
みずのの本

みずのけいすけ





みずのの本





みずのの本

1：目次

目次
2008・10・27（月）  ラポールで試食  1....................................................................

プレプレ撮影会  2....................................................................

2008・10・28（火）  お怪我くるみ  10......................................................................

2008・10・29（水）  最近のヘビーローテーション  14..............................

2008・10・31（金）  11月3日「おさんぽカメラ部♪」参加者ご報

告  17...................................................................................................

2008・11・01（土）  冷蔵庫の奥に  21......................................................................

2008・11・03（月）  「おさんぽカメラ部♪」参加者の方へ  24.......

「おさんぽカメラ部♪」おつかれさまでした

 24..........................................................................................................

2008・11・05（水）  豊田市あたりで撮影会  29...............................................

おさんぽカメラ部♪で撮ったもの  29...................

2008・11・08（土）  仙人掌  35.......................................................................................

2008・11・09（日）  ウェルカムボード製作中～  36....................................

2008・11・10（月）  ラ・パン・シェリ  38...........................................................

2008・11・22（土）  前の前の日の夜  43................................................................

2008・11・23（日）  愛と笑いの夜  46......................................................................

2008・12・01（月）  ご無沙汰しております  49...............................................

2008・12・02（火）  結婚式のこと その1  51....................................................

2008・12・05（金）  結婚式のこと その2  56....................................................

2008・12・07（日）  結婚式のこと その3  61....................................................

2008・12・12（金）  沖縄の旅 初日 K10-D  70.................................................

沖縄の旅 初日 GR-D  76....................................................

2008・12・16（火）  ラポールのロールケーキ  82..........................................

2008・12・18（木）  沖縄の旅 二日目 K10-D?  86........................................

2008・12・19（金）  誕生日の前の日  92................................................................



みずのの本

目次：2

2008・12・21（日）  お誕生日でした。  96...........................................................

笑劇派さんライブ→桂林  99..........................................

2008・12・27（土）  沖縄の旅 二日目 K10-D?  106.....................................



みずのの本

1

2008・10・27（月）

ラポールで試食

今日は結婚式の打ち合わせの日。

実際に料理を食べてみて、当日の料理を決めるんです。

いろいろと注文を聞いてくれるのがラポールのいいところ。

見た目もきれいな料理がどんどん運ばれてきました。

そして、どれもおいしい。

その後、料理長さん（すごくあったかい雰囲気の方）と

打ち合わせ。

その後、パティシエ（すごく職人気質の方）と

ケーキのデザインの打ち合わせ。

その後、旅行会社（すごく仕事のできるオーラの方）と

旅行の打ち合わせ。
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ふぅー…。

終わったのは夜の10時。そして東京は夜の7時。

盛りだくさんで疲れましたが、いろいろと

決まってきた感じはします。

ちょっと詳細は省きますが…。

テーブルの上のお花。

2008年10月26日

プレプレ撮影会

撮影会の下見を編集部のmasakoさんとしてきました。

プレのプレ、プレプレです。

ちなみにmasakoさんもブログにアップされてます。→こち

ら
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いい天気でだったので、お散歩がてら、

気持ちよかった～。

当日もこんな陽気だといいんだけど。

撮るものはと言えば、ほんとになにげないもので

探しながら撮る感じ。

何気ないものを楽しく撮る、この企画の趣旨に

あってるのかな、と思いました。

ルーコ出発。

道を探しながらふらふら進む。

公園があったり。
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犬がいたり。

車が多い道はできるだけさけますね。

ちごの口公園は、地味ですが

探せばいろいろある。
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紅葉はまだでしょうか。

池があって。

赤い落ち葉は秋って感じ。
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緑色の紅葉。

銀杏。（臭い）

池はいろいろできそう。
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ちょっと町の方へ。

お寺があった。

その後、カメラの店白樺さんで用を済ませ、

休憩できるとこないかな、って探したらプロントで

いいじゃんってなった。

帰りに豊田大橋と、スタジアム撮るのもよし。
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行きでも見た公園を通り、

帰ってきた。

こんな感じで行こうかと思います。

そんな撮影会、→詳細はこちらです。

2008年10月27日

（後日編集）

撮影会当日の様子は→こちらから～。
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トラックバック

写真好き

http://boolog.boo-log.com/e32008.html

ブーログ編集部山本です。こんにちは！今日はあ

いにくの雨のちくもり模様ですね。私はやっぱり

晴れがすきです。なぜなら写真がきれいに撮れる

（ような気がする）から！先日から編集部水野

（m-gane ）がお知らせしている写真部（仮）、

私も編集部として、そして写真好きとして

下見に行ってきました。

http://tabiphoto.boo-log.com/e32331.html

来週（11/3）は、いよいよ撮影会です！という

わけで、今日は下見に行ってきましたよ。車では

よく通るけど、なかなか歩いたことのない道をて

くてく歩きます。こっちの道よりこっちの道の方

が楽しいかしらー？なんていいながら。距離はそ

んなにないですが、軽装で移動しやすい
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2008・10・28（火）

お怪我くるみ

なんと、くるみさんがお怪我をしてしまいました。

今日また、病院行きでした。

ある日↓こんな格好をしていたのですが、
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足の裏が赤い！！

これはまずい、と思い、

以前目がはれてしまった時にかかった

いいかんじの動物病院「かず動物病院」に

連れて行きました。（母親が…）

そこでいろいろ教えてもらったそうなんですが、

まず長時間外（と言っても室内ですが）で

遊ばせるのは良くないそうです。

いやー、無知って怖いですね。

で、後から思ったのですが、

今は床にはカーペットが敷いてありますが、

夏場（と言っても結構最近まで）ござだったんですね。

これが良くないんじゃないかと思いました。
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ざらざらしてて、その上すべるから

それで足が擦れたんじゃないか、と。

これからしばらくは、ケージでおとなしくさせて

もらった飲み薬で治療に専念です。

そして、やっぱり「かず先生」頼りになる！

ちょっと紹介しておきます。

【かず動物病院】

住所：〒471-0868　愛知県豊田市神田町1-4-6

TEL/FAX：0565-33-2011

診療時間：【午前】9:00～12:00　【午後】16:00～19:00

休診日：水曜日午後・木曜日

→地図はこちら

コメント

m-gane

＞annさん

ありがとうございます！

そうなんですよ～、びっくりです。

ほんと無知って恐いです。

ann

部屋でもよくないんですか、知らなかった…
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早く治るといいですね♪お大事に…
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2008・10・29（水）

最近のヘビーローテーション

先日用事があって、近所のレンタル屋「フカツ」に

行ったのですが、その時こんなものを発見して

即レンタルしました。

ファイナルファンタジー1987-1994[Soundtrack]

いやあ、俄然テンション上がります。

あげたくなくても上がります。

30歳前後の人で、ゲーム好きな人は反応してしまう

のではないでしょうか。

ファイナルファンタジーの1～5までの曲が、

オーケストラバージョンで入ってます。

当時はゲームは好きだったけど、特別CDで
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聴いたりってことはなくて、ちょっと音楽を齧った今、

このオーケストラの素晴らしさと、ノスタルジックな気持ちが

あいまって。なんとも言えず、また再生ボタンを

押してしまうのでした。

2008年10月28日

コメント

m-gane

＞マデリンさん

どの写真をどちらに送ればいいでしょうか？

マデリン

教師の夫が授業に（明日）使うので稚児の口公園の写真を捜し

ています。

よろしければ添付でお送り下さったらとても嬉しいです。

m-gane

＞ハイジさん

おっと、早速ノスタルジックな匂いに誘われましたね！

さっきも聴いてたんですけど、やっぱりいいです。

そして、

1の「何とかの洞窟」で流れる曲は

？？です。

4の町の音楽とか、3の水だらけの世界の音楽とか
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そんなんが好きです。

ハイジ

FF懐かしいですね～(^-^)

子供の頃ハマってましたよ～!

1の「何とかの洞窟」で流れる曲がめっちゃ好きでしたマニ

アックかな??
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2008・10・31（金）

11月3日「おさんぽカメラ部♪」参加者ご報告

ずーと仮だったタイトルが決まりました！

masakoさんがさらっと言った、

「おさんぽカメラ部♪」で！

そして、参加者はこちらの皆さん。

■ブーログ編集部から

・水野（m-gane）

・山本（masako）　→ブログはこちら

■先生（アシスタントの方も）

・大野さん（Water-Hammer）　→ブログはこちら

・大野さんの弟さん

・大野さんのお友達の方

■一般の方

・チャッピーちゃん

・☆モモ☆さん　→ブログはこちら

・内藤精肉店　内藤さん（お仕事の都合がつけば）

・tomoeさん

・みりんさん　→ブログその1　→ブログその2

・MINIさん　→ブログはこちら

・ベンマネさん　→ブログはこちら
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・水野の兄

・水野の兄の嫁（身内ですみません）

以上の皆さんです。

参加される皆さま、当日はよろしくお願いします！

晴れるといいな～。

（後日編集）

当日の様子は→こちらから～。

コメント

m-gane

＞みりんさん

車ですね、了解しました。

明日はよろしくお願いします！

みりん

ギリギリですみません。。

明日、車で行きます。。（＾＾）

m-gane

＞ホンマンかあタンさん

こんばんは、コメントありがとうございます。

そうですか～、豊田市出身なんですね。

またブログにも遊びに行きます～。
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＞みりんさん

楽しい会にしましょう！

よろしくお願いします！

みりん

楽しみにしていますーー♪

ホンマンかあタン

はじめましてっ

ブログ村から参りました。

メイン登録は、犬ブログなんですが、豊田市出身です！

現在は甲子園球場の近くにワンコと住んでいますが、実家は親

・兄弟健在で、豊田住民です。

色々記事、拝見させて頂きました。

知ってるお店が、たくさん出ていて、嬉しくなって、カキコし

てる次第です。

カメラも大好きです。

また、オジャマさせてもらいます。

ありがとぅございました♪

m-gane

＞MINIさん

わざわざお休みまでとっていただいて、

ありがとうございます！！

当日が楽しみですね～。

こちらも楽しい会になるようがんばりますので、

よろしくお願いします。
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MINI

遅くなりましたが、半休取れたので

撮影会参加したいと思います！！
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2008・11・01（土）

冷蔵庫の奥に

先日瞬間接着剤が必要だったので、久しぶりに

今は使っていない冷蔵庫を開けてみた。

瞬間接着剤は、冷蔵庫に入れて保存するのが良い、と

どこかで聞いていたので、そこに入っていたのだけど、

どこでそんな情報を手にしたか、今ではよくわからない。

久しぶりに開ける小型冷蔵庫。

今はもう使っていないので、半年くらい

開けてないんじゃなかろうか。
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開けてみたらいろいろ入ってた。

大量のフィルム、乾燥剤、なにかの薬…。

うーん、もったいない。

もう一度HOLGAをよみがえらせようか。

そして、瞬間接着剤は無事でした。

電源は入っていなかったけど、やっぱり

冷蔵庫の中が安全のようです。

2008年10月27日

コメント

bB-2008

乾電池を、冷蔵庫に入れとくと、
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いいんですよ。

m-gane

＞めぐみさん

ビーズの材料ですか？接着剤とか使うんでしょうか？

よかったらお試しあれ～。

＞bB-2008さん

そうなんですか？初めて聞きました。

長持ちするとか、あるんでしょうか。

＞豊田の和ちゃん

そうですね～、やっぱりオタクっぽいでしょうか～(;-人-)

豊田の和ちゃん

なにか　オタク用の冷蔵庫とちゃう？

めぐみ

私も一瞬ビーズの材料を冷蔵庫に入れて保管したくなりまし

た。(笑)
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2008・11・03（月）

「おさんぽカメラ部♪」参加者の方へ

いよいよ、明日です！

天気予報は曇り、気温は今日と同じくらいでしょうか。

出るときは暖かくても、夕方冷えるといけないので、

上着を持ってきましょう！

歩くので、靴は履きなれた歩きやすいもので！

なんか小学校の遠足みたいですね…。

あと、カメラの充電、メモリーカードの容量は

大丈夫でしょうか？（ここ重要です！）

フィルムの方は予備を忘れずに！

では参加者の皆さま、

明日はよろしくお願いします(*_ _) ﾍﾟ ｺﾘ

「おさんぽカメラ部♪」おつかれさまでした

今日は撮影会企画「おさんぽカメラ部♪」の第0回！

ということで、行ってまいりました。

ルーコから、ちごの口公園を通って駅前まで、

お散歩しながら、各々が気になったものを、パシャリ。

そして、また歩き、気になったものをパシャリ。
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時にはおしゃべりしながら、写真について語ったりしながら。

それぞれのお気に入りを数枚プリントして、

帰ってきてから、みんなで見る。

同じ道を歩いてきたはずなのに、それぞれ違う写真。

当たり前なんだけど、それぞれの個性が出ててすごく新鮮。

「こんなものあったっけ？」とか、「あ、これ私も撮った！」

なんてことも。

今日参加していただいたみなさま、サポートしていただいた

先生方、本当にありがとうございました。

おかげさまで楽しいひと時を過ごすことができました。

また、みんなで集まってわいわいやれたら

いいな、と思っております。
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↑よい記念になりました。

なんかシュールな写真ですが。逆に撮られるカメラです。

ちなみに、おさんぽ写真部♪のブログ作りました。

→こちら

2008年11月3日

コメント

m-gane

＞たろさん

はいはい～、どうもどうも～。

またすごいブログタイトルだな！！

たろ

どうも。アニです。

ブログ作りましたよ。ついに。

こないだのお散歩カメラ部のこともアップしときました。

ヒマなら覗いてやってくらはい。

m-gane

＞チャッピーちゃんさん

そう言っていただけると、うれしいです！

みんなで撮ると楽しいですね。

＞MINIさん

あら、そうなんですね～。
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こんな機会がないとなかなか撮れない写真ですよね。

＞ベンチャー企業のマネージャーさん

どういたしまして。

少しでも写真を好きになるお手伝いができれば

と思っております！

＞みりんさん

そうですね～、やっぱりそこが一番おもしろいところですね！

もっとみなさんの写真を見れる工夫ができたらな、

と思いました。

みりん

楽しい企画ありがとうございました。

お疲れ様でした。

独りでもおさんぽカメラはできるけど

みんなで同じコースなのに、

こんなに違うんだ？って改めて驚きました～。

ベンチャー企業のマネージャー

お疲れさまでした。

いろいろあらがとうございました。

普段、あまり意識せずにしゃしんを撮っていましたが、

大変勉強になりました。

MINI

撮影会ありがとうございました！

こういう写真好きですよ～

たまにやったりします♪
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チャッピーちゃん

お疲れ様でした。ホント、皆さんの目線が様々で勉強になりま

した。楽しかったです＾＾

トラックバック

第0回撮影会のご報告

http://osanpo.boo-log.com/e33184.html

今日は参加していただいたみなさんのブログ記事

をご紹介します～。みなさんのブログを見ていた

だくと、当日の様子がわかると思います、興味の

ある方はぜひごらんくださいね。くま子の真似し

て紹介してみます♪▼まずは一般参加のみなさ

ま。（ブログ「しあわせの種　みつけまし
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2008・11・05（水）

豊田市あたりで撮影会

今後、撮影会情報は、「おさんぽカメラ部」の

ブログでお届けします。

のんびりと、まったりとやっております。

写真好きでしたら、ぜひどうぞ。

→おさんぽカメラ部のブログ

おさんぽカメラ部♪で撮ったもの

なんかバタバタして、自分の写真がなかなかアップ

できませんでした。

改めて見てみると、うーん…

なんかあまりぐっとくるのがない。

新しいレンズがまだまだ使えてないみたいです。
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葉っぱと、水面だらけになってしまった！

ちなみに、おさんぽ写真部♪のブログ作りました。

→こちら

2008年11月3日

コメント

m-gane

＞草野球チーム・自営隊 “隊長”さん

（笑）

たしかに、似てますね！

＞豊田の和ちゃんさん

どうぞ～、いろいろいじってみてください。
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仕事ですけど、こんな楽しい仕事はなかなかないですよ。

＞ドキンちゃんさん

そうですね～、今回そこがいちばん面白かったです。

ドキンちゃんさん、お料理の写真上手に撮られてますよね！

ドキンちゃん

カキコありがとうございました♪♪

写真ってホントいいですよね～～～。

どの写真も私だとなかなか撮ることのないアングルから撮られ

ていて勉強になりました♪

同じ物でも撮る人が違うと写真って全然違いますよね～～～。

豊田の和ちゃん

楽しそうな風景ばかりで・・・仕事だったもんね

代わりに　ここに掲載中の写真を拝借して　色補正を楽しんで

ます

メンゴ　！

草野球チーム・自営隊 “隊長”

こんばんは、“隊長”です。

２枚目の写真は、“目玉のおやじ”さんのアップかと思いま

した。

では、また。(^0^)/~~　バイバイ
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トラックバック

第0回撮影会のご報告

http://osanpo.boo-log.com/e33184.html

今日は参加していただいたみなさんのブログ記事

をご紹介します～。みなさんのブログを見ていた

だくと、当日の様子がわかると思います、興味の

ある方はぜひごらんくださいね。くま子の真似し

て紹介してみます♪▼まずは一般参加のみなさ

ま。（ブログ「しあわせの種　みつけまし
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2008・11・08（土）

仙人掌

しばらく前のこと、

家に帰ったらさぼてんがあった。

赤いさぼてん、かわいいですね。

サボテンダー！！！

↑わかるひとにはわかる…。

2008年10月21日
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2008・11・09（日）

ウェルカムボード製作中～

結婚式のウェルカムボードを、母と妹が

作ってくれています。

最近になって、兄夫婦も手伝ってくれているようです。

ありがたいことです。感謝、感謝。

なんていうのかは忘れちゃいました。

薄くて透明な紙を、切ったり穴を開けたりして

細工をしていくそうです。

▲花びらができて、
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▲パールをのせると、

▲こんな。

どんなのができるか、楽しみです。

2008年11月7日
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2008・11・10（月）

ラ・パン・シェリ

こないだの土曜日の話。

朝から長久手で結婚式の打ち合わせ、

お昼頃終わって、ランチどこで食べようってなって、

たまたま素敵そうなお店を発見。

車をUターンして入ってみる。

ラ・パン・シェリというサンドウィッチのお店。

ランチが2種類ありました。

Aランチ、850円。

パンと具を2種類ずつ選んで、その場でサンドウィッチを

作ってもらえる。あと、スープとドリンク付き。

Bランチはドリンクがおかわり可になって、



みずのの本

39

ケーキが一品付く。1100円。

長居する人はこっちのがいいのかな。

今回は二人ともAランチで。

▲パンはプレーンとカンパーニュ、

具はマッシュポテトとサーモンのと、ローストビーフっぽ

いの。

おいしかったですよ～。すごく自然な味で、体に良さそう。

パンはそれぞれ特徴があって、プレーンはふわふわ、

カンパーニュはもちもち。
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▲連れの者は、五穀とくるみのパン。

具はえびと生ハム。

ちょっともらったんですけど、えびとアボカドのが好き。

こちらも自然なお味で、素材の味そのままって感じ。

▲テーブルのお花。

小物がいろいろかわいいのが置いてあった。
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【 Le Pain Cheri（ラ・パン・シェリ）』

住所：日進市米野木農来１１９－１　

TEL：０５６１－７３－５３２９

営業時間：７：００～１８：３０

定休日：月曜日

▼さいきんのグルメレポート

コメント

m-gane

＞こっぺ横山さん

そうでしたか、ご紹介でしたか、

お店からは距離がありますもんね。

店員さんで、”お母さん”っていう雰囲気の

感じのいい方がいらっしゃいました～。

＞せっせっせさん

小さい頃、親に連れてってもらった喫茶店の

サンドウィッチがそれですね～。

手軽においしいものが食べられるようになりました。

自分で作れると、いろいろ盗めていいですね。

せっせっせ

最近はサンドイッチも変わりましたねぇ。サンドイッチ＝ハム

サンドorミックスサンドという時代を過ごしてきたから、今
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はパンも具もこんなにグレードアップして、うれしい限りで

す。自宅で作るとき、具のコンビネーションを参考にしよ

うっと。

こっぺ横山

私も他のブロガーさんに教えていただいたんですよ。

お店の方も親切で、あちら方面に行った時には、また寄りたい

お店ですよね。
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2008・11・22（土）

前の前の日の夜

明後日、いやもう明日ですね。

早いものであっという間です。

ここのとこ、忙しくてブログもご無沙汰でした。

お久しぶり、ごきげんよう。

今日は、会社の皆さんにお祝いをいただきました。

写真好きにはすごく嬉しいデジタルフォトフレームと、

なんかラブリーメモリースティック。

ちょっとしたサプライズで。

こうゆう場面すごく照れてしまうけど、

嬉しかったです。ありがとう。
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そして、山路さんに撮影で伺ったのですが、

ママさんにお祝いで焼酎をいただきました。

突然だったのに、ありがとうございます。

なんかまったく実感がないのだけど、

まだやることがたくさんあるっていう現実が…。

睡眠不足だ～。

ああ、お肌だいじょうぶかな。

そして、こちらが母親のラストベントゥー（弁当）です。

2008年11月22日
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コメント

m-gane

＞こっぺ横山さん

お返事が遅くなってしまいました、

すみませんっ！

結婚式はビールで燃え尽きはしませんでしたが、

準備の段取りの悪さがあだになり、その後

ばたばた…。

ようやくパソコンに向かえた次第です。

今後二人三脚（笑）でがんばります！

こっぺ横山

いよいよですね。

一生に一度のハレ舞台。ばっちりキメてきてくださいね。

とはいえ、長いこれからの二人生活を思えば通過点です。

燃え尽きてしまわれぬよう、ビールは「しれっ」とバケツにこ

ぼしてくださいね。
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2008・11・23（日）

愛と笑いの夜

行ってきまーす。

2008年11月23日

コメント

m-gane

＞三好のポンちゃんさん

ありがとうございます！

ぜひとも二人で伺いまーす。

＞チャッピーちゃんさん

ばたばたしてしまって、
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ブログアップができてませーん（汗）

すみませんっ。

＞みりんさん

ありがとうございます！

実は写真、自分でも見れてませーん…（泣）

＞隊長さん

お祝いの言葉ありがとうございます！！

新しいm-ganeを今後ともよろしくお願いします。

＞たろさん

いやー、ビデオはどうだろー。

たろ

ﾋﾞ ﾃﾞ ｵのｱｯﾌﾟ ﾛｰﾄﾞ ｷﾎﾞ ﾝ♪

ｺｳｶﾞ ｼﾂでね☆

草野球チーム・自営隊 “隊長”

こんばんは、“隊長”です。

そうか、結婚しましたか。

そりゃあ目出度い。

おめでとうございます。　 (*^^)/ ｡ ･ :*: ･ ﾟ ' ★ , ｡ ･ :*: ･ ﾟ ' ☆

Congratulations!!
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では、また。

みりん

おめでとうございますーーー♪

はい。

レポートと写真待ってます♪

チャッピーちゃん

きっと、素敵な結婚式なんだろうな♪

また、レポート待ってます＾＾

三好のポンちゃん

ご結婚　おめでとうございま～す♪

いつまでも、夫婦仲良くむつまじく・・・

ステキな家庭を築いてください。

また奥様と一緒に、三好店にも

遊びに来てくださいね。

　お幸せに・・・　ｗ（=^ ･ ^=）ｗ
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2008・12・01（月）

ご無沙汰しております

えむがねです。

ご無沙汰しておりました。

結婚式に列席下さった皆さま、

コメントを下さった皆さま、

ブログにあげて下さった皆さま、

お祝いのお言葉を下さった皆さま、

ありがとうございます。

お礼、お返事が遅くなって

申し訳ございませんm(__)m

当日の様子などは、

また写真とともに少しずつアップしていきたいと思います。

今後ともよろしくお願いします。

コメント

m-gane

＞華玉山さん

ありがとうございます！

いつか華玉山にもいい方があらわれますよ、きっと！
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華玉山

けこーんおめでとう。

僕もあやかりたいですが・・・・、何分相手が。

m-gane

＞チャッピーちゃん

楽しみにしてくれててうれしいです！

ほんと遅くなってしまてって、ごめんなさいっ。

チャッピーちゃん

お帰りなさい改めておめでとうございますしっかり休まれてか

ら、記事をたくさんＵＰしてくださいね
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2008・12・02（火）

結婚式のこと その1

なかなか更新ができずに、今に至ってしまいましたが

ここらで少し。

当日はわたくし無理を言って、カメラを持って

臨みましたので自分で撮った写真があるんです。

なかなかできない体験、パーティーウェディングならでは

でしょうか。

今日はGR-Dで撮った写真を。

一眼でも撮ったのだけど、実家に置いてあって

今はないんです。

家族みんなで作ってくれたウェルカムボード。

感謝。
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ブートニア。

すごく素敵に作っていただきました。

嫁さん。お着替え室にて。

こだわった衣装。
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会場のお花は嫁のセンスでかすみ草に。

ご列席のみなさま、ありがとうございました。

かっこいいウィディングケーキ。

オリジナルのデザインなんですよ。
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会場のみなさんに飾り付けをしていただいたケーキ。

盛ってあるだけだけど、なかなか素敵？？

夜遅いので、今日はこのくらいで。

慣れないmacでやりづらい…。

iPhotoというのを初めて使ってみました。

2008年11月23日

コメント

m-gane

＞のぼりこぐぞうさん

ありがとうございます！

そうなんです、ちょっと無理言いまして
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カメラ持参でした（笑）

こぐぞうさん家のような、あったかい家庭にしたいです～。

＞せっせっせさん

ありがとうございます！

いろんな方に助けてもらって、やっとこさ

と言った感じでした。

これからもがんばらなければ、と思います。

お祝いのお言葉、ありがとうございました！

せっせっせ

m-ganeさん、ご結婚おめでとうございます。素敵の一言じゃ

言い尽くせないほどトータルコーディネートされたウェルカム

ボードで、うっとりです。奥様の好きな色は白、赤、こげ茶、

でしょうか？シックで大人な雰囲気が漂っています。お幸せに

♪

のぼりこぐぞう

ご結婚おめでとうございます。

自分が主役なのに　カメラ撮影！？

スゴいです！　（笑）

　今どきの結婚式はおしゃれでかっこいいですね～

末永く、お幸せに。。。
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2008・12・05（金）

結婚式のこと その2

書きたいことはたくさんあるのに、

なかなかブログが更新できない…。

新しい家がまだまだ片付いてなくて、

家事も少しやるようになって、なかなかどうして。

大変ですね～。

さてと、結婚式のことその2、

ということで、でっかい一眼レフで撮った

写真とともにご紹介。

もちろん式の最中も持ってましたよ。

受付。

席次表とかペーパーアイテムは手作りで。

手作りだと自分の好きなようにできるけど、
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その分しんどかったです。はい。

司会はサプライズゲスト！笑劇派のなんぺいさんさやかさん。

あまり結婚式結婚式していないパーティーに

したかったので、すごくくだけた雰囲気で、かつ

決めるところは決める、といった司会をしていただきました。

ちなみに、夫婦漫才を二人のためにオリジナルアレンジで

披露していただきました。ありがとうございました。
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こちらの花束は、式が終わった後さやかさんに

プレゼントしたもの。

かわいい。

式場は長久手にあるラポールというところなのですが、

提携しているお花屋さんがなんと豊田市の「花の精興園」とい

う

お店で。なのでこちらの花束もそちらでお願いしました。
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ウィディングドレスの時はこんなかんじ。

2008年11月23日

コメント

m-gane（えむがね）

＞和ちゃんさん

はい、どうぞ～。

＞たろさん

アップにはたえられませんな…。

たろ

そうですね。アップで見たいですよねー。

　　　　　　　　~~~~~~~~

よろしくー。
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豊田の和ちゃん

＞こんな感じ

前からの写真もアップでおねがいね
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2008・12・07（日）

結婚式のこと その3

結婚式のこと、その3です。

新婚旅行から帰ってきて、出勤したら

引き出しの中に、こんなものが入ってました。

うれしいですね～。

会社のみんなが撮ってくれた写真を、

DVDに入れてくれていました。

その枚数、なんと1000枚以上。

よく思うのが、何をするにしても

写真は多ければ多い方がいい！

変な写真でもいい思い出。

ちょっと見るのが大変ですけどね。
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ちなみに、絵は経理のサカキバラさんが

描いたそうです。めがねトトロ、かわいい。

（Photo by mirei）　来ていただいた方にチェキで写真を

撮ってもらって一言いただきました。

（Photo by takaaki）　シャンパンオープン。
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お酒は苦手なのですが、このシャンパン

甘くておいしかったです。

（Photo by shino）　社長に素敵なスピーチをしていただき

ました。

その後ガーデンでの乾杯。隣で嫁が震えてました。

ちょっと寒かったみたい。
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（Photo by hitomi）　お色直しで再入場。

曲はスーパーカーのストロボライツ。
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（Photo by masako）　ケーキカット。

このケーキがすごく素敵。

後で聞いたら、味もおいしかったそうです。
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（Photo by masako）　ファーストバイト。

あ、顔が…。

まあいいか。

（Photo by takaaki）　サボタージュ兄さん。

なんでこの人はこんな格好つけてるんだ。

二人で笑ってしまった。
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（Photo by ryoko）　料理もおいしかったみたいで、ひと

安心。

あまり食べられなかったのが残念。

仕方がないですけどね。

（Photo by masako）　光に照らされるかすみ草、
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素敵じゃないですか～。

（Photo by takaaki）　暗い中でキャンドルに灯をともしま

した。

（Photo by masako）　そして新婦、父親と入場…。

2008年11月23日
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コメント

m-gane

＞和ちゃんさん

どうぞ、お納めください…。

＞サポターチュさん

たかさんの写真でかなりあったよ（笑）

サボタージュ兄さん

格好つけてる、んじゃなくて、これが天然なんですよ。

つーかいつの間に撮られたんだろ…。

豊田の和ちゃん

masako さんのお手なる写真

正面から　確かにいただきました
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2008・12・12（金）

沖縄の旅 初日 K10-D

なかなか手が付けられなかった

新婚旅行のこと。

結婚式の次の日、11月24日から

3泊4日で沖縄に行ってきました。

初日をK10Dの写真でお送りします。

セントレアには兄に送ってもらいました。感謝。

兄嫁、母も同伴で。

セントレアはクリスマスムードでしたよ。

飛行機は物心ついてからは初体験、

雲の上の写真が撮りたくてわくわく。

が、しかし、

席の都合で窓際に座れない…。

なんとか雲の上の写真が撮れないかと

アテンダントさんに聞いたら、こちらでどうぞ、と。
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こんな。

実はこんな小さい穴から撮った。

悲しい…。

で、我慢ができなくなって

隣の席の若いカップルに、
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ちょっと席を代わってもらえないか？

（そんな口調じゃないけど）

と頼んでみたら快くOK。

ありがたいことです。

で、こんな。

翼の隣だったんですよ～。
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で、沖縄に着いたら、

雨…。

まあそんなもんですよ。

そして、二人とも飛行機酔いで

気分が悪い。

レンタカーを借りて、早々と高速を使ってホテルへ。

途中パーキングにも寄った。

しかし、沖縄の地名は読めない。



みずのの本

74

ホテルはムーディーで、ちょっぴりセレブ気分。

「ザ・ブセナテラス」というホテル。

ホテルの鍵。

謎のキーホルダー。

つづく…。
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2008年11月24日

→沖縄の旅、記事一覧はこちらから

コメント

m-gane

＞ドキンちゃんさん

3度目ですか～、うらやましいです！

初めてだったので、

有名どころですよ～。

またブログにアップしますね。

＞せっせっせさん

そんなんあるんですか！？

見たかったです！

席が通路側だったので、全然見れませんでしたよ…。

＞たろさん

とくに使い分けてるわけではないっす。

GRは持ち歩きやすいからいいよね。

レンズも明るいし、接写もできるし。

今回は連れのものも使ったのでK10Dが

多かったかも。
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たろ

そおいや、K10DとGRってどんな風に使い分けてるん？

そして、もうちょい風景っぽい絵がみたいじょ。ｶﾞ ﾝｶﾞ ﾚ

せっせっせ

着陸間近で、翼のいろんなところが開いたり閉じたりするの、

見ました？それを見るたびに、「今操縦しているんだ」って思

いが強くなって、ナンマイダブ…って拳を握ってしまいます。

キーホルダーのそういうの、私好みです★。続編も待ってます

♪

ドキンちゃん

沖縄いいな～～～～♪

私も去年3度目の沖縄に行きました。

この時期暖かくて本当に良かったなぁ。

m-ganeさんはどこに行ったのかな～～～？

沖縄の旅 初日 GR-D

沖縄の旅、初日。

今回はGR-Dで撮った写真でお届け。
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雲の上。

GRなのでちょっと広く写る。

飛行機ではお茶が無料で振る舞われました。

GRなので接写ができる。
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ホテルへ向かう道すがら。

沖縄はそこら中で工事をしてました。

飛行機で酔って、二人とも気持ちが悪くなって

夜ご飯はさっぱりしたものがいいよね、ということで

和食にしました。



みずのの本

79

ホテル「ザ・ブセナテラス」の

和食レストラン「真南風（まはえ）」というところです。

何を食べてもすごくおいしかった。

最近和食がほんとにおいしく感じるんです。

歳とったせいだろうか…。

まあそれはいいとして、おいしいご飯で
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元気を取り戻す。

ホテルの中を少し散歩。

小さな三脚が役に立ちました。

なんかちょっと透けてますが…。

部屋から見下ろすとこんな感じ。

プールがほんのりとライトアップ。
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もう少し先には海も。

潮騒が聞こえてました。

つづく…。

2008年11月24日

→沖縄の旅、記事一覧はこちらから

コメント

m-gane

＞豊田の和ちゃんさん

いえいえ、ほんとにおいしかったんですよ～。

和食バンザイです。

豊田の和ちゃん

＞何を食べてもすごくおいしかった

そりゃあ　そうでしょうねえ

今日も明日も　　つづく・・・
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2008・12・16（火）

ラポールのロールケーキ

沖縄の話は一回休み。

↓このロールケーキ、めちゃくちゃおいしいんです。

スポンジはしっとり、生クリームとカスタードは

甘さ控えめで、フルーツはジューシー。

どんだけでも食べれそうなロールケーキなんです。
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ちなみに、こちらケーキ屋さんではありません。

普段は結婚式場＆レストラン。

結婚式の打ち合わせの時にパティシエの方と

お話をしたのですが、

「電話一本入れてくれたらいつでも作りますよ～」

とのこと。

こないだちょっと用事があったので、

作ってもらっちゃいました。

二人で一本、楽勝でしたよ。

【ラポール長久手迎賓館】

愛知郡長久手町前熊字原山38-28

メドウステニスガーデン内
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TEL：TEL:0561-64-2226

URL：http://www.rapport-nagakute.jp/

▼さいきんのグルメレポート

コメント

m-gane

＞ちぃさん

コメントありがとうございます。

値段はですね、特に高かった記憶はないんですが、

はっきり覚えてないんです…

ゴメンナサイ！

結婚式場なので、電話で予約して作っておいてもらうといいで

すよ！

ちぃ

おいしそうですね。

値段とかわかりますか？

m-gane

＞ドキンちゃんさん

そうなんですよ～、フルーツも新鮮で

みずみずしいんです。

でもやっぱりスポンジのしっとり加減が

ほかではまずないですよ！
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ドキンちゃん

おいしそうなロールケーキ！！！

フルーツいっぱいが大好きな私。

こういうロールケーキなら飽きずにいっぱい食べれそう♪♪
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2008・12・18（木）

沖縄の旅 二日目 K10-D?

沖縄の旅、二日目。

K10-Dで。

なにせ写真が多いので更新が滞ってしまう。

二日目だけで500枚くらい…、選ぶのだけで大変。

ちょこっとずつご紹介します。

あいにくの曇り空。

でもそんなに寒くいのはさすが沖縄。
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朝食はホテルのレストランで。

ビュッフェ形式でした。なにかとうます。

「ラ・ティーダ」というレストラン、洋食でした。

ティーダは沖縄の言葉で、太陽だったと思う。

定番のハイビスカス。

いろんなところに咲いてました。
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ホテルのすぐ目の前が砂浜。

やっぱり水がきれい。

透き通ってた。
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なぜか濡れた靴下。

はしゃぎすぎ。

車に乗り、ホテルから南下。

すぐのところに御菓子御殿という建物を発見。

とりあえず入ってみた。
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沖縄名菓「紅いもタルト」のラインがあった！

写真いいですか？と聞いたら快くオーケー。

万座ビーチ付近。

次回の予告です。

つづく…。
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2008年11月25日

→沖縄の旅、記事一覧はこちらから

コメント

m-gane

＞ドキンちゃんさん

御菓子御殿にはお世話になりましたよ。

大量にお土産を買い込みました。

国際通りは最終日に行こうと思ってたら、

お土産選ぶのに時間がかかっちゃって、

結局行けなかったんですよ。

また沖縄行きたいです。

ドキンちゃん

いいないいな～～～♪

去年のことをいろいろと蘇ってきました。

御菓子御殿は行きたかったけど、行かなかったんですよね～。

結局お土産は国際通り周辺で買う方が安かったですね～。

ショックだったのが、散々酒蔵とかも廻って泡盛買ってきたの

にこっちでもっと安く売っていたこと・・・・。

ショボン（泣）
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2008・12・19（金）

誕生日の前の日

明日はわたくし29歳の誕生日なのですが、

一足先に会社のみなさんがお祝いしてくれました。

なかなかこうゆうのは照れてしまうのですが、

やっぱりうれしいものです。

ハッピーパースデーの歌も歌ってもらいました。

しかし早いもので三十路まで王手です…。
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こちら「タカサキ」のケーキだそうで、

チョコレートといちごのシンプルなケーキなんですけど

すごくおいしかったです。

チョコレートだと甘いのが多いですけど、

甘さ控えめで、素朴なおいしさでした。

そして、今日一日「29(にく)金メダル」を首から下げ、
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あとメッセージもいただきました。

ありがとうございました！

2008年12月19日

コメント

m-gane（えむがね）

＞ドキンちゃんさん

ありがとうございます！

見ただけでわかるんですか？すごいですね！

おいしかったですよ～。

＞永田や　石川さん

ありがとうございます！

社内は…、

そうですね、フレンドリーですね～。

こうゆうのはうれしいんですけど、

やっぱり照れちゃいます。

永田や　石川

お誕生日おめでとうございます！

社内のフレンドリーさが伝わってきます

うれし・はずかし・・・楽しそうですね。

ドキンちゃん

おめでとうございます♪
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ケーキを見た瞬間タカサキさんのかな？？と思いました。

タカサキさんもおいしいですよね♪
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2008・12・21（日）

お誕生日でした。

もうお誕生日お祝いって歳でもないけど、

「せっかくなので」と、嫁がケーキを買ってきてくれました。

ありがとう！

なんかかわいいロウソク付きで。

ただ、このロウソクかわいいのはいいんだけども

溶けるのが早いので要注意です。

すこしイチゴが被害に遭いました。

ちょっと見にくいけど、

「HAPPY BIRTHDAY」ってなってる。

松坂屋のHARBSで買ってきたそうです。

オーソドックスなイチゴのケーキ。

スポンジふわふわ、生クリームは甘さ控えめでおいしかった
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です。

生クリームは牛乳の風味がけっこうした。

あと、こちら友達がプレゼントをくれました。

でっかいバームクーヘン！
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「CLUB HARIE」って、けっこう有名らしいのですが

ぜんぜん知りませんでした。

そういうのに、すごく疎いのです。

さっそくいただきました。

しっとりしててすごくんまい。

量がすごいんだけど、これならけっこういけちゃいそう。



みずのの本

99

どうもありがとう！

2008年12月20日

コメント

m-gane

＞永田や　ＣＯＯさま

お祝いのお言葉、ありがとうございます。

慣れない生活でいろいろあたふたしていますが、

なんとかがんばっております。

COOさまもよいお年をお迎えください！

永田や　ＣＯＯ

一日遅れですが、誕生日おめでとうございます！今年は結婚も

され、充実した一年を送られたことと存じます。来年も更なる

飛躍を目指し、頑張ってくださいね！

笑劇派さんライブ→桂林

今日は嫁さんのご両親とお出かけ。

結婚式でお世話になった笑劇派さんのライブが

T-FACEであるので、4人で行ってきました。

笑劇派さんのライブは前にも何回か

見た事があるんですけど、回を重ねるごとに
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パワーアップしてました。

今回初？なのかな、ガンジさんのピン芸。

シュールな世界観がおもしろかったです。

しかしすごい色のスーツだ。みかん君だそうです。

さやかさんのバンド、「ラムジック」の弾き語り。

歌だけじゃなくて、笑いもあり。さすがです。
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新喜劇も地元ならではのネタがたくさんあって、

おもしろかったです。

m-1で2回戦敗退なんて、自虐ネタもあったりで。

そういえば、夜にm-1やってたけど、

NON STYLEが優勝ってどうなんだろ。

まあいいけど。ちなみにナイツが好き。

その後、お誕生日祝いだってことで

お食事をごちそうになりました。
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名鉄トヨタホテルの2階、「桂林」という

中国料理屋さん。ちょっとセレブなお食事。

こんな機会でもないと、なかなか食べられない。

ここぞとばかりに、がっつり食べてきました。

中華って味が濃いイメージがあるけど、

ここの料理は全部薄味ですごく好みのお味。

調味料の味っていうより、素材の味で勝負してます！
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っていう意気込みを感じました。

お腹いっぱい食べて、ラストにデザートも。

定番の杏仁豆腐。お腹限界だったけど、おいしいから入った。

ごちそうさまでした。

こんな箸でした。
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2008年12月21日

コメント

m-gane（えむがね）

＞しろさん

お祝いのお言葉、ありがとうございます。

お料理ほんとにおいしかったですよ～。

自分ではなかなか行けないので、

また連れてってもらおうと思います(笑)

ナイツおもしろいですよね。

最近はなわの弟？ってことを知ってびっくりです。

名鉄トヨタホテル

★誕生日おめでとうございます★

ご来館、ありがとうございました！！！

ブログに書いていただいて･ ･ ･感激です♪

ぜひまたお越しくださいね。

名鉄トヨタホテル　しろ。

追伸:あたしもナイツが好きです！！！あとオードリーもｗｗ

ｗ

m-gane

＞hahaさん

ありがとうございます！
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すごくおいしかったですよ。

おごってもらっちゃいました。

＞つじぃさん

あらま、そんなところから

いらっしゃい！

そうなんですね、さっき見たら出てなかったので

ちょっとだけだったんでしょうか？

つじぃ

お誕生日おめでとうございました♪

今日は実は　ブログパーツのグリムスのHPから飛んできま

した。

今　m-ganeさんの木がトップページに載ってるんですよー。

興奮して飛んできました（笑）

haha

おいしそ～！

いいねぇ～誕生日に好きな人とおいしい食事！

おめでと～
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2008・12・27（土）

沖縄の旅 二日目 K10-D?

沖縄の旅、二日目の続き。

万座毛にやってきました。

雨が降りそうで降らない、

ぐっとこらえててくれました。

沖縄の海岸沿いはすごく風が強い。

普段もそうなのか、天気のせいなのかは

わからないんですが。
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海がうねってました。

この迫力、なかなか写真で伝えるのは難しい…。

はるか下の方に、

なんかはしごがある。

下に降りる人がいるっていうことかな。



みずのの本

108

偶然にも、こんな素敵な場面に

出くわしました。

沖縄の植物って、独特ですよね。
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一周してもう一回見に来た。

やっぱりすごい。

あの背中に、昔は乗れたらしいんですけど、

今は無理みたいでした。

チケン？

なんだろう、と。

思いましたが、後に判明します。
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つづく…。

2008年11月25日

→沖縄の旅、記事一覧はこちらから

コメント

m-gane

＞ポンちゃんさん

そうですよね～、写真で見るのは

穏やかなきれいな海ですよね。

天気が悪かったからかな。

チケンはまた今度です～(笑)

三好のポンちゃん

沖縄の海って、おだやかな海を

想像してたけど…意外に荒い？…の？

［チケン］…気になる～！ (笑)
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