャンの被害状況です。黒のファイル

は飛んだ水でシミだらけ、水槽の隣の観葉植物は常に葉が濡れてる状態です。金魚チャン

は他人事のように写真を撮ってる私を見下げてます。土曜日からビニールシートを被せて帰

ってるのですが、もっと範囲を広げないといけませんね。どうしてバシャバシャするんでしょう

ね。水槽が狭いわけでもないのに・・・あと、窓際の方では暴れないんです。窓際の所でバシ

ャバシャしてくれれば観葉植物に水を上げなくて済むので金魚チャンにも「窓際で暴れて

よ！」と言ってるのですが言う事を聞いてくれません。今日も昼間良く寝てたので夜、暴れる

のでしょうからビニールシートを広範囲にして帰る事にします。

 

2016.9.24（土）

朝から大口開けてお食事です。またまた、

夜大暴れをするようになって、朝見るとタオ

ルはビショビショ、少し離れた書類ケースの

上は水が溜まり、パソコンまで水が飛んで

ます。夜、大暴れしてるせいか、餌を食べる

と昼間寝てます。金魚は夜型なんですか

ね？少し前までは朝、私が起こすまで寝て

たのに・・・だから、朝の餌の欲しがり方が

以上です。あれだけ暴れればお腹すきます

よね。まったく！夜は寝るもんですよ（私の考えですが）今日からは、私の机周りは帰る時に

ビニールシートを被せて帰る事にしました。金魚チャンに怒っても解かる訳ないのですか

ら・・・こちらが気をつけないとダメですね。私たちが居ない夜、金魚チャンはどんな行動をし

てるのかビデオに撮りたいです。いずれですが、実行したいと思ってます。

2016.9.20（火）
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イルカもどきのターンです。昨日の夕方の

事です。何故こんなことをしたのか解からな

いのですが、社長が連写で撮ってくれまし

た。遠くから撮ったのでハッキリ、クッキリ撮

れてないのが少し残念。拡大して見ると金

魚チャンの必死さが伝わってきて、思わず

笑ってしまいます。今日はやっと！やっと！

水槽の大掃除をしました。水、水槽の１/２

取り替え、水槽内をスポンジでゴシゴシ、ブ

クブクの掃除、フィルター交換、ろ過機の掃

除、フィルター交換。ドロドロでした。ガラスも茶色い苔で水もバケツに入れたらコーヒー色で

した。水を全取り替えしたいくらいでした。やろう、やろうと思ってもやらなかったのが今日の

現状です。可哀相に・・・金魚チャンは今日も大人しく決められた時間に餌を食べたら水槽内

をゆっくりと泳いでるか、寝てます。見てると癒されます。可愛いですよ。いつまでも見ててい

たいくらいです。

2016.9.19（月）

今日は敬老の日。お昼を買いにスーパーへ

行ったら【６５歳以上の方は紅白まんじゅう

プレゼント】をしてました。私は祖父も祖母も

他界してるのでお線香とお花を飾りました。

丁度お彼岸の入りですしね。昨日の日曜日

私は休みで朝寝坊をしてボーッとしてたら、

いきなり友達から「今から日光東照宮へ行く

から準備して！近くへ行ったらまた℡するか

ら・・「行きたい」と言った私ですが頭がパニ

ックです。何から手をつけたらいいのか・・・

支度ができ１１時に聖蹟を出て着いたのが

ＰＭ３時半でした。渋滞、渋滞で・・・

どうにか東照宮に着いてからも今度は人の

渋滞です。閉館がＰＭ４時半なので見たい

所だけ回ろうと言う事になったのですが、他

の人も同じ考えですよね。焦らず順路通り

回る事にしました。修学旅行以来だったの

で、とても感動しました。写真の真ん中奥に

写ってるのが「叶いの杉」です。ここは願い

事が叶いやすいそうで、私もお願い事をしてきました。「杉の精霊さん宜しくお願いします。」で

す。後は、修復工事が多く少し残念でした。友達家族はご主人も子供も初めてと聞きました。

２回目はもっと楽しめると思いますよ。金魚チャンは、土曜日は食用旺盛で餌を異常に欲し

がりとても凶暴だったのですが、今日は決まった時間に餌をあげれば後は寝てばかりです。
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気温とか気圧とか天気の影響なんですかね？またまたわからない事ばかりです。静かなの

で仕事がしやすい環境なんですが、静か過ぎて水槽が気になって仕方がありません。土曜日

は「うるさいな～仕事ができないよ」と金魚チャンに文句を言ってたのに・・・金魚チャンからし

てみたら「どっち！」って言いたいでしょうね。

 

2016.9.16（金）

旅行から帰ってから個人的雑用が多く疲れ

が取りきれないまま昨日は有休をもらって、

定期検診へ行って来ました。普段気がつか

なかった電車の発車メロディーに耳を傾け

たらＪＲ登戸駅の発車メロディーが「ドラえも

ん」でした。いつから？私は良く利用する線

なんですが、まったく気が付きませんでし

た。事務所は聖蹟桜ヶ丘にあるので、メロ

ディーの「カントリーロード」をホームで良く口

ずさんでます。朝から行って病院を出たのが１時半。お腹が空いてたのでマックへ昼ランチ４

００円。時間ギリでした。「お決まりの方こちらへどーぞ」元気のよい声。注文が終わって顔を

見ると素敵な笑顔。んっ？意外と年齢がいってるような・・・。高校生くらいのお子さんが居て

もおかしくない年齢の方でした。声が若いって得ですよね。私は年相応の声をしてるのでとて

も羨ましいです。それより一日も早く疲れを取りた～い！金魚チャンにも９月に入ってから、

まだ８日しか会ってないんです。水槽も汚れてるので大掃除をと頭では考えてるのですが、体

が動かなくて・・・来週こそ大掃除します。金魚チャン待っててね！

2016.9.10（土）

ご招待で２泊３日の伊勢志摩へ行って来ました。平日にも関わらず何処へ行っても大変な混

雑で驚くばかりでした。外国人の観光旅行も大勢いましたが、社員旅行が多く、ある会社で

は観光バス１１台で来てました。台風が近づいてましたが、天気が良く帰りの名古屋へ向かう

高速で雷とどしゃぶりの雨にあったくらいでした。伊勢の松坂牛、名古屋のひつまぶし最高に

美味しかったです。ホテルも料理が美味しくて２キロは太って帰った人が多かったようです。

私もその中の一人です。まず初めに伊勢神宮参拝です。内宮だけで外宮は行けませんでし

た。不思議な事が起こったんです。私の連れの女性がご利益があるようにと内宮内の大木を

何本も触るので、私が「友達から聞いたんだけど、内宮内の大木には良いパワーをくれる木

もあれば悪いパワーをくれる木もあるのでやたらと触らず宮司さんが、定めた木だけを触っ

た方がいいよ。ちゃんと木の所に書いてあるから・・・」と言われたよと教えてあげたのですが

信じなかったようです。次の日の見学中坂道で転んで足を骨折しました。みんな同じ道をおし

ゃべりしながら歩いてたのに彼女だけです。（高齢なんですが）偶然ですよね。きっと・・・でも

彼女頑張りましたよ。その後の見学場所せっかく来たのだからと言って全部見学しましたよ。

足引をきずりながら。それも知らない土地の病院へ行きたくないと言ってシップとテーピング
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で家に着いたあくる日に病院へ行って骨折

がわかって、今、ギプスだそうです。「当分

の間外に出られないから家で大人しくしてま

す。」と電話が来ました。写真の鯉は伊勢神

宮の池の鯉です。黄金に光る大きな鯉で

す。金魚チャンが小さく見えます。金魚チャ

ンは社長とお留守番でしたが、私が居ない

のがわかってるのか、タオルはビショビシ

ョ、水槽は思いっきり汚してました。まるで小

さい子供のようです。今日は水を９．５リット

ル取り替え、ブクブクのフィルター交換、麦

飯石濃縮液をキャップ２杯入れ簡単に済ま

せてしまいました。昨日は疲れて水槽掃除

はズルしてしまいました。近々大掃除をしな

いと・・・

2016.9.5（月）

この写真はとっても偶然なんですが、私は

明日から３日間ご招待で知り合いと旅行へ

行って来ます。なので、朝から水槽ガラス掃

除と水を９．５リットル交換しました。掃除が

終わってから金魚チャンに「明日から３日間

私はいないから良い子にしててね」と金魚チ

ャンに言ったらスーッと水槽の奥の方へと

行って私にお尻を向けたままジーッとしてる

んです。まるで人の言葉がわかるかのよう

に・・・・偶然ですけどね。きっと。。。偶然と

わかっていても「寂しくていじけちゃったの？なんて可愛いのかしら」と勝手に思ってる幸せ者

です。今日も３日分沢山触りました。金魚チャンは餌を沢山食べて、トロトロ寝てます。触られ

過ぎて疲れてしまったみたいです。私が居ない時の最近の心配は水を人にかけたり、人がい

なくてもバシャッとやるのでカーペットや書類がビショビショになってしまうことです。連れて行

けるものなら連れて行きたいです。

 

2016.9.2（金）
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９月です。早いですね。昨日は新月でした。

お願い事はしましたか？私はしました。テレ

ビを観ながら・・・願い事叶ってくれるかな

～？９月に入ってからやはり秋を感じます

ね。昼間暑いのに朝、晩は涼しくなってきま

した。今年は金魚チャン用クールファンが大

活躍しました。昼間は事務所のクーラーが

入ってるので、帰る間際にクールファンをつ

けたまま帰るのですが、８月は朝来ると２８

度位になってましたがそれ以上になる事は

なかったです。金魚チャンも水温が３０度を超えると機嫌が悪くなるので大助かりでした。９月

に入ってからこの２日間夜つけたままにして朝水温を見ると２５度でした。そろそろクールファ

ンをつけて帰らなくても大丈夫みたいです。金魚チャンは体調が絶好調らしく、大きな口を開

けて「餌くれ～！」と騒いでます。落ち着きが無くうるさいです。『天高く金魚肥ゆる秋』です。

 

2016.8.30（火）

先週の月曜日に台風が来たばかりなのに

今日も台風騒ぎです。多摩地区は被害は無

かったものの東北地方の方は不安な日を

送ってる事でしょう。早く温帯低気圧になっ

て静かに通り過ぎてほしいです。金魚チャン

は最近寝起きに寝ぼけるのか？おかしな行

動をします。今回も「えっ！なに？どうした

の」みたいな、まぬけな顔をしてこれがま

た、たまらなく可愛い。このあと、いつもと全

く違う態度で、トローンと「餌ちょうだ～い」されると、「あ～よしよし」ってあげてしまう・・・食べ

る時も半分寝てるみたいに口を開けるけど吸いこまないで口先でチョボチョボ食べるんです。

食べたくないのかと思ってあげるのをやめると豹変して「餌くれ！」って感じでいつも通りすご

い食べ方をします。声が出たらもっと可愛いのにと思ってます。

2016.8.26（金）

カメラ目線の金魚チャン！お昼寝から覚め

たところです。今日はとても眠いらしく「おー

い！起きろ！」と声掛けてもボーッとしてて

餌も欲しがらず、また眠りに着きます。最近

は餌の欲しがり方が多い時と寝てばかりで

４回の餌だけで済む時とまちまちです。時間

は覚えているようで朝とＰＭ１時、ＰＭ４時３
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０分、帰り間際の近くになりと大騒ぎして餌を欲しがります。３年も経つと色々な事を覚えて、

私がちょっとしつこく触ると一度は私から離れるのですが、腕目がけて攻撃してきます。口で

チュチュチュと突くような吸うような・・・歯が無いから、逆に私は嬉しいのですが、金魚チャン

は必死のようです。最後は尾でバァーン！と叩いて去りますが大きいので以外とこれは痛い

です。自分の意思を伝えてるのかな？金魚に意思などあるのでしょうか？

2016.8.22（月）

今日関東地方は台風直撃だそうです。朝か

らテレビ・ラジオで台風情報を常に耳にしま

す。私達も朝はいつもより少し強い雨か

な？くらいだったのに昼近くになると雨、風

が強くなり近くのラーメン屋さんで昼食をし

たのですが、行きも帰りもビショビショになっ

てしまいました。午後３時を過ぎたころから

台風の目に入ったのか雨が止み風も吹かなくなりました。今日は１ヶ月ぶりにろ過機とブクブ

クのフィルター交換と掃除、水を水槽の３分の１取り替えました。水槽が綺麗になって気持ち

良くなったのか金魚チャンはフンをちょこちょこします。綺麗にしたばかりなのに・・・一生懸命

フン取りをしてると腕に絡まってきて邪魔をされました。悔しいのでちょっと意地悪を・・・少し

離れたところで餌を見せて写真を撮りました。欲しくて欲しくて必死に上がろうと頑張ってる写

真です。体が重いのでこれ以上、上がることはありませんでした。

2016.8.18（木）

今日から仕事です。朝、行ったら金魚チャン

は私の顔を忘れてませんでした。「餌くれ

ー！」で大騒ぎです。私がいない間は大暴

れしてタオルやカーペットをビショビショにし

たらしいです。昨日は猛暑だったので水温

が上がって金魚チャンは大丈夫かな？とと

ても心配でした。が 元気で「ホッ！」としま

した。身内に不幸があった為実家で休んだ気がまったくしませんでした。携帯にメールが来る

と社長から「金魚がダメになった」というメールかと思って急いでメールを確認しました。その

ようなメールが無く昨晩は胸を撫で下ろしました。朝の挨拶で指を入れたら近づいて来てくれ

て嬉しかったですね暴れたらしいのですが、傷もなし、鱗も取れてない、食欲もある、元気、

ばんざ～い！！です。

 

2016.8.12（金）

金魚チャンは今月で事務所に来てから３年になりました。大きくなって長生きしてもらいたい
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です。先日、人間の言葉がわかってるのか

偶然か、帰り際に餌を欲しがったので餌を

あげたら口に入れたり出したり餌で遊んで

たので「餌で遊ぶんじゃないの！」と、怒っ

たら水槽の下の角に行って知らんふりして

るんです。餌がまだ浮いてるのに・・・イジケ

テしまったんですかね朝見たらしっかり食べ

てました。私は日曜日の午後から夏季休暇

に入ります。身内に不幸があり、お通夜、告別式とあわただしい休暇になりそうです。やはり

夏は亡くなる方多いそうで、約１週間後でないと葬儀ができないそうです。その間金魚チャン

の世話を社長にお願いする為、箇条書きにして渡しました。連れて行きたい気分です。なん

か、今日の金魚チャンは凛々しく撮れてませんか？（笑）

 

2016.8.9（火）

昨日の可愛さが忘れられず、待っていられ

なかったので今日も指を入れてみたら飛び

かかってきて指をパクッと食べられてしまい

ました。歯が無いから痛くないけど、餌と間

違えたのか機嫌が悪かったのか昨日と全

然違う・・・まるで別魚みたいです。４ヶ月ぶ

りに石を洗いました。汚かったです。臭かっ

たです。金魚チャンが石を舐めたり、吸ったり、口に含んだりするので掃除しなくてもいいと思

ってたので、ろ過機を掃除したり、水を取り替えたりだけをしてましたが、ダメですね。水の臭

みが無くなりました。金魚チャンはあくびをしながら、トロトロ居眠りをしてます。

2016.8.8（月）

見て下さいこの写真！かわいい！かわいい！金魚チャンはお寝坊さんで朝、私が事務所に

着いてもまだ寝てて「おーい！金魚チャンまだ寝てるの？」「おーい！朝だぞ～！」でやっとビ

クッと動いて目覚めました。「ビックリさせちゃってごめんね」と言って水の中に指を入れたら、

金魚チャンから近づいて来て甘えてきたんです。右のほほをナデナデしてるんですよ。初め

近づいてきた時は餌と間違えて指を食べられるのかと思ったのですが、違いました。感激で

す。これ１回限りです。もう甘えに来てくれません。餌を食べてる時には触ってても大丈夫で

すが、何もない時に触ろうとすると逃げられてしまします。まして金魚チャンの方から近づいて

くるなんて・・・次回はいつになるのか、ツンデレの金魚チャンなのでジッと待ってるしかありま

せん。昨日友達に借りてた６０㎝水槽をとりに来た時に金魚チャンを見て、一段と大きくなっ

たとビックリしてました。「どれくらいまで育つんだろうね６０センチワイドの水槽が大きく見えな

い」と言って笑ってました。今日はろ過機、ブクブクの掃除、フィルターの掃除、水を7.5リット

ル足し一度は入れるのを止めてた麦飯石濃縮液をキャップ2杯入れました。
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2016.8.5（金）

暑いですね。水槽のファンを回さないとぬる

ま湯状態で金魚チャンは朝元気がありませ

ん。事務所のエアコンをつけて暫く立つと元

気になって餌を欲しがります。今の悩みは、

毎年恒例の夏季休暇中の金魚チャンのこと

です。休みはできる限り重ならないようにし

てますが今年も１日は重なってしまい、私は

実家に帰ってしまうので社長が様子を見に

来てくれる事になりました。ワンちゃんや猫

ちゃんみたいに連れまわす事が出来ないの

で困ります。人間の姿がなければ、体力の

消耗を抑える為にジーッと大人しくしてると

思うのですが・・・毎年、毎年、ＧＷ、冬期休

暇、夏季休暇前になると悩みます。稚魚ではないので、ほっとけばいいのですが、ほっとけな

いんです。金魚離れできない飼い主です。暑苦しさを少しは爽やかに、あと、私の好みで金

魚の暖簾です。金魚の風鈴も欲しかったのですが、仕事中意外とあの音がイライラするんで

す（笑）

今日は水５，５ℓ取り替えて、ココア入りの餌は８月から止めて普段通りに戻しました。金魚チ

ャンがまっ黒なフンをしたのが６月２４日それから７月３１日迄長かったですね。白雲病になっ

た時もそれくらいかかったかも？それ以上かな？白雲病の時はいささか疲れてしまいまし

た。元気のままで居てほしいです。
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2016.8.1（月）

今日から８月です。今年も後４ヶ月です早い

ですね。昭和６３年から「キャンパス空室情

報」を発行させて頂いておりましたが、７月

末で廃刊することとなりました。社長は苦渋

の決断だったと思います。私は勤めて６年

なので廃刊は残念とは思いますが、社長程

ではありません。繁忙期の時は忙しすぎて、

イライラして血圧が一気に上がり頭の血管

が切れるかと思った事が何度もありました。

今は情報誌がなくなって抜け殻状態なので

良い思い出です。この６年間毎週月、火は

情報誌収集日なので冠婚葬祭以外は休む

事が出来ず、熱があっても毛布を被ってマ

スクをして仕事をしてました。金魚チャンも

かまってあげることができず、何度がストレスで体調を崩したこともありました。甘やかし過ぎ

なんですけどね。これからは金魚チャンが嫌がる程かまってあげようと思ってたのですが、今

度は外に出る事が多くなり、地鎮祭のお手伝いとか、土地の大きさを測ったり、管理してるマ

ンションの見回りとか、金魚チャンは一匹でお留守番が多くなってしまいました。電話に出てく

れると大助かりなんですけど・・・（笑）これからは、違う方向で仕事に取り組む事にしました。

これからも頑張ります。金魚チャンも頑張ります（何を？）宜しくお願いします。

2016.7.28（木）

梅雨明けしましたね。これから夏本番で

す！8月はいつもより暑い日が続くそうです

ね。汗っかきの私には辛い日々が続きま

す。今日朝一で宅急便のお姉さんが荷物を

持って来てくれたのですが、とても厚くファン

デーションを塗って、まるで蝋人形みたいで

した。きっと日焼けしたくないんでしょうね。

シミ、ソバカス、シワが増えてしまいますから

ね。それより熱中症にならないように気をつ

けて下さい。いつもお世話になってます。右

の写真はお客様の視線から撮ってみまし

た。入口を入って左側に水槽、お客様はま

っすぐに進んでもらうのですが、この写真の

場所でスリッパに履き替えてもらうので、水

槽が目に入る方は見てくれますし、交渉とかで頭がいっぱいの方はスリッパに履き替えるの

も忘れてズカズカと入ってきます。そんなに焦らなくても・・・・と心の中で思ってます。金魚チャ
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ンはそのような波動？とか感じてるのか落ち着きがありません。いつもお客様が来る前に

「金魚チャンいい子にしててね！騒がないでね！」と言ってるのですが、ガツガツと来る人に

対しては、金魚チャンは騒がしいです。何か感じるのか、偶然なのかわかりません。社長が

「まねき金魚だな」と言ってました。私も「その通り」と思ってます。沢山仕事を運んで来てね！

金魚チャン！

2016.7.25（月）

月に1回の大掃除です。ろ過機、ブクブクの

掃除、フィルター交換、水槽内の掃除、水を

１/３取り替えました。金魚チャンは相変わら

ず掃除の邪魔をします。私の指を餌だと思

い食べに来ます。水槽に指を置いてると食

べられます（笑）最近は「すばやい水づくり」

や「麦飯石濃縮液」は入れてません。入れ

ても汚れ方は同じなような気がしてきまし

た。それより毎日少しずつ水を入れ替えた

方が良いような・・・。水槽が大きくなってから掃除が大変です。必ず次の日筋肉痛になりま

す。金魚チャンもそれなりに大きくなってるので、まぁ、よく汚してくれます。ココア入りの餌を

あげてから２５日。下に沈んでる石がココア色になってます。少し前から石は掃除するのを止

めました。金魚チャンが石を口にしたり舐めたりしてるので、様子を見てます。気に入った白

い石は表面が綺麗になってるので、たまにひっくりかえしてあげてます。

2016.7.21（木）

日本橋アートアクアリウムへ行って来ました。夏休み前なので空いてるかな？と思い出掛け

ましたが、早い所はすでに夏休みに入っていたようで、後、大変だったのは熟女グループが

多く少女のようにはしゃぎまわってうるさいのと他の人の迷惑をまったく気にしてない態度に

腹立たしい思いでした。展示されてる金魚の一番良い所をとって金魚を見てるのかと思えば

人の噂話とか子供の話に夢中で「どこか角で話してよ」と言いたかったけど言いませんでし

た。そういう方達は言ったら大変大きな声で大騒ぎするんです。私１度経験済みなので我慢

しかありません。金魚達は可愛く、優雅に泳いでました。母を連れて行ったのですが、あまり

乗り気ではなかった母が「金魚ってこんなに可愛いなんて初めて知った。」と言ってくれまし

た。ただ、金魚は餌が欲しくて人間が近づくと寄ってきて口をパクパク開けるのですが、その

動作がとても可愛いいんです。私も金魚チャンが来るまでは、金魚は単なる観賞用くらいにし

か思っていませんでした。金魚チャンを毎日見てると、懐くし、愛情も湧いてきます。もう１度

ゆっくりと見たいです。押すな！押すな！の騒ぎで近くで見てるとスマホやカメラがボンボン顔

に当たります。金魚グッツを買おうとしましたが、人がすごくて何も買わず金魚カフェでソーダ

ー水を飲んで会場を後にしました。外に出てオープンカフェでパスタを食べました。あさりと夏

野菜のパスタ美味しかった。事務所に戻り金魚チャンを見て、触りまくってしまいました。金魚

チャンは「なんだ！こいつ！いつもと違うぞ！」みたいな感じで私は警戒されてしまいました
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（笑）可愛い金魚を沢山見てきましたが、や

っぱり金魚チャンが一番可愛いです！

2016.7.18（月）

暑いですね。これから夏本番だと言うのに

すでに夏バテしそうです。私はとても日焼け

しやすい体質（決して色白ではありませ

ん。）なので、暑がりなのに日焼け止めクリ

ーム、長袖、日傘と日焼け対策をする為汗

が止まりません。先日デパートへ日焼け止

めクリームを買いに行った時販売員の方に

「飲む日焼け止めがありますがいかがですか？」と言われ即購入しました。やはり絶対に焼

けないというわけでもなく、うっすらと焼けてしまいます。でも、今年の夏はこれでいってみよう

と思ってます。金魚チャンは生ぬるい水の中で元気プラス食欲旺盛です。食べさせる量はま

た、元に戻ってしまいました。ココアはまだ入れてますけど・・・。餌の量を元に戻してからは飛

びついて餌を食べたりしません。これが金魚チャンにとっては丁度いい量なのかなと思いまし

た。

2016.7.14（木）
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金魚チャンとハッピーキャットです。もう少し

金魚チャンが下だとハッピーキャットの耳の

間に乗ってるように撮ろうと思ったのです

が、うまくいきませんでした。金魚チャンも言

う事を聞かず（わかるわけないですよね）何

度挑戦してもダメでした。いつか撮れたら面

白い写真になると思います。今日は、ろ過

機とブクブクのフィルターの掃除をしました。

半月でけっこう汚れますね。全取り替えは１ヶ月に１度にしてます。ココア入りの餌を食べてる

ので、汚れもココア色です。私個人の意見ですが、水槽内の水の臭いが夏の海の臭いとかカ

ビ臭いような臭いがしたのですが、ココア入りの餌を食べさせてからはそれがなくなったよう

な気がします。金魚チャンも気に入って食べてくれるので暫くココアを食べさせようと思いま

す。

2016.7.11（月）

選挙には行きましたか？投票済証明書をも

らってみようと思いましたが、誰ももらってな

いし、職員に声もかけてないので、私もそそ

くさと出てきてしまい、貰い損になってしまい

ました。あの静かな状況で自分で言わない

と貰えないというのは、なんとも声をかけにく

いです。しかし、選挙割を使ってみたい気も

します。ネットを見ると私が住んでる近場には選挙割をしてる店がないみたいです。私は、辻

利の抹茶ソフトが２００円割引にとても惹かれてしまいました。私は抹茶好き、金魚チャンは

ココア好きです。（無理やり）ココア入り餌を食べさせて１５日になり、やっと普通のフンをしてく

れました。水槽は汚れるのですが、健康な太くて長いフンをしてくれると嬉しいです。この口で

私に飛びかかってくるんです。おー！こわっ！

2016.7.7（木）

今日は七夕ですね。七夕は五節句のひとつで、縁起の良い「陽数」とされる奇数が連なる7

月7日の夕べに行われるため「七夕の節句」といいます。また、笹を用いて行事をすることか

ら、別名「笹の節句」と呼ばれているそうです。短冊は、願い事によって短冊の色が違うみた

いなので私は青で願い事を書いて星に願いを捧げたいと思ってます。今夜は空を眺めてロマ

ンチックな気分になりましょう。ロマンチックとは、かけ離れて金魚チャンは食べる事しか考え

てません。ピンクの線で囲った部分水槽のガラスが透明になってるところですが、金魚ちゃん

が常に餌を欲しがって鼻上げをするので、そこだけガラスが綺麗です。まだ、ココア入りの餌

をあげてて、食べてる量に似合わない小さくて細いフンをしてるのに食欲だけはハンパない

んです。目が合うと餌を欲しがるので、顔が見えないように目隠しをすると、細い隙間からこ

ちら見てるんです。まるで「家政婦は見た」です。これで目が合ってしまうともう大変です。可
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愛いからずっと見ていたいのに、餌をあげ

る時と金魚チャンが寝てる時しか見る事が

できないのです。辛いです。

2016.7.5（火）

昨日と変わって今日は涼しいですね。昨日

はこの暑さが続くと思い水槽用クーラーをつ

けたまま帰宅しました。朝、部屋が涼しいと

言うより寒い位でしたので、金魚チャンが心

配になり事務所に行くと部屋は、蒸していて

水温も２８度でした。「よかった！」水温が下

がり過ぎて風邪引いてたら一大事です。急

いでクーラーを消して窓を開けて空気の入れ替えをしてもまだ２８度のままです。金魚ちゃん

は居心地が良いのか、朝から「餌くれー」で大騒ぎです。ブクブクのフィルターを交換して餌を

あげたら、「もっと！もっと！ちょうだい！」アピールです。心を鬼にして・・・でも、負けてしまい

少し多めにあげてしまいました。今日は今までの量の半分まで増やしてしまいました。フンも

プチプチと途切れてるのですが、ちゃんとしたフンをしてます。あともう少しかな？と思ってま

す。追伸、今日は私の誕生日です。○歳になりました。

2016.7.4（月）

７月になりました。蒸し暑いですね。水槽を覗いてみると、水温３０度でした。急いでクーラー
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を取り付けましたが、６０センチ水槽用なの

で中々水温が下がりません。後、ライトが以

外と熱いです。水が生温かいので、水９ℓ取

り替えると、金魚チャンはトロトロと眠りにつ

きました。ココア入り餌団子は土、日と２回

お休みしてみました。今朝来たら、透明なフ

ンをしてました。透明や白いフンは良くない

んですよね？今日からまたココア入り餌団

子です。土、日を除いて９日間になります。金魚チャンは元気で暇さえあれば「餌くれ～」状態

です。元気なのが救いです。

2016.6.28（火）

ココア入りの餌を上げてから５日になりまし

た。透明な袋に入ったフンはしなくなりまし

たが、ココア色の途切れ途切れの小さくて

細いフンを少しだけしてました。情けない顔

して「餌ちょうだーい！」と言ってるように私

の顔を見ます。餌をあげてしまいそうなの

で、私側を隠したのですが、お腹空いてるん

ですよね。今まであげ過ぎてたので・・・この

５日間は今までの３分の１くらいです。餌を

上げる時は飛びついて来て怖いくらいです。

お腹をすかせたピラニアみたいです（笑）最

初は絶食させようと思ったのですが、餌をあ

げないと暴れるんです。気が狂ったみたい

に頭を振って餌ちょうだいアピールをしま

す。こんなに元気なら（甘いですよね）少しならあげても大丈夫かな？と思い現在に至ってま

す。早く元気になってね。*金魚チャン*

2016.6.27（月）

ココア入り餌団子をあげて４日目になりまし

た。金魚チャンはとっても元気です。金曜日

は１日１回、土曜日と日曜日は1日２回、今

日は３回餌をあげてしまいそうです。ココア

入りでも嫌がらずに食べてくれます。やっと

今日ココア色のフンをすこーし、してくれまし

た。まっ黒なフンをしてから便秘でした。思

い返せばまっ黒なフンをする何日か前から透明な袋に入ったフンしかしなくて「どうしたんだろ

う？」と思ってました。金魚チャンにも「ちゃんとしたフンしないと嫌いなココア浴だよ」と言って
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ました。なぜ、あの時早く処置しておかなかったんだろうと後悔です。最近大きくなって病気も

しなくなったので、自然に治るだろうと、高を括ってました。反省です。金魚チャンはお腹が空

いてるので餌を上げると飛びついて来て私の指まで口に入れます。こんなに元気なら少しは

安心ですが、一日も早く健康なフンをしてくれる事を願ってます。

2016.6.24（金）

金魚チャンが大変です！！朝、水槽を覗い

たら、まっ黒なフンが舞ってました。金魚チ

ャンは元気なんですが餌を食べません。ネ

ットで調べたら、餌を変えてなければ消化不

良みたいです。何日か前から透明な袋に包

まれたフンをしてました。消化不良の原因

は、食べ過ぎ、気温の変化、水温の変化、

だそうです。全部当てはまります。どうしよ

う？とりあえず、水槽の環境を良くしなけれ

ばと、水槽の２分の１水を取り替えろ過機の

フィルター交換、ブクブクのフィルター交換を

しました。午前中は水槽にカバーをしてそっ

と寝かせておいて、午後からカバーを外して

餌団子を一粒それもココア入り、消化不良

にはココアが良いらしく、餌団子に混ぜてあげました。最初違和感があり、吐き出そうとした

のですが、タイミング良く口の中に押し込む事ができモゴモゴと暫くしてましたが、ようやく食

べてくれました。健康なフンをしてくれるまではココア入り餌団子をあげるつもりです。

2016.6.23（木）

観葉植物の位置を変えたら空間がなんとな

く寂しいので、【ねこのミクスギャラリー】にも

載ってる風水ハッピーキャットを置く事にし

ました。【ねこのミクス】は頂いた招き猫や旅

先で購入したり自分の家から持ってきたりし

て沢山集まった猫ちゃんの置物のギャラリ

ーです。ピンクのハッピーキャットは、恋愛、

結婚らしいのですが、ピンクのハッピーキャットにも見放されてしまった私は・・・今度は金魚

チャンを見守ってて貰うことにしました。『あひる隊長』はとうとう沈没してしまい金魚チャンの

異常な攻撃もうけなくなりました。邪魔物？が居なくなって優雅に泳いでます。今度は何を入

れてみようかな？と思ってます。

2016.6.21（火）
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今日から「新＊新・金魚迷惑な日記」にな

りました。ちょうど１年です。金魚チャンも今

年の８月で３年目になります。最近は大きく

なったおかげで病気もせず私は毎日癒され

てます。写真の朝顔は社長が毎年種から成

長を見守り花を咲かせてます。去年は花が

咲いてから事務所にもってきたので、環境

が変わったせいか、すぐに枯れてしまいまし

た。きっと直射日光で無いと育たないのだと

思っていたのですが、今年は種から事務所

で育てたら元気にスクスクと大きくなり何処

よりも早く朝顔が咲きました。赤紫色の可愛

い花です。頂き物のりんごを水槽の外に置

いたらお決まり通り、りんごにまっしぐら「お

い！おい！」って感じです。やっと朝顔、金

魚チャン、りんごの３ショットが撮れました。
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