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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Ⅲ金魚迷惑な日記

ゲストブックはこちらからお願いします。

金魚迷惑な日記   新・金魚迷惑な日記

 新々 金魚迷惑な日記  新＊新Ⅱ 金魚迷惑な日記

金魚迷惑な日記は「新＊新Ⅳ」へ移行しました。

2019.3.5（火）

昨日の寒さがうそのような暖かさです。三寒

四温の時節柄、くれぐれも体調を崩さないよ

うにして下さい。

金魚チャンは餌を食べてくれたのが３月２

日の一日だけで次の日からまた食べてくれ

なくなりました。良く観察して見るとエラの下

あたりが、小刻みに震えてるというか痙攣し

てました。あら塩が無くなったので、熱帯魚

屋さんに行ったときに、金魚チャンの症状を

話したら、細菌が体内に入ったのではないかと言う事でした。塩水浴をした方がイイと言わ

れ、ゲストさんが教えてくれたように、一度に濃くしないで徐々に濃くして、１０リットルに小さじ

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/%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/%E9%87%91%E9%AD%9A%E8%BF%B7%E6%83%91%E3%81%AA%E6%97%A5%E8%A8%98/
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https://campus-all3.jimdo.com/%E6%96%B0-%E6%96%B0%E2%85%A3-%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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１杯なので６０リットルなので６杯まで規定量を入れて様子を見てます。少し落ち着いたみた

いですが、たまに、急に暴れます。その時はエラの下のあたりが小刻みに痙攣してます。

色々な物を買い集めてしまいましたが、やはり、ゲストさんが言ってたように、魚をみてくれる

獣医さんに診てもらった方がいいのかなぁ。

2019.3.2(土）

暖かいですね。春はもう近づいてます。私の

気持ちも春に近づいてます。

金魚チャンが１０日も餌を食べなくて心配で

した。ゲストさんが

もうそろそろ、ろ過機を取り付けたら？と水

質検査試験紙でチェックをしたら？とアドバ

イスを頂き、即、ネットで購入、昨日頼んで

本日昼に届きました。ろ過機を朝、取り付け

て水３０リットル、あら塩小さじ１杯を入れて

１時間ほど経った時に金魚チャンが餌を欲しがる仕草をしたので、小さな餌団子をあげたら

最初の１個は吐き出しましたが、４個中３個食べました。嬉しかったです。１０日振りです。少

しでも餌が体内に入ったせいか、元気を取り戻してきてくれました。水質検査試験紙テトラ

6in1で水質を測ったら亜硫酸塩と硫酸塩がゼロではありませんでした。ゲストさんにアドバイ

スして頂き、これからの換水方法を１か月間続けて水槽内環境を整えていきます。

 

2019.2.28(木）

明日から３月ですね。今日は寒さが戻ってし

まいました。ストーブの温もりが心地いいで

す。

今日水３０リットル取り替えてあら塩を小さじ

１杯入れました。左側の鱗の盛り上がりも

減り、赤みもほとんどありません。外から見

ると治ってるようですが、まだ、餌を欲しがり

ません。今日で９日です。心配です。金魚チ

ャンをよーく観察してみると、たまにですが、

体が小刻みに震えます。その後、急に泳ぎだしたり、体をビクッ、ビクッ、とさせたりします。ネ

ットで調べたところ、もしかしたら、腸炎かな？と思い始めています。フンも半透明な綿のよう

なのをしてます。餌を食べてないせいか、量も減って来てます。呼ぶと来てくれますが、なん

か弱弱しいです。何もしてあげられない自分が歯痒いです。

金魚チャンは白いプラスチックの下いる時間が少し長くなりました。外を見ながら何を考えて

るのかなぁ～。お腹痛いのかなぁ～。
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2019.2.25（月）

少しづつ春を感じる今日この頃です。嬉しい

のですが花粉が・・・辛いですよね。

今日は水を３６リットル取り替えてあら塩を

軽く小さじ１杯入れました。２０日、２１日とエ

ルバージュで薬浴して４日あら塩治療をして

ますが、外から見た感じでは良好のようで、

左の鱗１枚の膨らみと赤みが気になるくら

いで、後は綺麗になりました。これが重傷？

なのか、今日で６日、餌を欲しがりません。

ネットで検索したら１ヶ月位は食べなくても大丈夫らしいのですが、本音は一日も早く餌を欲し

がってほしいです。ダイエットを決めたので少なめにしますが・・。

金曜日に取り付けたプラスチックですが、昨日から少しは、通り過ぎてみたり、数秒立ち止ま

ったりしてます。まだまだそこでは大人しく寝てくれないですね。

2019.2.22(金）

暖かいですね。ストーブを点けてないのに事

務所内は１９度もあります。

このまま春になって欲しいのですが・・・。

今日は水を５０リットル取り替え薬は入れず

にあら塩を小さじ１杯入れました。絶食中で

す。金魚チャンも餌を欲しがりませんし、欲

しがる仕草もしません。右側にあったぶらさ

がってた鱗、はさみで切りました。左側も赤

みが無くなってきて、鱗の内側が盛り上がっ

てるのがちょっと心配です。

大人しく寝てるのですが、やっぱり背びれが

水から出てしまうのが気になってたのです

が、ゲストさんからアドバイスを頂き、やって

みましたが金魚チャンは背びれに何か当た

るのがとても嫌みたいで、鼻あげして白いプ

ラスチック持ち上げようとしたり、尾で叩い

たりするのですが、ビクともしないとわかっ

たら、狭い所で大きな体を小さくして背中を

出して寝てます。水面をすべて覆ってしまっ

たら、金魚チャンはストレスで暴れるんだろうなぁと思います。が 白いプラスチックの下で寝

てくれないものか一生懸命お願いして声掛けしてるのですが、通じてくれません。イヤなもの

はイヤなんでしょうね。今はろ過機も外してるのでその間は設置したままにしておくつもりで

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

https://campus-all3.jimdo.com/%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E5%BB%BA%E7%89%A9%E4%BE%A1%E6%A0%BC%E6%9F%BB%E5%AE%9A%E6%A5%AD%E5%8B%99-%E7%84%A1%E6%96%99/
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https://campus-all3.jimdo.com/%E4%B8%BB%E3%81%AA%E5%8F%96%E5%BC%95%E5%85%88-%E5%8F%96%E5%BC%95%E5%AE%9F%E7%B8%BE/
https://campus-all3.jimdo.com/%E3%81%94%E6%8C%A8%E6%8B%B6/
https://campus-all3.jimdo.com/%E4%BC%9A%E7%A4%BE-%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E8%80%85%EF%BE%8C%EF%BE%9F%EF%BE%9B%EF%BE%8C%EF%BD%A8%EF%BD%B0%EF%BE%99-%EF%BD%B1%EF%BD%B8%EF%BD%BE%EF%BD%BD/
https://campus-all3.jimdo.com/%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E5%86%85%E3%81%AE%E6%A7%98%E5%AD%90/
https://campus-all3.jimdo.com/2018-2019-%EF%BD%B2%EF%BE%99%EF%BE%90%EF%BE%88%EF%BD%BC%EF%BD%AE%EF%BE%9D/
https://campus-all3.jimdo.com/%E3%81%94%E7%9B%B8%E8%AB%87-%E3%81%8A%E5%95%8F%E5%90%88%E3%81%9B/
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2019.2.21(木）

薬浴２日目水５０リットル取り替えてエルバ

ージュ小さじ１/２を入れました。絶食も２日

目です。今日は餌を欲しがりません。大人し

いですよ。たまに水中をくるりと一回り二回

り位して、またじっとしてます。フンは透明な

ふんをしてます。キズは左側の赤みが薄く

なってきた感じくらいです。

 

ガンバレ！金魚チャン！明日はもっと良くな

ってますように！

2019.2.20(水）

温かいですね。睡魔が・・。瞼が重い・・。

今朝、水槽を覗いて「金魚チャンおはよ

う！」って言ったら金魚チャンが近づいてき

て、そしたらお腹を出して浮いてしまいまし

た。「なに！なに！金魚チャンどうしたの？」

顔を見たら口をパクパクしてたので、急いで

起こしてあげて、これは「辛いよ！」のサイ

ンかなと思い、水６０リットル取り替え、エル

バージュエース小さじ１杯を入れて薬浴しま

した。今は暴れることなく、落ち着いてます。

あくびもしてます。近づくと餌を欲しがる仕草

もしますが、今は絶食です。あと、ダイエット

も心に誓ったので、「金魚チャンのこれから

のためだよ。一緒に頑張ろうね」と言ったのですが、解って無いようです(笑)当たり前ですよ

ね。

明日も水６０リットル取り替えて薬は金魚チャンの様子とキズの様子をみて考えることにしま

した。

今思えば金魚チャンのお腹大きかった！太かった！お腹の大きさに驚きでした。

2019.2.18（月）

前回もこのようなキズができたので、あら塩をスプーン１杯２日間水槽に入れ、綺麗になった

ので、止めて２日経ったらまた、こんな感じになって１週間が経ちました。今回は金魚チャン

が自力で治るのを祈って毎日２０リットルの水の取り換えと、ろ過機のフィルター掃除だけで、
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様子を見てるのですが、なかなか良くなって

くれません。皮膚が白くなってるとこは鱗が

取れて、ぶら下がってる状態が５日続いて

ます。食欲はまあまああるし、フンもしっかり

してます。餌を食べたくなる以外は、私から

一番遠い場所で一日を過ごしてます。調子

悪いんでしょうね。だからと言って薬浴する

のも・・。前回の件から怖くて、できることな

らそっとしておきたいのですが、手遅れにな

っても困るし、毎日金魚チャンを見ながら悩

んでます。

2019.2.14（木）

バレンタインですね。学生の頃は見栄えが

良く、美味しそうなチョコレートを探しに友達

と何店舗も歩き回ったのを思い出します。あ

げる相手が喜んでくれる顔だけを想像して

ました。楽しかったですね。

金魚チャンにチョコではなく、水草の苗、ニ

ューラージパールグラス（お試し５本）をネッ

トで購入しました。レビューには「７本入って

ました。５本入ってました。」の声が・・・。どう

やって数えるの？かいわれの葉の部分の

ようなものが一塊になってて、トレーの上に

濡れ新聞に包まれてラップで包まれメール

便で届きました。ピンセットで少し広げたの

ですが、絡まりがすごくて、このまま「ソイ

ル」の上に乗せて水を張りました。今日で４

日目なんの変化もありません。枯れる感じ

もありません。育ってくれるのかな～？水草

をあげても、金魚チャンは散らかしてバラバ

ラにしてしまうので、今度は水草の絨毯にし

ようと思い購入しましたが、どうなるやらです。

金魚チャンはあら塩を入れた２日間は綺麗な背中になったのですが、また、昨日あたりか

ら、水から出てる部分が赤くなったり、キズになってたり、水かびっぽくなってたりで、同じこと

の繰り返しです。ただ、先日ニュースでペンギンが死んだ理由が「塩」の上げ過ぎが原因だっ

たのを見て、金魚チャンも前回１週間塩入り水に入れてた時にエラから出血をしたことがあり

ました。もしかして、塩が原因かな？と思い塩は入れてません。毎日２０リットルの水を取り替

えて５日経つので、塩は抜けてると思いますが・・。だからまた、背中の問題が発生したのか

もしれません。
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2019.2.9(土）

寒いですね。雪です。風邪ひいてしまいまし

た。昼間はハナミズとクシャミでしたが、家

に戻り少し経って節々が痛いので熱を測っ

たら３７．８°。インフルか～？急いで病院

へ・・。風邪でした。薬を４日分もらって自宅

へ、毎晩寝汗をかいてあまり気分の良い朝

を迎えてません。

金魚チャンはいつもプカーと浮いてるので

背びれの部分が外に出てしまい、雑菌が着

いてしまうのか、最近じゃいつも赤く充血してたり、キズになってたり、水かびっぽくなってたり

で、治るところかひどくなる一方で、またまたあら塩を昨日から小さじ１杯２日続けて入れまし

た。昨日より赤みは無くなり、明日はもっといい状態になってることを祈って、水が振れてない

背びれ部分に水をかけてあげました。大人しくしてましたよ。

2019.1.30（水）

今年に入ってから夜、消防車のサイレンを

毎日のように聞きます。乾燥してますね。毎

年事務所ではストーブの上に鍋を置いて乾

燥予防をしてましたが、社長が、どうも湿度

が嫌いらしく今年から鍋を置くのを辞めるこ

とになりました。そしたら肌がパリパリです。

明日やっと東京は恵みの雨かみぞれか雪

か・・。なんでもいい。八王子寄りなので雪

かも・・。それでもいい。乾燥が解消される

のなら・・。

金魚チャンは寝る時の定位置を見つけたらしく、寝る時は必ず、あの場所に居ますが、困っ

たことに浮いて寝てるので、物音とかで驚いたときに背中にキズを作ってしまいます。最近も

背中にキズを作って、一日大人しく痛みと戦ってました。何かに触れてると落ち着くのかピッタ

リと体を付けて、と言うより食い込んでます。ろ過機の位置を変えてもいつの間にか、体を付

けてます。水草とか必要なのかな？以前水草の中で寝てたのを思い出しましたが、何故今頃

また？できれば水草は入れたくないのですが、考え中です。

2019.1.22(火）

１月も下旬になってしまいました。早いですね。昨夜は綺麗な満月でした。月がとても大きく感

じました。
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金魚チャンは元気ですよ。良く食べ、良く寝

て、良くあくびをしてます(笑)。夜は大人しく

寝てるらしくフンが一か所に溜まってます。

昼間たまにですが大きなバシャをします。バ

シャをしてもいいように、カーペットの上には

常に新聞紙を敷いてるのですが、水たまり

ができるほどです。写真の顔はバシャして

怒られた後の顔です。少しは反省してるよう

に見えるのですが、私の良く目ですかね？

この前からバシャ後は金魚チャンを「痒い

のか～！痒いのか～！」と言いながら触りまくることにしてます。金魚チャンはプイッとお尻を

向けて大人しくなってその日はバシャしません。嫌だったらずーっと覚えててくれるといいので

すが、無理なようです。

2019.1.8（火）

昨日から通常業務開始です。朝は寒いです

が、日中は小春日和で心地いいです。去年

の１２月２４日以降雨が降ってないそうで

す。乾燥してるので火事が心配ですが、肌

の乾燥も気になります。私は顔用ワセリン

を夜塗って乾燥予防をしてます。調子いい

ですよ。

 

金魚チャン飼育ノートが５冊目になりまし

た。簡単な事しか書いてませんが、振り返ると金魚チャンは色々な経験をして育って来てくれ

ました。年が明けてからは、良く寝て良く食べてとてもいい子です。朝、覗いてもキズもなくバ

シャもしてません。今日も水を１８リットル取り替えました。毎日のことですが、たまたま金魚チ

ャンが寝てる時にバケツ一杯の水を流し込んだら、溺れてしまい急いで救助しました(笑)。金

魚チャンは何が起こったのか解らないようで私の手の中で暫く大人しくしてました。ドジな金魚

チャンですが、愛おしいです。

2019.1.4(金）

今日から仕事始めです。私と金魚チャンと一人と一匹で時間に余裕を持って正確に仕事して

いきたいと思ってましたが、朝からやってしまいました。契約者様の火災保険契約書をＦＡＸ

で送信したら、電話がかかって来まして「裏面で送られてきましたのでもう一度送ってもらえま

すか？」の電話でした。新年早々やっちまった・・です。

４日間１時間の朝寝坊をさせてた金魚チャンの今朝の姿です。「おはよう金魚チャン！」って

言っても起きません。おかげで朝日を浴びてる金魚チャンを撮ることができました。

目が覚めてからは食欲旺盛で元気いっぱいです。今年も金魚チャンと楽しい一年が送れると
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思うとワクワクします。

 

2019.1.1(火）

平成最後の元旦です。

あけましておめでとうございます。今年も宜

しくお願い申し上げます。

笑顔の絶えない一年を送りたいと願ってま

す。

 

金魚チャンが事務所に来てから初めて１２

月３１日と１月１日を金魚チャンと過ごしてま

す。こちらに入社してからも初めてです。い

つも実家に帰ってたので、金魚チャンの世話は社長にお任せしてたのですが、今年はゆっく

り新年を迎えてると思います。

ラジオでニューイヤー駅伝を聞きながら、水を１５リットル取り替えました。まだ、水が濁った

ままなので、少し取り替えてみましたがもう少し様子見た方が良かったかな？なんて、終わっ

てから思ってしまいました。今年も悩みながら迷いながら金魚チャンの飼育をしていきます。

金魚チャン共々よろしくお願いします。

2018.12.31(月）

今日で２０１８年も最後です。そして平成も最後の１２月です。

皆さんにとっては、２０１８年は、どんな年でしたか？私は母を亡くし悲しい年になってしまいま

した。が 今朝テレビで『市川海老蔵に、ござりまする』の再放送を見ました。小さな子供が

泣き言も言わず健気に前向きに生きてるのを拝見して、元気と勇気をもらいました。母も亡く

なる前に「麻央ちゃんがあんなに頑張ってるんだから私も頑張って生きなきゃ。」と言ってた

のを思い出しました。母は麻央ちゃんに、私は海老蔵さん麻央ちゃん家族に前向きに生きて

いく元気をもらいました。

感謝です。
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水槽の大掃除を本日決行しました。毎日２

０リットルの水を取り替えていてもやはり汚

れますね。ろ過機はとても汚かったです。水

を４/５取り替えろ過機、ブクブクの掃除をし

ました。お湯を沸かしながらの作業はとても

時間がかかりました。事務所はガスが通っ

てないので、ろ過機の掃除は毎回水で作業

するので、冷たくて肩まで痛くなるので、い

つもグズグズとこれ以上ほっとけないな！と

なるまで掃除をしません。下の写真は掃除

直後の写真なので水がまだ濁ってますが、

もう少ししたら水が透き通って綺麗になると

思います。金魚チャンは長い時間水槽をガ

チャガチャとやられて疲れてしまったみたい

で、外を眺めながら黄昏てます。

今年も金魚チャンブログを閲覧していただ

いてありがとうございました。来年も金魚チ

ャンブログを覗きに来てくださいね。よろしく

お願いします。体には十分気を付けて良い

お年をお迎えください。

2018.12.27（木）

あと４日で新しい年を迎えます。Ｘｍａｓも終わって、お正月の買い物で忙しい日を送ってると

思いますが、大寒波が近づいてるようです。事故、体には十分気をつけたいですね。

金魚チャンも２日程前の朝、水槽を覗いたら背中にキズが・・。キズは深めで赤みも強く盛り

上がってます。肉片？皮？も剥けてひらひらとしてました。どこをどうしたらここまで酷い傷に

なるのか・・金魚チャンに聞いても答えてくれません。いつもの定位置よりずっと奥のほうでま

たまたジッとして１日過ごしました。次の日は少し元気になって餌を欲しがりますが、食べた

後は、またジッとして過ごしてました。そして今日は・・元気です。よかった！キズもうっすら赤

いぐらいで盛り上がりも無く、見た目も痛々しさがありません。それに写真を撮らせてくれたの

で、もう大丈夫だと思います。具合の悪い時はカメラを向けると逃げてしまうので、写真が撮

れませんでした。餌も朝から沢山食べました。金魚チャンとは目を合わせないようにしてま

す。目が合うと、飛んできて餌を欲しがります。「食べ過ぎでしょ！餌、あげないよ！」と言う

と、プィ！と私にお尻を向けてます。これも何度かに一度なんですけど・・。偶然でもなんか嬉

しい。今年も親バカのまま、きっと来年もだと思います。
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2018.12.15（土）

室内に居ると朝日が温かくてほんわりしま

す。金魚チャンも朝日を浴びて金色に輝い

てました。金魚も眩しいらしく中々顔を朝日

の方に向けてくれません。泳いでる時に顔

から全身に朝日を浴びた金魚チャンは黄金

に輝く金魚でした。一瞬だったのでシャッタ

ーチャンスを逃してしまいました。次回のお

楽しみに・・・。撮れるかな～？ガンバリま

す。

昨日、先日いらした取引先の業者さんが年末のご挨拶にみえて、また、金魚チャンをまじまじ

と見て、社交辞令かな？と思いますが、金魚チャンを拝んでから仕事が順調になったそうで、

今回も手を合わせて帰られました。金魚チャンを気にしてくれる方が少し増えて、事務所が２

階なんですが、「外からも金魚見えるんですね。」って言ってくれる人や、宅配の人は「大きい

ですね金魚ですか？金魚ですよね。」って言われたり、嬉しいですね。金魚チャンの話しを沢

山したいのですが、ジッとこらえて、「餌を沢山食べるので大きくなっちゃいました。」までにし

てます。

2018.12.10(月）
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寒いですね。やっと冬らしくなって来たって

感じですね。あと１５日でＸｍａｓです。一足

先に金魚チャンとＸｍａｓリボンです。

金魚チャンは寒さにも負けず元気です。な

んて・・水温は２２度に設定してるので、朝、

手を入れると水は人肌、金魚チャンは私の

手より温かい、金魚チャンは近寄ってくるけ

ど、すぐ逃げます。冷たい手は苦手なようで

す。金魚なのに・・・。手が温まってくると、水

の取り換えの邪魔をします。水もお湯を足し

て２２度にしてから入れるので金魚チャンはヌクヌクです。今日から事務所はストーブを焚き

ました。毎年のことですが、ストーブの一番近い場所で金魚チャンは寝てます。寒がりな金魚

も面白いですよね。

2018.11.30(金）

今日で１１月も最後です。明日から１２月！

今年のカレンダーも残り１枚となってしまい

ます。早いですね。

２３日にろ過機のパイプを落し、２５日の朝

水槽を覗くと今度は水温計を落し、おまけに

右横腹ににキズまで作って少しえぐれてまし

た。痛いのでしょうね。２日も餌を食べずジ

ーッとしてた為背びれに水かび発生。今回

は自力で治すことを期待して何もしませんで

した。２日後少しずつ餌も食べ始めて、食べ

始めたら早い！いきなりいつもの食欲に戻

りました。水を替えるたびに、背びれを摩っ

て水かびを少しづつ取るようにしたら、今は

少しだけになりました。金魚チャンは元気で

す。キズも良くなり全快です。

１台の上部ろ過機の調子が良くなくて何度

か止まってしまい、原因は解ってるんです。

１台目のろ過機の受け軸の黄色いゴムを無

くしてしまい、１台新しいのを購入したのです

が、金魚チャンの水の汚し方がハンパないので、黄色いゴムを一個ずつつけて２台動かして

たのですが、やはり数か月ごとに止まってしまい今回はまったく動きません。受け軸だけ購入

しようとネット検索。あまり高くはないのですが、商品より送料の方が高く驚きました。どうしよ

う！ と 社長が書けなくなったボールペンの芯を取り出し、ライターで柔らかくして心棒に取

り付けてくれました。その後調整で爪切りのやすりでまあるく、滑りが良くなるようにツルツル

にして、ろ過機に装着。電源を入れたら動きました。思わず社長と握手をしました。今日も動
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いてます。もう１台も黄色いゴムが１個しか付いてないのでそのうち止まりそうです。黄色いゴ

ムだけ売って欲しいです。

 

2018.11.23（金）

朝晩寒くなりました。まだ、暖房を使ってな

いので着替える時はゾクッとします。やせ我

慢をしてましたが、そろそろ、暖かい部屋で

過ごすことにします。

朝、水槽を覗いたら見てください！ろ過機の

パイプ？がまた落ちてます。金魚チャンは

落したろ過機のパイプ口元の下で寝てまし

た。暖かいわけないのですが、何をやって

んだか・・・。

いつも思うのですが金魚チャンは真っ暗の中で夜な夜な、何をしてるんでしょうね。いたずら

した夜の次の日の昼間は一日中寝てます。ほとんど餌も欲しがりません。食欲より睡魔が勝

ってしまうようです。小さい子供と同じですね。

2018.11.20（火）

段々冬らしくなってきました。夏は朝日で目

が覚めましたが、最近は朝日が昇る前に起

きるので意思を強く持たないと布団から出ら

れません。

 

１６日(金）にヒーターを設置しました。去年

は１５日でしたので、一日遅れの設置です。

水温２０度。１１月半ばになると水温２０度を

下回ってしまい、ヒーターの電源を入れたら

即オレンジランプが点灯しました。少し経ってから手を入れてみるとほんのり温かい水になっ

てました。ヒーターを入れてから朝、水槽を覗くとヒーターの所にフンが集中してます。夜は冷

えるので金魚チャンは温かい場所で寝てるのが良くわかります。相変わらず餌も沢山食べる

のですが昼間も良く寝るようになって、大人しいです。餌の催促だけはしっかりしますが・・・。

それは変わらないですね。

2018.11.15（木）

朝、晩めっきり寒くなってきました。風邪など引いてませんか？

昨日はお休みで隣の市、府中市に用事があり、帰りに大国魂神社へ立ち寄りました。七五

三のお参りをする家族がお子さんの両親、お爺さん、お婆さん。少なくて５人ほとんどが６人
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一塊で移動してました。にぎやかで華やか

でした。私もこんな時期があったんだなぁと

昔を思い出しながら微笑ましくなりました。

食欲旺盛な金魚チャンは、なんとなく大きく

なったような・・？朝、水替えをしてる時、な

にが気に入らなかったのか思いっきり水を

掛けられて髪は濡れるし化粧は落ちるし

で、もう最悪でした。頭にきたので「金魚チャ

ンはしっぽが痒いの？」と言いながら尾の

手前の細くなってる所を軽くつまんで摩った

ら大人しくなりました。「あれ？ほんとに痒かったの？」私が思ってたのは嫌がって逃げた後、

私に向かって怒って腕を攻撃してくると思ってたのですが・・・なんか拍子抜けです。それから

は大人しいです。今日は一日大人しいかな？

 

2018.11.6(火）

早いですね。１１月が１週間も過ぎてしまい

ました。冷たい雨が降ってます。朝方は気

温が高く蒸し暑いなぁと思ってたのに時間が

経つにつれて寒さを感じます。

事務所のシクラメンが咲きました。１１月に

咲くのは初めてです。いつも年明けなので、

やっぱり異常気象なのかな？と植物で感じ

ます。Xmas頃に咲いてくれればいいのに、

ちょっと早すぎですね。

金魚チャンは、相変わらず元気です。元気

すぎるかもしれません。食欲も旺盛で、餌団

子を沢山食べます。具合が悪くなってから

納豆菌入りの餌を食べなくなり、いまだに続

いてます。今日もあげてみましたが、残して

ました。一日最低でも３回餌団子を作ってる

ので、餌の匂いが手に染み込んでしまった

のか、手を入れると餌を欲しがって、私の手

に口を押し付けてきます。この仕草の可愛

さに負けてついつい餌団子をあげてしまい

ます。金魚チャンの方がうわてです。先日取

引先の業者さんが事務所にいらして、金魚

チャンの大きさにビックリしてましたが、帰り際には写真を撮って、手を合わせて、「ご利益が

ありますように！まねきんぎょ」と言って、続けて「水槽の前に賽銭箱置いたら」と笑いながら

言って帰られました。今までで金魚チャンに手を合わせた人は二人になりました。金魚チャン
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を毎日触りまくってる私は金魚チャンから恩恵を受けてる？のかもしれません。

 

 

2018.10.27（土）

朝、強めに降ってた雨も９時前には止んで

暑いくらいの日差しです。湿度が高いので

ムシッとしてます。

昨日、水槽の大掃除をしました。水を２/３取

り替え、ろ過機２台の掃除、フィルター交換

をして綺麗になった水槽で金魚チャンは一

段と元気を発揮！水がこぼれるほど、体を

揺らして餌を欲しがるので、あげる時間では

ないのですが・・・。そこが甘いですよね。餌

団子をあげたら金魚チャンは勢いよく飛びついてきたのはいいのですが、餌は口に入らず下

に落ちていく~。（写真の黒丸内）大きな口を開けてご馳走にありつけなかった金魚チャンで

す。

2018.10.23(火）

秋らしくなってきました。晴れていても風は

冷たく感じます。

ゲストさんにコメントを頂き、塩水浴を止め

て４日が経ちました。金魚チャンのキズが完

全に無くなり、元気！元気！です。朝から晩

まで昼寝もしないで、餌を欲しがってます。

体全身で餌を欲しがるので、常に水が波打

ってます。これも少しは運動になってるので

しょうが、食べるので変わらないかもです。

体全身で餌の催促をしても貰えない時は、息を吸って音を出すのか？音を出して催促をして

それでも貰えないと、私目掛けて水をかけます。これがけっこう濡れるんです。コーヒーを自

分の机に置いてる時は水槽の水入りコーヒーを飲んでます。しぶきくらいなので気にしてませ

ん。

2018.10.18(木）

気持ちのいい天気です。秋晴れですね。

金魚チャンはキズが完治してから１週間、塩水浴もしなくなってようやく私も安心してたところ

に、またです。月曜日に気が狂ったかのように餌を欲しがり、いつもよりかなり多めにあげて

しまい、火曜日は餌をほとんど食べず、寝てばかり。水曜日は餌を全く食べず、また、人間か



2019/6/27 新＊新Ⅲ 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%E2%85%A2-%E9%87%91%E9%AD%9A%E8%BF%B7%E6%83%91%E3%81%AA%E6%… 15/19

ら一番遠い場所で寝てました。今朝、水槽

を覗くと２ヵ所キズがあり、下の尾に近い所

は鱗が剥がれました。フンの掃除と水を１２

リットル交換してあら塩をスプーン１杯入れ

ました。３０分程したら、拾い喰いのように石

を口に含んでるので、餌をあげたら食べま

した！金魚チャンは塩水で元気になるんで

すかね？普段食べてる餌団子の量が後１

個残ってたので「金魚チャン後１個だから食

べて！」と言って口元に持っていったら、口

は開かず、横を向きます。その場を動かないまま寝てます。まったく！意思が強いというか、

がんこというか、「はい！はい！いらないのね。」と、こちらが折れました。

2018.10.11(木）

涼しくなってきました。しかし、湿度が高いの

で蒸し暑いです。動かなければ良い気候な

んですが、少しでも動くと汗をかいて不快で

すね。

金魚チャンはこんなにきれいになりました。

今はキズ一つありません。水かび病も無くな

りました。10月8日の朝、水槽を覗くと新た

に今度は左側の背中にキズが・・・。皮が剥

けてます。またですか～！塩水浴を止めて

なくて良かったです。引き続き塩水浴を開始。薄くしてた塩を1杯多めに入れて丸3日、今日

水槽を覗いたら完治してました。今日から塩を少なめにして様子を見ることにしました。今回

は食欲もあり餌を食べなかったのは8日の午前中だけでした。7月から繰り返し病気をしてた

せいか甘えん坊さんになってしまい、餌団子しか食べてくれなくなりました。昼間納豆菌入り

の餌をあげても、吐き出すというか口の中に入れて出して と遊び道具にしてます。朝、水槽

の掃除をすると、下に沈んでます。「ごっくん しなさい！」と言って金魚チャンを見てると口の

中に入れたまま泳いでますが、私が目を離すと「プッ！」と出します。金魚チャンの方が、うわ

てですね。水が汚れないように、餌団子をせっせと作ってます。

2018.10.5(金）

東京には台風は来ないようです。一安心です。台風が直撃してしまう地域の方々ごめんなさ

い。金魚チャンのキズが良くなりました。後は背びれの一部と尾の内出血だけです。昨日も

一日餌を食べませんでした。今日も午後になってやっと、やっとです、餌を欲しがったので、

柔らかい、柔らかい餌団子をあげたら食べてくれました。丸2日食べてませんでした。塩水浴

3日目。1日目は塩をスプーン2杯（１０㏄）２日目はスプーン1杯（５㏄）３日目もスプーン1杯

（５㏄）極々薄い塩水浴でこれだけ早く回復してくれてほんと良かったです。偶然かもしれませ
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んが、前回塩水浴中にエラから出血したの

で、また、出血したらと思うと怖くて塩を濃く

することができませんでした。もう少し塩水

浴は続けようと思ってますが、色々考えてし

まいます。フンも白い糸のような細いフンし

かしません。食べてなかったのだから仕方

ないと思いますが、悩みっぱなしです。

2018.10.4(木）

今週末にまた台風が来るおそれがあるよう

ですね。毎日ニュースを見て「お願い来ない

で！」と言ってます。

先日の台風で背中にキズを作ってしまった

金魚チャンはキズに菌が入ってしまったよう

で、背中、背びれ、尾まで広がってしまい、

餌も火曜日の午後から一切食べません。動

きも普段と違う動きをします。じっとしてたか

と思うと急に体をブルブルと震わせて、何か

に驚いいたときにする泳ぎをします。痛いのか？体の中に菌が入り込んでそれが悪さをする

のか？前にエラから出血したのが再発して細菌が体の中で繁殖してるのか？わかりませ

ん。昨日から塩水浴をしてますが、人間がいる位置から一番遠い場所で大人しくしてます。心

配ですが水槽の近くには近づかないように遠くからそっと見守ってます。

2018.10.1(月）

暑いですね。只今事務所内30度です。真夏

の暑さとはやはり違いますね。午前中少し

の時間クーラーを入れてたのですが寒くな

ったので窓を開けて扇風機を回してます。

水槽にはファンが回ってますよ。昨夜の台

風は強烈でした。先日の台風の時は金魚チ

ャンに異常がなかったので、昨夜は様子を

見に行きませんでした。朝、事務所に行くと

水槽周りが水でビショビショ夜中暴れたよう

で、背中にキズまで作ってました。（写真黒丸の中です。）私が来て安心したのか、即、寝始

めて餌も半分寝ながら食べてそれからはずっと寝っぱなしです。金魚チャンも今回ばかりは

怖かったのでしょうね。私も今回は夜中外に出る勇気がありませんでした。きっと大丈夫！き



2019/6/27 新＊新Ⅲ 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%E2%85%A2-%E9%87%91%E9%AD%9A%E8%BF%B7%E6%83%91%E3%81%AA%E6%… 17/19

っと大丈夫！と自分に言い聞かせて、朝、この状態です。夜、様子見に行けばよかったと後

悔です。

2018.9.25（火）

昨夜はお月見しましたか？綺麗な月でした

ね。おだんごを頂きながらお月見をしまし

た。布団に入ってからも蒸し暑くて寝汗をか

いてしまいました。この蒸し暑さは午前中ま

で続き、雨が降り始めてからやっと涼しくな

って快適です。なので、水槽の水も生温か

いので、いつもの通り水替えをして水温を下

げました。金魚チャンは普段通りになりまし

た。朝も餌団子をしっかり食べたのに昼も

欲しがるので少し上げました。最近は昼間食べたがらなかったのですが、食欲の秋ですか

ね？これ以上おデブになってしまうと困るのですが、「はい！はい！」ってあげてしまう親バカ

がここに居ます。ふと、社長が言った「餌をあげる人の顔は覚えてるんだな」を思い出し観察

してると社長が水槽の近くで作業をしてても知らんふりしてるのに、私が同じ場所で作業して

ると「餌くれー！」大騒ぎします。やっぱりわかるんですね。嬉しいけど何かの事情で長期休

暇なんてできないなぁとしみじみ思いました。

 

2018.9.21（金）

お彼岸を迎えたら急に涼しくなりました。多

少は暑くなるようですが、それほどでもない

でしょう きっと・・・。

金魚チャンも復活、私も復活しました。本日

より外してたろ過機も復活です。私事です

が、母が他界しまして暫くの間会社を休んで

いたので、ブログもお休みしてました。金魚

チャンの出血は一度だけで薬浴を１度だけして翌日からは薬は入れず、塩を少し入れて様

子を見てる時に休まなくてはいけない状況となり、そのまま薬浴も塩水浴もしないで、社長に

水交換と餌やりを頼んでお休みを頂きました。それでも金魚チャンが気になり何度かは夜遅

く事務所へ行って金魚チャンの様子と水替えをしましたが、１4日、１5日は餌はほとんど食べ

ず、社長も細かく金魚チャンの様子をメモを残してくれて、ありがたいことです。私が居ない間

は動きも少なく餌もあまり食べず社長を悩ませてたようです。昼間１９日に事務所へ様子を見

に行ったら、元気！元気！で餌は具合悪くなる前の量は食べるし、動き回って水替えの邪魔

はするしで、やっと元気になってくれたと、とても嬉しかったです。２０日から出勤してますが、

金魚チャンの動き、餌の食べ方、量が普通に戻ったので、もう大丈夫かな？と思ってます。

社長いわく「餌をあげる人の顔を覚えてるんだな」と言ってました。金魚チャンに忘れられてな
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くて、なんか嬉しい！！

2018.9.10(月）

金魚チャンが出血してから３日が経ちまし

た。昨夜、熱帯魚屋さんに行き「エルバージ

ュエース」を購入し、本日早出をして朝一で

水4分3取り替えて、金魚チャンの水槽は

60×４５×４５ですが、６０×３０×３６の大きさ

の水槽の投与量0.5gを入れました。イソジ

ン浴で怖い思いをしたので少しですが少な

めにしました。色は黄色で綺麗な色です。日

を遮断したら黄緑色のバスクリンのようで

す。ゲストさんからいろいろコメントを頂き初心者の私は頼りっぱなしなんです。この薬が強い

薬と教えて頂きました。熱帯魚屋さんはそんなこと言ってなかったよ～。薬を投与した後にコ

メントを読んだので、背中がまた、ゾゾッ～としました。金魚チャンのことで頭が一杯で他から

の情報をシャットダウンしてしまいました。金魚チャンは出血も止まったようで、落ち着いてま

すが餌をまったく欲しがりません。白雲病の時は常に餌を欲しがってたのですが、今日で3日

の絶食です。明日は水を4分3取り替えますが薬を足さず塩を入れてみようと思ってます。

2018.9.8(土）

今朝金魚チャンはいつもの通り餌を食べま

した。水の取り換えをしてる最中に金魚チャ

ンの右胸鰭少し上のエラから出血が始ま

り、あらよ、あらよと言ってる間に水がピンク

色になってしまい、私は足がガタガタしてし

まったまま棒立になってしまいました。我に

戻り水を３７リットル取り替え塩を４杯入れ、

ろ過機を外してブクブクのみにして様子を見

てたら出血が止まったようです。ネットでみ

たら「エラ病」のようですが、両方のエラとも普通に動いてるし、１週間前から塩水浴をしてる

のに何故？金魚チャンの体を見てもが外傷はありません。「水かび」の方は良くなってきまし

た。熱帯魚屋さんに行って聞いてみようと思ってます。

水が少しピンク色になってます。それは金魚チャンの血液です。

 

 

2018.9・6(木）

今日から「新＊新Ⅲ金魚迷惑な日記」になりました。これからも金魚チャンを見に来てくださ
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い。よろしくお願いします。

火曜日の台風は勢いがすごかったですね。

夜、ガラスの割れたような大きな音がして、

事務所が気になって、あのひどい風の中事

務所に様子を見に行ったら、なんと！金魚

チャンは優雅に寝てました。風の音や外の

騒音なんて、なんのその。怯えることなく私

の顔を見て何しに来たの？状態。「あなた

は大物になるよ」だけ言って帰りました。行

きは金魚チャンのことを考えながら歩いて

たので気にならなかったのですが、帰りはホッとしたのもあって、いろんな細かいものが飛ん

できてちょっと夜道は怖かったですね。塩水浴を始めて５日水かびは、ほんの少し小さくなっ

たかな？くらいで目に見えての変化はありません。金魚チャンは元気で食欲もあります。ゲス

トさんからコメントを頂き神経質になりすぎてた事に気が付きました。もう少し大らかな気持ち

で金魚チャンを見守って行こうと思いました。

 

 2013.05.12
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