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本日は、
●智積院の青葉まつり
http://www.e-kyoto.net/kankou/6/15#event317
●京都国立博物館［特別展覧会］南山城の古寺巡礼（最終日）
http://www.kyohaku.go.jp/jp//tokubetsu/140422/index.html
を見に行くつもりでしたが、午前中、ウッカリ寝込んでしまい
たので、日記のアップは中止いたします。

、気が付いたら１４時を過ぎてい
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2014年06月

はっはっはo(^▽^)o寝過ごしましたか。。まあ、そんな一日もいいでしょう！！マツモトでも
行ってお酒を堪能して下さい
毎日は疲れるでしょうからね。。仕事みたいになっちゃ元
も子もないですよね(^◇^;)
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テイスティ高橋 2014年06月15日 16:22
> たかさん ヤッパリ、きのうのが効いたか・・・
何も言わんでくれ
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> テイスティ高橋さん 昨日のは効きました。。僕も
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明日あたりが筋肉痛出るタイミングですねΣ（・□・；）
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Kuri 2014年06月15日 17:06
やっぱりね。昨日の山道ですね。! でも今日疲れが出るのはまだまだ若い証拠では？
トシトルト忘れた頃になんだか解らないけど疲れたりするんですよ！(>_<)
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テイスティ高橋 2014年06月15日 17:16
日記の使用状況
1.5MB/200.0MB

> Kuriさん 励ましのお言葉、ありがとうございます！
明日、筋肉痛が軽いこと（軽ければイイ）を祈っております。
まれびと 2014年06月15日 17:36
そ、それは…

想像以上にお疲れやったということですね(^^)/~~~
たくさんお休みできて良かったんですよｗ
ほんま、こんな日があってもええですよ◎

困ったときには
コメント
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テイスティ高橋 2014年06月15日 18:25

利用上の注意

> まれびとさん う～ん・・・ 不覚をとりましたネ！
チョッと３０分寝るつもりが・・・
ウンドウするとよく寝れるんですヨ！
ムカシよくありましたけど、最近では珍しい現象でした。

規約違反の通報

のつのつ 2014年06月15日 18:56
今日も出掛けられてたら超人かと思いますよ!!
良かったです。ゆっくり体休めて早めに寝て下さいね(^-^)
コメント
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タック 2014年06月15日 19:15
お疲れ様でした。 なんか毎日健康的ですねぇ～
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ひろえんぴつ 2014年06月15日 19:22
身体が少し休憩を要求しているのかもしれませんね。
とくに、これからの季節、疲労に暑さが加わりますので、ぼちぼちいきましょうね。先は長い
ですから(^_-)
って、偉そうなコトを言ってすいませんσ(^_^;
コメント

テイスティ高橋 2014年06月15日 21:04
> のつのつさん ありがとうございます！
テイスティ高橋 2014年06月15日 21:11
> タックさん 知ってのとおり、山に登ったら歩いて下りてこなきゃならないから「やむを得
ず」ってことでそうしたんだけど、高尾山なんかに比べるとダンチでしたネ！
だけど、平安時代から続く有名な道を実際に踏破できたのは、「歴史実習」したみたいで勉
強になりましたよ。
テイスティ高橋 2014年06月15日 21:13
> ひろえんぴつさん 実は、自分でもちょうどいろいろ考えていたところで、今度から在京中
の一日は「おやすみ」にして、日記も書かないようにしようかと・・・
☆マカロン☆ 2014年06月16日 00:24
お疲れだったのですね・・・
コメント

テイスティ高橋 2014年06月16日 07:19
> ☆マカロン☆さん 自分では、そんなに疲れた感じはなかったのですが（今も少しヒザが
痛い程度です）、やはり、ソートー披露していたのでしょうネ！
Ｊａｎｅ 2014年06月16日 08:57
ゅるーぃ感じでぃぃです！！♪(´ε｀ )
コメント

テイスティ高橋 2014年06月16日 17:26
> Ｊａｎｅさん ドォーモです
コメントする
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