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Star Fish Journal

2011年1月アーカイブ

カテ ゴリ

検索

月別 アーカイブ

角上

2011年2月 (4)

tsuji (2011年1月29日 18:04) | コメント(0) | トラックバック(0)

2011年1月 (7)

夕飯のお刺身を買いに角上魚類へ
その結果、今夜はブリに。
背中の半分を買いまして、刺身用に
皮を剥いだりしてもらいました。
私も三枚におろしたことはありますが
包丁のせいで？ぐちゃぐちゃしちゃいます。
持って帰ってきた後はこちらの仕事。
骨を抜いて、食べる大きさに切ります。

2010年12月 (6)

このアーカイブに ついて

2010年11月 (4)

このページには、2011年1月 に書
かれたブログ記事が新しい順に
公開されています。

ウェブページ

前のアーカイブは2010年12月で
す。

このブログを購読

次のアーカイブは2011年2月で
す。
最近のコンテンツはインデックス
ページで見られます。過去に書か
れたものはアーカイブのページで
見られます。

ちょっと１人や２人で食べるには多いです。
まだ私が学生でしたら、新鮮なおいしいものを
食べそびれてしまったのでしょう（お金もなかったので）。
半分は駄目ですかと隣の人が聞いていました。
刺身用に半分してもらい、残りを煮物など
他の用途にしてはくれるということでした。
または、そのまま食べられるように陳んでいる
ものもあります。その場合は少し高くなりますが。
その行った時に安いものを買ってきます。
お金が無いとかケチと思ってください。
その時期の旬なものがたくさん獲れるので
値段も安く味ものっているからと、言い訳しますが。

今日の午前中に酒粕を近くの酒屋で前もって買ってきた
ということでした。いくら好きだからといって魚は行って
みないと売っているか分からないのに。手に入れてからに
してほしいです。スケソウダラです。
私はホウボウとか花咲ガニがおいしいと思います。
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この前ここに載せたかっぱ橋で買ったお皿が活躍
しそうです。割らないように。

根木内城跡
tsuji (2011年1月23日 16:35) | コメント(0) | トラックバック(0)

買い物の帰りに根木内歴史公園を通りました。
予想どおりというか、冬なので、植物も鳥も
人もあまりなかったです。動物が無かったという
のも変ですが、ザリガニ釣りの親子や花見客もいなかった
ということです。（白鷺もザリガニ食べる動物です）
近くに動物病院があるのですが、
ここは他と違って、駐車場もいっぱいですし、
店の前には胸に愛犬を抱えた人もよくいます。
この公園はなわをはずしていいかは知りませんが、
散歩中の人とはすれ違ったりしました。

ここの主といえば、おおナマズとかそういうことではなく、
治めていた人は、高城氏です。ここは大谷口城に移る
前の本城で、その後も東側の拠点としてありました。
全国的にはあまり有名ではないようですが、北条氏康
から葛西・亀井戸・牛島・堀切・小曾根・新堀・飯島・
行徳・舟橋を与えられたと書いてあったので、城からの
半径と考えると、支配していた範囲はかなりでしょう。
私もそれほど詳しい訳ではないのですが。秀吉の
小田原攻めで大谷口城も明け渡し、浅野長政らが城郭を焼き
払ったということで、そちらもこちらも跡だけです。

外はもう春の気配が感じられます。
私はまだ冬ごもり。

かっぱ橋
tsuji (2011年1月13日 10:07) | コメント(0) | トラックバック(0)

かっぱ橋道具街に行きました。
手拭と箸を探してはいましたが、
今回はぶらっと行ったという感じです。
個人相手にやっている店もありますが
商売をしている人向けに開いているところも
多く、来るなら平日の方がよいようです。
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そんな訳で、温泉とかで使う手拭を探している
と言ったら、笑われたというか、おもしろい
と言われました。入り口の店には使えそうな
のも１種類ありましたが、見本としてのだけで
袋に入っている売り物は売り切れでした。
サイズがバンダナぐらいのとか、模様があんまり
入っていなくて２０枚セットのとかはあったのですが。
箸は干支がうさぎなこともあるので、うさぎの
入ったものにしました。

なんでかっぱというのでしょう？
沼とか河とか、そのあととかよく分かりません。

スカイツリーも見えます。

ゴーヤチャンプル用の豆腐の水切りに
まな板をのせ、その上に重しとして
普段、焼き魚や刺身をのせる皿を重ねていました。
そしたら、落ちてしまい割ってしまった
のです。そんな訳で、前回来たときは、
魚用の皿を５枚買いました。５枚以上でないと
売ってくれないという店でした。
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なかなか、気に入ってもいるので、
割らないように気をつけます。

LOUD
tsuji (2011年1月 9日 22:21) | コメント(0) | トラックバック(0)

最近RihannaのLoudをよく聴いています。
お気に入りは、
S＆M
Only Girl (In the World)
California king bed
Love the Way You lie (Part II) FEAT. Eminem

輸入盤で歌詞が付いていなかったので探して読んでみました。

Want you to make me feel like I'm the only girl in the world
Like I'm the only one that you'll ever love
私一人を愛してると思わせて。
Lips that felt just like the inside of a rose
So how come when I reach out my finger
It feels like more than distance between us
#ちょっとここのoutが分かりにくかったのですが
#対象の先ということではないです。
#how come?: used to ask someone why or how someting happened
#reach: to move your arm in order to touch or lift something
#with your hand (Luisa reach out her hand to stroke the cat.)
唇が薔薇の内側の様に感じられる。 #たぶん重なった唇
腕と指を伸ばしてみたら、どうだろう、まるで私たちの距離以上に
感じられる。
then this thing turned out so evil
I don't know why I'm still surprised
even angels have their wicked schemes
and you take that to new extremes
but you'll always be my hero
even though you've lost your mind
未来は明るかったが、非情になって、
天使も悪だくむので私が驚いているのもわからないが、
非情を新たな極度にした。
でも、あなたは私のヒーロー
あなたが気が狂ったようなことをしても。
sticks and stones may break my bones
But chains and whips excite me
棒と石は骨を砕くかもしれない
が、鎖と鞭は私を興奮させる。

4曲からそれぞれ1ヶ所ずつとりあげてみました。
全部の曲の歌詞を読んでいないし、
（収録されなかった曲もあるだろうし）
リアーナのことはあまり知らないのですが、
グラミー賞の前夜に拳で殴られ
顔がアザと腫れで、鼻血が止まらず唇も切れてしまい
確か賞でのパフォーマンスも取りやめになったという
Chris Brownの暴行事件がありましたが、
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そのクリス・ブラウンと関係があるのでしょうか。
それでも痛めつけられることを喜んでいると言ったり
あなたをヒーローと言ったりできるのでしょうか。
そうなら、すごいと思います。
それとも、別の人のことなのかもしれません。

パンサーズ
tsuji (2011年1月 4日 07:51) | コメント(0) | トラックバック(0)
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初詣
tsuji (2011年1月 1日 16:56) | コメント(0) | トラックバック(0)

初詣に行ってきました。
本土寺は特に紫陽花で有名ですが
その時期のあやめや桜、紅葉も綺麗です。
冬なので木々は葉を落とし、今年は蝋梅も
なかったようで香りをかげませんでした。

今年望むことはたくさんあり
新たな気持ちで臨むためにも
決意表明をしておきたいところで
お賽銭を投げ、上の鐘（鈴）をならし
手を合わせました。
ですが、短くお願いしました。
（別に賽銭の額が多くなかったから、
それに願い事の数が比例するとかではありません。
あくまで自力でやることの助けとして）

破魔矢を買いオミクジを引きました。
去年の様に第一番大吉ではありません。
吹く風に沖辺の波の高けれど心靜けき我港かな
で第八番 中吉でした。
気になる所として
旅行：何れに行くも損なし
学問：自己への甘えをすてよ
争事：騒がずとも自から勝つ
恋愛：思うだけでは駄目
縁談：あせらず静かにして居て思う様になる

ダ・ヴィンチミュージアム
tsuji (2011年1月 1日 14:36) | コメント(0) | トラックバック(0)

大晦日、日比谷公園にダ・ウィンチを見に行ってきました。
特別展 ダ・ウィンチ 〜モナ・リザ25の秘密〜 です。
まわりはあまり見なかったのですが、前に日比谷公園
に行ったとき、様々な種類の薔薇が植わっていた
所か、特設会場が設置されていました。薔薇はどうなったの？
違うところかもしれません。
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展覧会の内容はもりだくさんで、公園内だけで 2時間あまり
も過ごしました。飛行機やら武器やらボールベアリングなど
や人体の解剖を書いたもの、その他いろいろで、
彼の書きのこしたものから再現されたもので、
昔の時代に現代に通じる様々な発明というか試みがなされて
いました。
絵も本物でないにせよありました。
モナ・リザのシミはナポレオンがお風呂でつけたという
のははじめて聞きました。
うちの風呂には富士山もありませんが。
最後の晩餐、岩窟の聖母、貴婦人の絵葉書を買いました。
広い分野に対するを探究を見習いたいです。
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