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2013.12.15 H.TsubakiNo.36

備忘録小論攷週刊

【第３回】きょうの断片
)【きょうの断片 】ゴルフ◆絶対に「３パット」しない！◆若いころは４０台で回っていた75 130619

が◆いまは５０台 時には５０台後半もある ◆先日チェリーヒルズでＩＮ・ＯＵＴとも４０台◆ ３（ ） 「

パット」は、ＯＵＴで１回、なんとＩＮでは０回◆ティーショットが飛ばなくても、４０台で回れる

んだ。

)【きょうの断片 】(お年を召しているという以上に尊敬されている)最長老のＭさんと弥生76 130619

。 、 。 、が丘を回った ◆私がしゃべり役 Ｍさんはうしろでドッシリ ◆たつみコータローのリーフを渡し

Ｎ見本紙をひろげる。◆うしろにＭさんのあの温和な顔があるだけで、支持が広がり、Ｎが増える。

【 】 「 」 「 」 「 」77 130619) きょうの断片 ◆律令期～奈良期～平安期には 郡 の下に 郷 があった◆ 和名抄

は平安中期の郡郷名を記録。◆嶋上郡には、農味(ﾉﾐ)、児屋(ｺﾔ)、真上(ﾏｶﾐ)、服部(ﾊｯﾄﾘ)、高上(ﾀｶ

ｶﾞﾐ)の５郷があった。◆『週刊わがまち 』で、嶋上５郷を取り上げる。Walking

)【きょうの断片 】宣伝カー：川久保～成合コース◆参院選公示まで、川久保・成合に行け78 130620

るのは今回が最後◆台風４号接近。明け方から激しい雨「今日は無理か」◆しばし雨があがる◆３人

で出発、新しいテープを流す◆川久保で街宣。Ｙさん気迫のうったえ◆午後豪雨。午前中に回ってよ

かった。

)【きょうの断片 『わがまち』６月号をアプロード。 ◆６月１３日に発行し79 130621 http://p.tl/ovT5】

たのだが、忙しかったので今日 。◆配布はおおかたすんでいる。◆Up

80 130621 cm) きょうの断片 豚バラ肉◆ブロックが半分残っている (半分は先日唐揚げにした)◆１【 】 。

幅に切り、片栗粉をまぶして焼く （中はしっとり、外はカリカリ）◆皿に盛って 《塩麹とオリー。 、

》 、 、 。ブオイルで和えたネギの小口切り をトッピングして レモン汁をかけて食べる という計画である

)【きょうの断片 】古書に「元慶（ｶﾞﾝｷﾞｮｳ）四年（ 年 」の記述◆ 件ある日本の元81 130621 880 246）

号（大化～昭和）で「元」のつくのは 件（前につく(元禄など)のは 件、後につく(貞元など)の27 15

は 件）◆「元」を「ガン」と読むのは「元慶」だけで、他はすべて「ゲン」と読む。12

)【きょうの断片 】高槻市民がこよなく愛するポンポン山◆娘も息子も小学校からポンポン82 130622

山に登った◆ポンポン山は高槻市民の共通の記憶だと思っていたら◆孫(高二）も孫娘(高一)も「学

校からポンポン山に行かなかった」と言う◆ジジババが連れて行かなければ、ポンポン山に登らない

のか！

【 】 「 」 （ 、83 130623 23:42 81) きょうの断片 ◆東京都議選◆共産党が 倍増＋１ の１７議席！◆自公連合 )

共産党( )、民主( )、みんな( )・・・以下略◆自公連合の悪政に対決する、押しも押されもせぬ17 15 7

野党第１党だ！◆さあ、いよいよ参院選。大阪からたつみコータローを必ず国会に！

)【きょうの断片 】娘の家の庭でとれた「獅子唐」を孫娘がもってきた 「辛くなくってお84 130624 。

いしいよ」◆半分を素焼きにして削り節ををふり生醤油◆半分はオリーブオイルで炒めて、中華風ネ

、 「 」 。ギ塩をかける◆それを肴に 息子が父の日１週遅れで持ってきた大吟醸 雪国 を錫のグラスでやる

極楽！
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)【きょうの断片 「資本論」をもう一度読み直すことに。◆第１部資本の生産過程・第１85 130624】

篇商品と貨幣の「第２章交換過程」まできた◆マルクスは「人間は、土地を貨幣材料にしたことはな

かった」とさりげなく書く◆金銀が貨幣になるのはブルジョア経済学者の言うような理由のためでは

ないのだ

)【きょうの断片 】◆中村れい子市議とわがまちを宣伝カーで回る◆車中の雑談で私「いま86 130624

の子は小学校でポンポン山登山しない」◆中村さん「耐寒登山でポンポン山にいった。すごい雪で迷

ったがなんとか夜の 時過ぎに芥川小学校に着いた」◆それからポンポン山登山には慎重ではないの7

かなと…

)【きょうの断片 】妻と太平洋Ｃのあるゴルフ場◆疲れているので白ティー（フロント）か87 130626

ら打とうと思ったが◆妻はいつもどおり「青ティー（レギュラー）から打つ」と言う◆妻が青から打

つのに私が白からは打てまい◆結果は妻がベストスコア。私もまあまあ。◆教訓は「逃げるな」とい

うことか

)【きょうの断片 《食いしん坊》◆先日「豚バラ肉の唐揚げ」をつくる◆私はおいしいと88 130626】

思ったが、妻は「油くさい」◆そこで、きょうは豚ヒレ肉でトライ◆妻いわく「おいしいけど、粉っ

ぽい」◆唐揚げ粉にまぶして一時間以上なじませたのに。◆揚げるときの最初の温度（ 度）の関170

係か？

)【きょうの断片 《後援会に未加入》の読者の方々に入会のお願いに行く予定だったが、89 130626】

朝からの大雨で延期◆《後援会加入》のお願いは選挙活動ではない《政治活動》で、いつでもできる

のだが◆参院選の前にやりきらなければ意味がない◆あしたは《宣伝カー 、あさっては駅宣◆時間》

がない！

)【きょうの断片 「わがまち 」 をアプロード ◆攝津國嶋上郡の90 130628 Walking No.15 http://p.tl/0rR4】

五郷を特集◆さらに 「高槻の地形区分」を図入りでわかりやすく？書いた◆おまけは西国街道「芥、

川宿」◆「京都七口」もカラー図で掲載した。

)【きょうの断片 「わがまち 」は週一回発行◆発行までに時間がかかるのは、①企91 130628 Walking】

画、②資料の画像化、③レイアウト、である。◆ふんだんにお金があって、編集者・デザイナー・Ｐ

Ｃオペレーターを雇えれば、週３回(隔日）だって発行可能なんだが。

92 130628 28,29) きょうの断片 肉の日 ◆毎月２９日は 肉の日 ◆京都牛で有名な モリタヤ は【 】「 」 「 」 「 」

日に格安奉仕◆というわけで今夜は、特上牛肉を薄くスライスしてわずかに焙った「和牛のたたき」

◆もう一品「牛スジ煮込み」にネギの小口切りをふりかけて、大吟醸「雪国」をちびりちびり。

「週刊わがまち 」と「小論攷週刊備忘録」の発行が軌道にのってきたので、 で遊ぶWalking Twittet

のを再開しよう （ 遊ぶ」とは、論点の整理→論述→ 字に収める→何回かの小文でグループ→論。「 140

点の展開→それを記録する、ことをいう ）←文字数は 字【 】。 123 2013.09.05

)【きょうの断片 】◆摂津市にいく。ハンドマイク宣伝(スポット１２回）◆摂津市会選挙93 130907

は明日告示、２２日投票。明日からは候補者名ののぼり（幟）は持ち歩けないので、きょう最大限に

。 。 、 、 。露出する ◆２２日は堺市長選の告示 堺へは 近畿道→阪和道→南販奈道で 美原東ＩＣまでいく
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)【きょうの断片 】◆スペアリブ 〔豚の骨付きばら肉〕を焼く◆①一口大にカット94 130907 sparerib

する、②フライパンにふたをして、しっかり焦げめがつくまで焼く、③火をよくとおしてから、ソー

ス（砂糖２、醤油２、みりん１、オレンジピュレ少々）を流し入れる、④照りがでるまで焼く。

【 】 。 「 」95 130914) きょうの断片 ◆昨日堺市長選の応援にいった ◆センターに着いたら ごくろうさま

といってお茶（ペットボトル）をもらった 「◆お茶やさんが作った緑茶 ◆鹿児島県産茶葉使用 、。 」

「 」「 」 。◆グローブの会 鮮度工房 ◆販売者 緑茶流通事業協同組合 摂津市鳥飼上３丁目 とあった

)【きょうの断片 】◆摂津名所図会の鳥飼藤森神社図に源俊頼の歌「沖べなる高瀬の舟をさ96 130920

しすゑて鳥飼にても暮らしつる哉 （散木奇歌集 (ｻﾝﾎﾞｸｷｶｼｭｳ)）が添えてある◆「大阪府全志」に」

はこの歌に言及がなかったが 「大阪府誌」には載っていた （第５編 ）、 。 p.393

)【きょうの断片 「大阪府誌」は、高槻に５つある市立図書館のうち小寺池図書館にしか97 130920】

ない。しかも閲覧は館内のみ◆きのう自動車の１２か月点検でダイハツにいったついでに、小寺池ま

で足を伸ばして久しぶりに閲覧した。◆「大阪府誌」と「大阪府史」は別の本。

)【きょうの断片 】ミラのタイヤ交換の時期。◆純正だと約４万円(一本９千円強）◆オー98 130921

トバックスの決算感謝セールで 円（＠ 円）◆メーカーは （韓国）◆激安タイヤを10,800 2700 Kumho

買うのではない。日本で売るためにそれを厳正チェックしたオートバックスの信頼を買うのだ。

)【きょうの断片 】毎日新聞「堺市長選中盤情勢」によると、◆自主投票を決めた公明支持99 130923

層は４割が竹山氏、１割が西林氏を支持、５割が未定。◆有権者の３割を占める無党派層は４割弱が

竹山氏、１割強が西林氏を支持、５割が未定。◆これを統計的数量的に分析してみよう。

)【きょうの断片 】公開データを統計学的に計算◆ ％の確率で５( )： ( )で竹100 130923 95 59% 3.5 41%

山氏が勝利◆極端な場合(そんなことは考えられないが、維新が「態度未定有権者の７０％」を確保

しても)４( )：３( )で竹山氏が勝利◆というのが、私が計算した結果です。57% 43%

)【きょうの断片 】すもももももももも◆「スモモ（李 」も「モモ（桃 」もモモ◆ちゃ101 130925 ） ）

「 」うちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうやて◆① チャウチャウ

ちゃう？②ちゃうちゃう「チャウチャウ」ちゃう！③ちゃうちゃう「チャウチャウ」やて。◆次回に

解説

)【きょうの断片 】◆前回の翻訳？◆①（あれは 「チャウチャウ（犬の種類 」とちがう102 130925 ） ）

か？②ちがうちがう 「チャウチャウ」と違う！③ちがうって 「チャウチャウ」だよ。、 、

)【きょうの断片 】◆講談社学術文庫 「大阪ことば事典（牧村史陽編 」には 「チヤウ103 130925 658 ） 、

（ ） （ ） 。 、 。 「 」助詞 ちがう 違う の段訛 さらに約まって チャウ また強めて言う場合には チャウチャウ

p.423と重ねる。否定形はチャエヘンである（以下省略 」と解説されている。）

104 131001 Walking 29 http://p.tl/zgMR)【きょうの断片 】◆週刊「わがまち 」第 号をアプロードした。

◆面白いか、面白くないかは、それを見た人がきめればいい。◆私は、自身に興味があること、残し

ておきたいと思うことを本にして、それをネットにアプロードしているだけ。

)【きょうの断片 】 画面にハシゲがでてきて気分が悪かった◆→ガチャピンの画像105 131001 Twitter

に変えた◆ガチャピン フジテレビ系子供番組『ひらけ ポンキッキ』の、着ぐるみキャラクター。!

南国生まれの恐竜の男の子で、年齢は永遠の 歳。身長は 、体重は という設定。5 165cm 80kg

)【きょうの断片 「薬のリスク」◆回文（上から読んでも下から読んでも「クスリノリス106 131003】
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ク ）薬にはリスクがつきもの。◆回文で警句を発するのはよくあること。◆回文「アベノミクスで」

竦(ｽｸ)みのベア(ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ)」◆安倍内閣の経済政策では労働者の賃金がすくんでしまう。

)【きょうの断片 】アベノミクス◆「ＧＤＰ(国内総生産)３期連続増」と、新聞の見出し107 131006

は景気がいいが◆実際のところ「設備投資は６期連続減」◆勤労者の賃金は低水準を更新◆「デフレ

克服」というが、実際は生活必需品が高騰しただけ◆「景気回復」なんて嘘っぱち！◆増税は粉砕し

かない！

)【きょうの断片 】鶏のむね肉◆一口大に切って、醤油をたらした酒に漬ける。このとき108 131006

鷹の爪を入れ、お酢を一滴たらすのもいい。◆臭みが抜け、味にメリハリがつく。◆これに片栗粉を

まぶすのもよし、小麦粉をまぶすのもよし。◆揚げてもよし、ソテーにするもよし。◆酒、醤油、鷹

の爪と酢。

)【きょうの断片 】根が食いしん坊なので、食べ物の話をすると、もう止まらない。◆カ109 131006

レイはカレイ目カレイ科の魚 ◆日本近海で獲れるカレイは マガレイ マコガレイ ババガレイ ナ。 、 、 、 （

メタガレイ 、ホシガレイ、メイタガレイ、アカガレイ、イシガレイ、オヒョウなど数十種がある。）

)【きょうの断片 】きょう、カレイの煮付けをつくった。使ったのは子持ちのマガレイ◆110 131006

コツは、一に霜降り、二に煮姿、三に味。◆味がいいにこしたことはないが、生臭みが残ったり、皿

の上で無様な姿ではありがたみがない。◆出された皿を見て「初雁！」と言わせる。

)【きょうの断片 】木乃伊（ミイラ）を粉末にして飲めば万病に効くと「本草綱目 。◆ヨ111 131008 」

ーロッパでも木乃伊は高貴な万能薬だった。◆昔の人を笑うわけにはいかない。◆せっかく大きな真

珠の珠をのこしてやっても、それを粉末にして飲んでしまう者もいる。◆彼いわく「病気が治りまし

たわ 」。

)【きょうの断片 「本草綱目」は、中国明代に著された薬学書。日本にも輸入され、本草112 131008】

学の基本書として多数の和刻本が刊行された。◆江戸時代教養人の「常識」でもあった。◆「利根川

RR025 http://p.tl/yJBq図志」の博学( )でもふれた。

)【きょうの断片 】昨夜「わがまち」 月号完成◆①堺市長選の結果「わがまち後援会も113 131009 10

「つくる会」の活動を応援してきただけに、参議院選での躍進につづいてたいへんうれしい結果 」。

◆②饗庭野基地見学ツアー◆③行事「文楽鑑賞」その他◆Ｎ 日付に折り込みだから、アプロード13

は 日14

)【きょうの断片 】わがまち街宣は堺市長選優先で９月はパスした。◆再開第 弾は川久114 131009 1

保・成合（３日）◆次回はあさって。内容は６日のＨ記事「ＢＳ朝日番組 志位委員長 大いに語る」

を参考にする。◆論文などと違って、テレビでの対談の記事は、そのまま話し言葉として使えるのが

よい。

)【きょうの断片 】冷蔵庫にキムチ「賞味期限 月 日」◆やば。これは豚キムチしかな115 131009 9 28

い！◆ニンニクと豚コマを炒め、キムチを入れて…◆「ゆがいた枝豆があったはず 。で、２、３０」

粒入れる。◆「片栗粉でとろみを付けたらどうだろうか」で、即実行。～「不思議な豚キムチ」◆で

もうまい

)【きょうの断片 】古事記・ 海彦・山彦」◆山彦が豊玉姫神（トヨタマヒメ）からおくら116 131012 「

れた「塩 真珠の珠 」をもちいて、我欲に狂う海彦を懲らしめた場面は、盈珠(ｼ ｵ ﾐﾂﾀﾏ )＝ （10月8日付）

「 」が彼らによって投げ捨てられたとはいえ。現代人が読んでも痛快である。◆我らの 真珠の珠


