本の廃道」の計画が持ち上がった時、真に雑誌likeな同人

「日

誌を目指すのなら、巻頭特集みたいなものが欲しいね、と
いう話になった。じゃあ「日本の廃道」がどのような同人

誌で、どのような目標を持っているのかを巻頭特集のテーマにしよう。
せっかくならチャットで記者会見発表みたく語り、それを編集して載
せてはどうか。司会進行役はあや姉♪さんにお願いすることにして。
そんな感じで、とんとん拍子に話が進んだ。
準備はnagajisが担当。ORJを発信しているサーバを使い、適当に拾
ってきたCGIを改造して無限にログが記録できるものを作った。但し
チャットのようす。
nagajisはBeOSで
会見に望んだ。

このサーバー、サーバーと言うには余りにもお粗末なスペックで、一
度に10人もアクセスすると格段にレスポンスが落ちてしまう。そのた
め「お披露目会見チャット」は、不本意ながら10名様限定で招待する
ことにした。
ORJ公式サイトで参加者を募集。一日で1500Hitするくらいの盛況ぶ
りだったにもかかわらず、参加表明を頂いたのはわずかに4人。やっ
ぱり閉鎖的なものに思われたかなぁと反省しながら、開催日前日のデ
ザイン作業の最後に、次のような招待状を送った。

「日本の廃道」記者会見チャットに申し込まれた皆様へ

記者会見チャットの

このたびは，「日本の廃道」記者会見チャットにお申し込みいただき，
誠にありがとうございます．
この企画は，「日本の廃道」の発刊の経緯や目標とするところ等々を
雑談的に語り，また参加された皆様からご意見をいただこうというもの
です．
チャットのログは，創刊号の巻頭特集として使わせていただきたく思っ
ておりますので，
よろしくおつきあい下さいますようお願い申し上げます．

会場となったサーバー。
AMD 5x86 133MHz・
32MBのメモリで

つきましては，本日6月4日24時より，下記のアドレスにて
記者会見チャットを開催いたします．
受付にてお名前をご記入のうえ，お好きな色の席にお座りください．

netbsdが動いている。

http://nagajis.dyndns.org:8110/~ORJ/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx.html
なお，チャットのシステムは大層貧弱であります．
COOKIEによるセッション管理などという高機能はございませんゆえ，
入室した後にウィンドウを閉じてしまうと

再び名前の入力から始めなければなりませんのでご注意ください．
また，このチャットが開催されます会場でありますサーバーもまた貧弱
であります．
負荷軽減のため，リロードは30秒に一度と大変またーりとした間隔とな
っております上に，
ブラウザの更新ボタンによるリロードにも対応しておりませぬゆえ
くれぐれもF5キーの連打などなさらぬようお願い申し上げます．
その代わりと言っては何でございますが，
別室にぷろじぇくたーをご用意させていただきました．
ぷろじぇくたーと申しましても，要はファイルのアップローダーであり
ます．
別室にあるプロジェクターがなぜ見えるのか等といったことは
この際どうでも良いことであります．
私はいま猛烈に眠いのであります．
http://nagajis.dyndns.org/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxx.html
それでは，皆様のお越しをお待ち申し上げます．
ORJ編集部 （nagajis）
追伸：急な都合等でご来場できない場合や遅れる場合は，
この案内状にご返送いただくか，
担当者の携帯メアドまでご連絡いただけますと大変助かります．
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@docomo.ne.jp
なお会場は，ただいまから開場いたしております．
いつでも入場可能ではありますが，
あまり早くお席に着かれますと
システムの貧相さも相まって
少々寂しい思いをされることとご推察いたします．
せめて開始15分前くらいにご入場されることをお勧めいたします．

会見発表で言うべきことは、あらかじめヨッキれん氏と打ち合わせ
ておいた。ただしこの打ち合わせも概略のみであり、開催数日前に2
・ ・ ・

〜3度やりとりしただけだ。CGIに仕込んだ仕掛けのことは、もちろ
ん秘密。しかもnagajis、本格的なチャットに参加するのは、これが生
まれて初めてだったりするのだ。
会見は、予想通りの波瀾の展開となった。この臨場感を読者の皆様
に伝えるべく、全記録と合わせてnagajisの心理状況も並記してみる。
まずは右コラムの全ログを読んで、内容を把握したあと、再度左コラ
ムと合わせて読まれると、より楽しめるかも知れない。
誓って言う．ラストの一行を除き，ログは一加工していない．
（な）
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アーティクル形式で読む （次に進むときは画面をCLICK!）

!

nagajisの心理状況

早上がりの予定がズルズル伸びて，帰宅したのは
23時30分．いろんな準備をしなきゃならんのに…
お，ヨッキ氏来てるな．

ほうチャットのことを茶というのか．（茶をくれる
のかと空目した）

写真，写真…サーバーの写真まだ撮ってねえんだ．

（不安定な格好で写真を撮り腹筋を痛める）

画像処理しながら．おお一番乗りはパタリン。さ
んか．

２日前チャットを覗いたらちょうど皆さんお揃い
だったから乱入したっけ．
挨拶挨拶．

わあそうだ，プロジェクターの場所を書いとかん
とあかん．メールに貼ってたから．．．あれメール
どこだ
うう，間が開く．

げぇっ，やっぱりちゃんと仕組みを書いとくべき
だった＞招待状

あったメール．これこれ...って，

アドレス間違ってるよ!!!!!
うひゃーどこで修正告知したらいいんだぁぁぁ

どんどんひとがや
ってくるよー！
うーんこのまま流れていくしかないのか．しかし
この人数でも激重．後ろでサーバがスワップしま
くってる．
ホントに大丈夫なのか．

そうみたい？何みたいなの？？？

------------------------------------------------------------------------------受付>>ヨッキれんさんが入室されました [23時24分44秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>今帰りました。しばしご飯食べてます。 [23時25分11秒]
------------------------------------------------------------------------------受付>>nagajisさんが入室されました [23時48分25秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>遅刻したかと思ったよ [23時48分38秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>nagajisさん、おばんです。茶のご用意、お疲れ様です。 [23時50分50秒]
------------------------------------------------------------------------------受付>>パタリン。さんが入室されました [23時51分39秒]
------------------------------------------------------------------------------パタリン。>>こんばんみ(ヨッパライっす [23時52分02秒]
------------------------------------------------------------------------------パタリン。>>こんばんみ(ヨッパライっす [23時52分15秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>眠いんでしょ、パタさん。 [23時52分16秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>ようこそパタリンさん [23時52分39秒]
------------------------------------------------------------------------------パタリン。>>えぇ超が付くくらい・・・・ [23時52分43秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>先日はどーもお邪魔しました [23時53分05秒]
------------------------------------------------------------------------------パタリン。>>おばんです ながと○さん この前の茶部屋楽しかったです [23時53分51秒]
------------------------------------------------------------------------------パタリン。>>おばんです ながと○さん この前の茶部屋楽しかったです [23時53分51秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>いーえ。楽しかったですね。 ところで、プロジェクターの使い方って？？ [23時53
分59秒]
------------------------------------------------------------------------------受付>>あきら＠大阪さんが入室されました [23時54分48秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>見てもらう画像がでてきたときにね [23時55分01秒]
------------------------------------------------------------------------------パタリン。>>ちょい [23時55分05秒]
------------------------------------------------------------------------------あきら＠大阪>>こんばんわ（ヨッパライです [23時55分12秒]
------------------------------------------------------------------------------パタリン。>>ちょい色変えるカラ退室スル [23時55分25秒]
------------------------------------------------------------------------------パタリン。>>ちょい色変えるカラ退室スル [23時55分33秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>退室しなくても、色変えられるのでは？ [23時56分00秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>ぎゃあアドレス間違えてるorz [23時56分04秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>とと，あきらさんこんばんわ [23時56分17秒]
------------------------------------------------------------------------------受付>>あや姉♪さんが入室されました [23時56分17秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉♪>>こんばんみー・ [23時56分35秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉♪>>こんばんみー・ [23時56分35秒]
------------------------------------------------------------------------------受付>>パタリン。さんが入室されました [23時56分59秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>あきら＠大阪さん、あや姉さん、こんばんみー・ [23時57分07秒]
------------------------------------------------------------------------------パタリン。>>そーみたい・・・＿|￣|○ [23時57分26秒]
-------------------------------------------------------------------------------

いや，「眠たい」のことか

えー何でですかーちゃんと試したのに（大汗

刹那に，，，解るような解らないような状況...

そういえば自分が色かえればいいのか

うはこれヨッキれん氏と同じジャン

待ってよあや姉♪さん！
準備が，アップローダーの準備がああああーーー
ー！

そんなにせかさないでぇー
うはーあきらさんまでぇーーー！
そ，そうだよまだ2人来てないんだってばあわわわ
（かなり慌てふためく）

ってタイミングが良すぎるよゆーじさん！！！
パタリン。さんまで・・・

どうしろと
いうのだ！！
ぬううヨッキ氏めこんな状況で余裕だなクソウ
（と八つ当たりするnagajis）

ええいもうどうにでもなれ．必要になったらアド
レスを書けばいいさ
（と腹をくくるnagajis）

かなり入れ子になってしまうな．
やっぱりリロード間隔30秒はダメだ
（とCGIをいじる）

…

あきら＠大阪>>本日はしばらくの間ですが、宜しくお願いします。 [23時57分38秒]
------------------------------------------------------------------------------パタリン。>>つーか色かわんねー [23時58分15秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>下のボタンで選択して変わりませんか？ [23時59分34秒]
------------------------------------------------------------------------------パタリン。>>発言した刹那に黒に移動するっす [00時00分27秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉♪>>・・・・ちと眠い・・・(ρ＿；) [00時00分46秒]
------------------------------------------------------------------------------パタリン。>>いいこのまま黒々で逝く(w [00時01分09秒]
------------------------------------------------------------------------------受付>>あや姉♪さんが退室されました [00時01分10秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>じゃあ私が [00時01分38秒]
------------------------------------------------------------------------------受付>>あや姉♪さんが入室されました [00時01分39秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉♪>>時間です。そろそろ始めましょうか？？？ [00時02分07秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>かぶった．これにしよう [00時02分21秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉♪>>時間です。そろそろ始めましょうか？？？ [00時02分22秒]
------------------------------------------------------------------------------あきら＠大阪>>さてさて本題に入られては [00時02分36秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>ゆーじさんが、お見えになっていないようですが？ 始めましょうか。 [00時03分10秒]
------------------------------------------------------------------------------受付>>ゆーじさんが入室されました [00時03分20秒]
------------------------------------------------------------------------------パタリン。>>議長!!司会進行を [00時03分25秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>しろさんもまだですけど・・・ [00時03分44秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉♪>>ちょっとまってようか？ [00時03分44秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>遅れました、ゆーじです。 [00時03分45秒]
------------------------------------------------------------------------------あきら＠大阪>>こんばんわ＞ゆーじさん [00時04分38秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>ゆーじさん、こんばんワ。 [00時04分51秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉♪>>こんぱんだ♪ヾ(●ω●)ノへば、はじめますかー、 [00時04分52秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉♪>>こんぱんだ♪ヾ(●ω●)ノへば、はじめますかー、 [00時05分00秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>ようこそゆーじさん [00時05分14秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>そうしましょうか [00時05分23秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>それでは、司会進行役をお願いいたしましたあや姉さん、そして、夜分遅くお集まりい
ただきました皆様、誠にありがとうございます。 [00時06分00秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>おばんでした、ダイヤルアップで電話代気にしながらですけど。 [00時06分05秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉♪>>司会は私。あや姉がつとめさせていただきます。はじめは２人に一門一答、質問は司会者
の私からしていきますので、適度にチャチャ入れて聞いてねん♪ [00時06分57秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉♪>>■問一：「日本の廃道」とは何ですか？ [00時08分01秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>今回、「日本の廃道」の発足となりましたので、このチャットで皆様に
我々のしたい
こと
などを、お披露目したいと思いますね！ [00時08分05秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>します [00時08分30秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>あ、ごめんなさい。発言がかぶりましたね。あや姉さんのご質問に答えて参ります。
[00時08分39秒]
-------------------------------------------------------------------------------

全然改善しねーよ!!!!!
ヨッキれん氏もこの重さに手を焼いているらしい
な．携帯電話でやりとりしながらっつー手もある
んだが，帰ってきて置いた場所がワカラン…

うーん発言するタイミングがわからんずら
（慌てていて集中できないnagajis）

…

…

いつ終わるんだ！
いつおれの番なんだ！

…そう入れてくれるとこっちも解りやすいが，何
だか間抜けだな．

ダサくてもこうしてもらうしかないようだな…．

待ってよ！
おれの発言終わってないよ！
あわわ，ホントに大丈夫なのかこのチャット．企
画倒れになるのは嫌だぞ…
（などと考え乍ら打ったため，文章が意味不明にな
っている）

…やりすぎだ…慌ててるなヨッキれん氏．

ちょー．レスポンス変だよー．

う？

パタリン。さんうまく行ってないままなんだ…

あわわパタリン。さんどうなっちまうんだ？待っ
てよあや姉さん

ヨッキまで ! !

ヨッキれん>>えーと、日本の廃道とはですね…。 [00時09分01秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>私の大好きな廃道あるきで、飯を食うための、策です。 [00時09分48秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>もっと言うと、その為の、第一歩と考えていまーす。 [00時10分21秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>単にwebで公開してくだけじゃ飯の種にならないから [00時11分17秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>なんていったらいいのかな [00時12分13秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>廃道歩きは趣味であって、今はまだ、本を出しても食うほどに売れなそう。それに、売
るほどの文章も書けない。 [00時12分18秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>でも、この日本の廃道という同人誌を繰り返し発刊する中で、文章やデザインのノウハ
ウをゲットできれば、 [00時12分55秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>そして、もっと廃道歩きって面白いなって、思ってくれる仲間が増えたらば、ゆくゆく
は、本が売れるようになるかも知れない。 [00時13分56秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>そういうための同人誌だよ [00時14分36秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>発言おわり。 [00時14分39秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉♪>>■問２：「公式」ページにもあるけれどオブローダーって何ですか？ [00時15分09秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>英語？ラテン語？？ 外国語苦手なんで、nagajisさん、ご説明を！！！ [00時15分47秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>obsolete roaderの略． [00時16分17秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>ともかく、こんな言葉を見つけてくるnagajisさんって、凄いなと。思ったわけです。私
ならせいぜい、廃道ニスト。 [00時16分55秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>廃道の英語訳として考えたのは私だが [00時16分57秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>オブローダーって呼ぼうと考えたのはヨッキれん氏だよ [00時17分28秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>何かカッコイイ呼び名があったほうがいいからね [00時18分02秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>オブローダーっていうのは、ずばり、私たちみんなですよ。好きでしょ？廃道あるき。
そんな私たちの、誇らしい呼称です！！ 呼んでくださいね！！ [00時18分06秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>オブローダー！！！ [00時18分22秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>そこまで主張せんでもええでしょう [00時18分43秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>回答おわり？ [00時18分57秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>でも，好きだね私は [00時19分03秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>終わり！ [00時19分13秒]
------------------------------------------------------------------------------パタリン。>>質問!! [00時19分21秒]
------------------------------------------------------------------------------パタリン。>>質問!! [00時19分22秒]
------------------------------------------------------------------------------受付>>パタリン。さんが入室されました [00時19分42秒]
------------------------------------------------------------------------------受付>>パタリン。さんが入室されました [00時19分42秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉♪>>■問３：お二人で日本中の探索はお考えでしょうか(ﾟｰﾟ*?)？ [00時19分43秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>はいはいはいはい！！ [00時19分49秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉♪>>はい。パタリンさんどーぞ [00時20分13秒]
------------------------------------------------------------------------------パタリン。>>現状2名で、日本の廃道と ありますが、ヨッキ氏が仕事をやめ 全国区に出るとしても
[00時21分21秒]
-------------------------------------------------------------------------------

うぐ…鋭い質問だが…質疑応答は最後じゃなかっ
たのか？

…何だかわざとらしいぞ，ヨッキれん氏．

…

…

苦戦しているらしい．早く切り抜けねば．

うはっ，シンキングタイムであったか．先走っ
た！

しかしここは何ごともなかったかのように続けて
みよう．

やっぱりダメだ

うわ，てれこてれこの入れ子の煉瓦だ
しかもこの質問...
（かなり汗だくになっている）

こっちに振るなぁ!!!
（暴走気味のnagajis）

そ，そうなんです！まさに！

突然何を言い出すヨッキ

（ガクッ）

この質問は最後にしっかり答えておかなきゃだめ
だろうなあ…しかし今までの発言を振り返る余裕
もねえや
って間違えてブラウザ閉じちゃったよorz

うーん，，それは，，，
それは，，，
それは，，，

それは，，，

それは，，，

パタリン。>>圧倒的にカバーが足りないのでは?と思いますが [00時21分53秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>あっ、 なんかその質問は…。 [00時21分54秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>あっ、 なんかその質問は…。や、やばい？！ [00時22分06秒]
------------------------------------------------------------------------------パタリン。>>どのように考えているのでしょうか? [00時22分14秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>えーとですね…。 [00時22分22秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>問３ の答えとかぶるのですが… [00時22分42秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>大丈夫，私達だけでずっと切盛りしていくつもりはないよ [00時23分00秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>この雑誌はあくまでも同人誌のスタイルで行きたい [00時23分23秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>日本の廃道というタイトルからは、やっぱり、全国くまなく廃道が紹介されるという、
期待が持たれますよね？ [00時23分23秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>この同人誌は、二人で始めますけど、同人が集って、もっと大きなものになっていく。
[00時24分13秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>各地で活動している″オブローダー″にも参加してもらって [00時25分08秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>だから、私も全国に行くことよりも、やっぱ東北を中心に攻め続けたいし、各地にライ
ターさんが誕生すること、あるいは、様々な寄稿をしていただけることを、楽しみにしています。
[00時25分22秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>すまないね，入れ子になっちまった． [00時26分19秒]
------------------------------------------------------------------------------パタリン。>>では、現状で お二人の「めがね」に掛かっている人物は? [00時26分23秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>要はそういうこと． [00時26分39秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>いかがでしょうか？パタリンさん？ 名前負けしていると思うけど、私たちの目的が、
日本の廃道というタイトルに込められているんですよ。
ね？ nagajisさん？？ [00時26分41秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>こちらからお声をかけることもあり得ますけど、まずは、やってみたい！ という方を、
待ってます！ [00時28分06秒]
------------------------------------------------------------------------------あきら＠大阪>>具体的に「誰彼」というより、これ(日本の廃道)を機に有志が募る。という見解でＯ
Ｋ？ [00時28分28秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>そうです＞あきらさん（キラリ [00時29分03秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>ゆーじさん、電話代が心配なので、無理しなくても良いですよ。 [00時29分06秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>あきら＠大阪さん、ご名答！ [00時29分30秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>で。問３なんですけど [00時30分07秒]
------------------------------------------------------------------------------パタリン。>>んーチヨイ引っ掛かるけど・・・・ [00時31分09秒]
------------------------------------------------------------------------------受付>>nagajisさんが入室されました [00時31分27秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>二人で全国を探索してレポートするから日本の廃道なのではなくて、日本中のオブロー
ダーに参加していただきたいから、日本の廃道なのれす。 [00時31分28秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>ぶっちゃけ、人間一人二人で網羅できるほど日本の廃道は少なくないですからね、何十
年走り続けても、キリはないだろうな。 [00時32分42秒]
------------------------------------------------------------------------------あきら＠大阪>>その為(各地のオブローダーを募る)の宣伝(？)活動等はどうお考えで？ [00時32分54秒]
------------------------------------------------------------------------------受付>>ゆーじさんが入室されました [00時33分05秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>それは [00時33分48秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>すみません、パソが言うこときかなくなってました。 [00時33分40秒]

だはーっ！
.........スマソ
（かなり焦る．ブラウザも言うことを聞かなくなり
頭の中が白くなりかける）

鋭すぎるよパタリン。さん

何だかヤな展開になりつつある…

うぐぐぐぐ...

「決めぜりふ」？

（長い…あまり待たせないほうがいい…）

でも，的確なコメントだ．
（ようやく冷静になってくる）

なるほど

こんなふうに

立続けに

打ち込んでいけば

発言が入れ子になるのを防げる

一息だな．一服するか…

ってCAMELが切れちゃ
ったよorz

ピーン！

ここで使え！

スルーカヨ...

------------------------------------------------------------------------------nagajis>>発行してから考えましょう（爆 [00時34分20秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>宣伝活動については、まずは私たち二人で作ったものを見ていただいて、それで、私も
書いてみたいと思った方に、どんどん参加していただきたいなと。 [00時34分27秒]
------------------------------------------------------------------------------あきら＠大阪>>うぉおぃ！(汗 [00時34分46秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>nagajisさんの仰るとおり、まだそこまでは、考えてないですね。（爆） [00時35分08秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>自分たちが各地の猛者の掲示板回りをすることになるかも知れないし [00時35分30秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉♪>>■問い４行っていい？ [00時35分41秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>書いたのを [00時35分57秒]
------------------------------------------------------------------------------パタリン。>>実際問題 文章を書くと言うのは難しい問題です ある意味読ませる文章も必要かと思
われます [00時36分00秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>どうぞ。 最後にも質疑応答設けますから。 [00時36分13秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>掲示板回りは、辞めましょうよ…。
なんか嫌。 [00時36分47秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉♪>>■問い４：お二人の狙いをずばり、おこたえくださいませ [00時37分49秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>ごめんなさい。もう一言だけ。言わせてください。決めぜりふです。 [00時38分15秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉♪>>どうぞー(⌒-⌒) [00時40分05秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>「日本の廃道」を売って、その儲けで食べていきたいわけではなくて、ここはあく まで
も、参加するライター一人一人の精進の場だと思うんです。だから、ここから商業誌デビューまでイ
ケル人がでれば、 さらに言えば、自分がここで伸びれ れば、いいなーと、 単純なんですよね、私。
[00時41分08秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>そう，ここまで大きくブチ上げたんだから [00時42分02秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>注目度はとても高い． [00時42分14秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>そのプレッシャーのなかで [00時42分36秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>文章を書く事で [00時43分17秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>ライターとしての修行を [00時43分44秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>しようというわけですよ． こんな感じでいいかな？ [00時44分06秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>はい。オッケイです。 [00時45分19秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉♪>>m(｡･ε･｡)m いいとも。 [00時45分21秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉♪>>では次の質問していいですか？ [00時45分57秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>どうぞ [00時46分13秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>はいー。 [00時46分20秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉♪>>■問い５：なぜ、おふたりではじめられたのですか？ [00時46分53秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>誘われたんです。nagajisさんに、 や ら な い か ？ って。 [00時47分58秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>そう，や ら な い か．ねえ受付さん [00時48分25秒]
------------------------------------------------------------------------------受付>>そうですね [00時48分25秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>回答終わり。 [00時48分39秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>回答終わり。 [00時48分39秒]
-------------------------------------------------------------------------------

遅いヨ！

うははははははは！
（独り大笑いするnagajis）

（笑）

しまった，ゆーじさんってその方面の人だったノ
カ！
書くしかない...ちょっと大きく出て...

（このへん激しく入れ子になっている）

そっか，ちょうどいいタイミングだ．進行中の紙
面を一つ見せよう．
プロジェクターなんて使ってられん．
自分とこのサーバに上げてやれ．

あそこあそこ…

ぎゃあパーミッション設定されてないよalt+Iポチ
ポチっとな
ふうできた

うは，間違えた．だからCannaは嫌いだ...

と，振ってみよう

ここいらでpdf化することの利点を書いて，切り上
げよう．でないと時間がかかりすぎてる

うっく，続きますか
（ここは完全に入れ子になってしまった）

あや姉♪>>■問い６：なぜPDF方式での公開なのですか [00時48分48秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>受付って、しゃべるのか…？ [00時49分06秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>着にするな！ヨッキ！答えろ！ [00時49分44秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>将来、執筆業のためには、紙面デザインとか、本作りのルールとかを身につけたいから
です。 [00時50分39秒]
------------------------------------------------------------------------------あきら＠大阪>>受付…orz(笑 [00時51分08秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>それに，HTMLじゃあ制約が多すぎて [00時51分12秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>ＰＤＦって、そのまま印刷すると本になるじゃない。 [00時51分17秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>チャチャ、デザインとかは本業の人がやるのよ。 [00時51分42秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>あっ！ [00時52分17秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>ここに本業紛いがいたりするんですヨ [00時52分21秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>あ、失礼。本にするときは、ですけど。 [00時52分59秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>そもそもpdfでやろうと言い出したのは私です [00時53分02秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>そうそう。 おかげさまで、全然山行がっぽくないものが、出来上がりつつあります。
（笑） [00時53分16秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>もちろん本業には遠く及ばないけど， [00時53分50秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>（山行がは、ダサイＨＴＭＬの見本みたいなものだからな。） [00時54分08秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>雑誌っぽく作ることはできる． [00時54分09秒]
------------------------------------------------------------------------------受付>>あきら＠大阪さんが退室されました [00時54分33秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>印刷業の立場から言わせていただくと、ＰＤＦはこれからもっと可能性の高い媒体になりま
すよね。 [00時54分36秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>たとえばこんなふうに [00時54分40秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>本業の人からは、どう見ていただけるか分からないけど、私の基準では、なかなか良い
ものが、出来つつありますよ。 お楽しみにね。 [00時55分10秒]
------------------------------------------------------------------------------受付>>あきら＠大阪さんが入室されました [00時55分20秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>あ、ごめんなさい、続けてください。 [00時55分30秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>http://nagajis.dyndns.org/ORJ/nagajis_sub.pdf [00時55分45秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>第一回・金ヶ坂隧道． [00時56分44秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>間違えた．まあ，いいか． [00時57分16秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>そういう意味では，先駆けになるんですかね＞ゆーじさん [00時57分47秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>これを、ＨＴＭＬで再現するのは、大変だよね。 [00時58分11秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>pdfなら印刷の費用もかからないし， [00時58分17秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>簡単に配布が出来て [00時58分26秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>素人でも [00時58分48秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>ＰＤＦで同人誌発行と聞いて衝撃を感じました、大げさではなくて。 [00時59分42秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>デザインの素人でもそれなりに作る事ができる．密度の濃いいのをね．次行きますか．
[00時59分51秒]

うーんそこにそんなにインパクトがあったのかー．

って，厳しいヨ！ゆーじさん！

入れ子になった

んだと信じたい...
でも自分達以外には，有料になることによる利点
なんてないんだよなあ...

何やってんだヨ！ヨッキ！
って前もって説明してない自分がイカンのか
……………4分は長いぜ！

うはーちょうどかぶっちゃったな

バカバカバカ ! !
ここは自分が受けた方が良さそうだ

何を口走っているんだ．確かにその通りだが...

------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>ＰＤＦで同人誌発行と聞いて衝撃を感じました、大げさではなくて。 [01時00分14秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉♪>>■問い７：いきます(＠゜Д゜＠)ドキドキ・・・ずばり、「日本の廃道」のお値段は？
[01時00分33秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>タダでーす、 [01時01分15秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>ですよね。 [01時01分57秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>><span style="font-size:10px">でも…</span> [01時02分39秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>あ、タグ駄目でしたね。ごめんなさい。 [01時03分27秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>でもなに？ [01時04分48秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>そのうち有料化するつもり． [01時06分39秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>ごめんなさい、隙間にちょっと発言を。 [01時06分55秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>ごめんなさい、隙間にちょっと発言を。 [01時06分55秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>やっぱりPCの電気代だとか [01時07分07秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>どうぞ [01時07分28秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>でも、経費程度は頂くようになるかも知れません。現状のＷＥＢ上の在りようで は、な
かなか少額を徴収するのも容易ではなく、今後は不透明です。有料にすると、読者が限られるリスク
がありますが、山行がでやっていることとは違う活動 ですので…。
ああ、こんなにだらだら書い
てまとまりの付かない私って一体。そのうちにnagajisさんが単刀直入に答えてくれているし。 あー、
俺 のバカバカバカ…。 [01時07分57秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>当面は無料で、もっともっと仲間の裾野を広げるために、 [01時07分58秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>敷居は低くしておくほうが良いのではないかと思っています。 [01時08分29秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>それについては、私もそう思います。 [01時09分22秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>大丈夫ですよ [01時09分29秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>単に「山行が」の延長であれば、有料化は歓迎されないのではないかと… [01時09分47秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>いきなり有料化するほど [01時10分24秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>山行がとは、全然違いますよ。山行がは山行が。 [01時10分27秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>自分たちの文章にもデザインにも自信はありません [01時11分01秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>どうしても、ここでしか読めないような山行がの [01時11分03秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>エロサイトと一緒で、無料の部分で読ませて、有料の部分を期待させ購入させるという
手法で、小銭を稼ぎたいわけではないんです。 [01時11分34秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>裏話的内容だったりとか？ [01時12分02秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>ヨッキ氏にかわって私が [01時12分27秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>今の所，ORJはできるだけ既存の内容とは [01時13分27秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>既存のwebの内容とは離れた [01時13分38秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>もっと「読み物」としての同人誌に [01時14分00秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>したいと思っています． [01時14分09秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>もちろん裏話的な所も出てくると思いますが， [01時14分31秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>なるほど、 [01時14分34秒]

だからそこまで長く打つと間が持たないんだって
…．でも的確にまとめてくれたよ

ゆーじさんも！

ん？一本ってもう一つ進行中の紙面を見せるって
ことかな？

没になった珠玉の廃道でも？

聞いてみた方がよい

何じゃそりゃあああ！
…もう一時間以上経っているのか…もっと手際よ
く回さないと．こちらも．

これは私だな

すげ，ぴったりだ

などなどなど…次のワードは？
どうするおれ？

どうする…？

ちょっと待ってくださいね…

浮かばないぞ？

------------------------------------------------------------------------------nagajis>>廃道探索のときにあったらいい知識や [01時15分10秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>ただ、有料になることで得られるのはお金だけではなくて、読者の意識にも変化が 現れ
るかも知れませんし…良い方にも、ね。 だから、有料・無料については、山行がや旧道倶楽部とは、
全く別の考え方でテストしてみることもありだと思っ ています。 ぶっちゃけ、山行がを使って、有
料をテストする勇気はないですから、将来のＯＲＪの有料化は、ぜひ体験してみたいものではありま
す。 私の個 人的な気持ちですけどね。 [01時15分19秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>わたしが一番「いいなぁ」と思った点は、「とりあえずやってみようぜ」なノリですね。
[01時15分39秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>まとめられてしまいましたね＞ゆーじさん [01時16分14秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>その通り，「とりあえずやっとくやろ」 [01時16分32秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>一本、いっとく？ [01時17分16秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>前代未聞の試みですからね。 [01時17分27秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>FLASHに嘘偽りはありませぬ [01時18分04秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>ヨッキさん，一本ってなに？ [01時18分29秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>すみません、進行止めてしまってます？ [01時18分59秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉♪>>へば、次の質問いってみるか（笑 [01時19分06秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>一本＞あ、お気になさらず、チオビタか何かのＣＭのパクリですから。 [01時19分20秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>orz [01時19分55秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉♪>>？■問い８：「日本の廃道」編集部について教えてください <(＿ ＿)>ぺこ り [01時20
分22秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>ヨッキさん先にどーぞ [01時21分23秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>ＯＲＪ編集部は、nagajis編集長兼ライター兼デザインナーと、平ライターのヨッキれん
の二人だけという、寂しい編集部です。 [01時22分15秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>変酋長というほどエライ人ではないですが [01時23分00秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>こういう雑誌作りみたいなことが好きなんですな [01時23分26秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>質問していいすか？ [01時23分33秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>はい。 [01時23分57秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>編集方針ってあるんですか？ [01時24分08秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>私がお答えします [01時24分43秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>nagajisさーん！ [01時24分46秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>とことん「廃道」「旧道」にこだわること [01時25分16秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>しまった！キツイ質問だったかも… [01時25分15秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>さっきもちょっと書きかけたけど [01時25分34秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>廃道を歩くときに必要な知識や [01時26分19秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>廃道そのものをより楽しむためのコツ（？） [01時26分47秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>廃道旧道情報などなどなど [01時27分07秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>危険回避のコツとか？ [01時27分48秒]
-------------------------------------------------------------------------------

ナイス，間をつないでくれた

よし，これだ

謳歌，出ねえよ…

そうそう！

おっと忘れてた

いい感じに入ったね．どっちにも取れる

おれも一言．

うーん，懸念材料の一つだ．
待って先に書いてしまうから

（とゆーじさんの問いに答えようとする）

またかぶったよ！
ピーン！こっちだ！

うははははははははははははは

ゆーじさん仕組みに気付きはじめたかな

タイムラグ大きすぎ！

nagajis>>wait a momet please... [01時28分10秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>私が、たいした知識もないのに、なぜまだ死んでいないのかとか。 [01時28分32秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>Oh!I'm so sorry... [01時29分37秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>未だ誰も [01時31分02秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>このジャンルで情報誌を作ろうとは思っても居なかったであろう [01時31分29秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>「廃道」「旧道」をテーマにする「アホらしさ」を [01時32分11秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>徹底的にオウカすることを目指します．オウカ，漢字変換できませんでしたが補完してくだ
さい． [01時33分12秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>すんません長くなりました．こんな感じでいいですか？ [01時33分43秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>廃線の本が売っているんだから、廃道もイケルサ！ [01時33分57秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉♪>> ( 〃．．)ﾉ はい♪ここからとっても重要な質問に入っていきます 問い９：お二人以外がラ
イターに加わることもありますか？ [01時33分58秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>アホというのは大阪弁のアホということでひとつよろしく [01時34分20秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>ヨッキさんどーぞ [01時35分02秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>もちろんです！ [01時35分58秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>というか、 [01時36分07秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>日本の廃道では、ライターさんを募集しております。 [01時36分36秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>2人というのは必要最小限の人数にも満たないからね [01時37分39秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>とはいえ、ヨッキさんやnagajisさんの文章を読んで「よしオレも」という度胸のある方は多
くないのでは？ [01時38分03秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>2人だとどちらかの意見に同調してしまいやすいから [01時38分11秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>もっと波長の違う人に入ってもらいたい [01時38分37秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>それは [01時39分26秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>私とnagajisさんも、共通点はチャリ馬鹿くらいですけどね。 [01時39分31秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>あや姉♪さんとか？ [01時39分35秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>受付がやりたがっているようです [01時40分16秒]
------------------------------------------------------------------------------受付>>まさか [01時40分16秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉♪>> (o･ω･o)もれは アホなので無理ですたい [01時40分52秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>またしゃべった！ [01時40分57秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉♪>> (o･ω･o)受付、がんばれー [01時41分29秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>受付さんね♪ [01時41分52秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>廃道歩きで食いたいならば、本を書いて売るか、カンパを募って旅するか、その二 つ以
外にもあるかも知れないけど、とりあえず、前者の方ならば、切磋琢磨し合いましょうよ。私など、
勢いだけで文章を弄ってきた人間ですから、今になって 未熟さを良く噛みしめておりますよ。 [01
時41分57秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>ライターとして募集するだけでなく， [01時42分06秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>そうさね，ライターとして募集するだけでなく， [01時42分57秒]
-------------------------------------------------------------------------------

3行上に反応したのかな？
長く打ち過ぎた

（笑）呼び捨てで構わないのであります．彼はperl
なのであります．

う，
さくっと逃げよう

忘れていないねぇヨッキさん

軽く

全然？

いやまあ訂正はよかろうもん

そんなに慌てなさんな

って気の利いた言葉が出ないなあ…

nagajis>>簡単なコメントとか，紹介文とかでも [01時43分21秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>誰でもが気軽に参加できるような土俵は [01時43分43秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>もちろん用意していきます． [01時43分54秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>いろんな人が集まって [01時44分48秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>わいわいやっていくなかから [01時44分58秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>同人誌の読者ページが、ジャンプ放送局みたく盛り上がると、いいなー。 [01時45分24秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>互いにケンサンしあって，文章もうまくなればいい [01時45分33秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>読者ページは必ず作りますよ． [01時46分02秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>投稿のページとか良いかも。 [01時46分18秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>自分だって決して文章家じゃない [01時46分41秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>そうですね，一回目はもうずいぶんできちゃってるから [01時47分07秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>ＰＤＦでも受け付けます！とか。 [01時47分09秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>次号以降は必ず． [01時47分37秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉♪>> さきほどは(A･ω･o；)…し…失礼しました、受付さん。興奮して呼び捨てしてしまいまし
た。 [01時48分09秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>謙遜なさいますが、nagajisさんの文章、私はヨッキさんの文章とはぜんぜん違いますけど、
不思議な「味」があって好きですよ。 [01時49分19秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>ありがとうございます＞ゆーじさん [01時50分20秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>さて，問９はこんな感じでしたかな？ [01時50分38秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>味と言えば、私はfukuさんの文章が一番好きです。 脱線しました。 [01時50分44秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉♪>>二人が「日本の廃道」たちあげたことによって、山行がや旧道倶楽部の更新はどうなって
しまうのでしょうか？気になります・・・ [01時51分56秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>ちゃんと続けて行きますよ＞旧道倶樂部 [01時53分15秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>山行がは、先ほども申しましたとおり、ＯＲＪとは全然関係ないので、フツーに更新し
ます。ご安心下さい。 [01時53分39秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>更新は遅れるかも知れませんが． [01時53分59秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>全然関係ない、 は、言い過ぎました。 [01時54分11秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>というか今も宿題たまりまくりです [01時54分34秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>山行が本編の中に、ＯＲＪへの誘導リンクが張られたりは、する可能性あります。
[01時54分53秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>ということで、基本的には変更ないと？ [01時55分16秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>hai [01時55分33秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>失礼しました．はい，そうです [01時55分47秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>両サイトの読者は当然それを望んでいると思います。 [01時56分08秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>でも、仕事量が増えるわけですから大変ですよね。 [01時56分36秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>はい。 [01時56分54秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>血反吐を吐くまで頑張りますよ [01時57分35秒]

すごい，ちゃんと読み返してるんだ…
おれは何喋ったかも忘れてる

ホッ，休める…

ヨッキ氏がアツく語ったから，こっちは冷静に行
こう

…と，ここまでは良いが…次のワードは？（しば
し悩む）

ふう．

うーん，ちゃんとフォローしてくれてる．やっぱ
り慌ててるのはおれだけか．

------------------------------------------------------------------------------あや姉♪>>ちなみにさっきのは■問い10ね。、問い11：将来の展望などを教えていただけますか？
[01時57分39秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>そろそろ最後の質問でしたよね？ [01時58分31秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>まずはヨッキれん氏から [01時58分44秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>私の夢。 [01時59分57秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>それは、私が大好きな廃道あるきをして、 [02時00分20秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>そして、大好きな、ものを書いて読んでもらうということをして、 [02時00分44秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>それでお金が生活できるだけ手に入って、 [02時01分07秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>いつまでもこの愛すべき日本に生きて行けたら、いいなーって。 [02時01分49秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>そして、そのためには、この日本の廃道という舞台で、 [02時02分21秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>今までよりも見聞を広め、文章修行をし、 [02時02分48秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>いままでがそうであったように、 [02時03分28秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>これからも、同志達と一緒に、進んで行けたらいいなと。
[02時04分05秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>無職が長引くのは正直辛いけど、
[02時04分37秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>やれる所まで、やってみたい。
いつもの山チャリと、一緒ですな。 以上。
[02時05分11秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>私． [02時05分56秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>まずは毎月一回の発行を守ること．これですかね． [02時06分07秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>もちろんこの同人誌を続けることが最終目的じゃない [02時06分30秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>自分もヨッキれん氏と同様に，自分の趣味で食って行きたいという夢を [02時06分53秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>長いこと抱え込んだままになっていた [02時07分11秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>それを実現させるために [02時08分14秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>まずは「廃道あるき」「旧道探索」というジャンルを確立させたい [02時09分23秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>この「日本の廃道」という，″オブローダー″の集う場所を作って [02時10分21秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>旧いものを愛でることの面白さを [02時10分54秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>広くつたえていくことが [02時11分14秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>当面の目標といったところでしょうか． [02時11分33秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>先はかなり長いでしょうけどね [02時11分50秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>以上であります（ビシッ [02時12分13秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>nagajisさんが、誘ってくれたから、私は今、一足飛びで、この場所までこられたんだと
思っている。 その恩に報いるように、私も全力で、日本の廃道に、文章をぶつけます。 [02時12
分13秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>私たちのはっちゃけ振りを [02時14分24秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>私たちのはっちゃけ振りを、温かく見守ってくださいね。 [02時14分37秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉♪>>夢というものは現実にしてこそ価値があるもの。私は二人を影ながら応援していきたいと
思います。nagajisさん、ヨッキさん頑張ってね。読者の皆様も応援してください。お願いしますm( __
__ )m [02時15分26秒]

うう，みなさんありがとう； ；）

しまった，さっきので言いたいこと言っちゃった
かも
何言おう…

ヨシ決まったね

ってブラウザ
が落ちたよorz

さすがだ，いい事を言う

うんうん，うまい

おれはこんなうまいこと発言したかなあ…

------------------------------------------------------------------------------あきら＠大阪>>結果がすぐに付いてくるモノではないと思いますが、頑張ってください。 [02時16
分03秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>夢は見るものじゃない、かなえるものだっ！ってね。 [02時16分47秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉♪>>ラスト〜♪■問い12：お二人から読者の皆様へのメッセージをお願いします¥(o ⌒∇⌒o)/
[02時17分18秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>私から． [02時17分57秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>自分は正直， [02時18分50秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>自分がどう評価されてるかわからないんですね [02時19分10秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>そんなもの気にする必要はないんでしょうけど [02時19分45秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>自分がやりたいように生きてきて [02時20分21秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>こうしたら面白いかなという方向をとってきて [02時21分02秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>いつのまにかここにいる [02時21分19秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>今からやろうとしていることが [02時21分32秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>みなさんの愉快のツボをついていけるのかどうかわからない [02時22分27秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>だから，文章にしても構成にしても [02時23分14秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>面白ければ面白い，ダメならダメで [02時24分17秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>率直なご意見をお聞かせください [02時24分40秒]
------------------------------------------------------------------------------受付>>nagajisさんが入室されました [02時25分46秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>話の腰を折るな！受付！ [02時26分10秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>ともかく [02時26分25秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>ORJ，楽しんでほしいっす． 以上． [02時27分09秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉♪>>ヨッキさんどうぞー [02時28分16秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>マイナーだからこそ、廃道あるきは面白いという考えもあるでしょう。 [02時28分29
秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>確かにその通りだと思います。 [02時28分48秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>でもね、今 廃道歩きをするということは、めちゃめちゃチャンスなんだと思うんです。
[02時29分03秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>いままで、十分に体系立てて研究されてきていない道路遺跡というジャンルは、 [02
時29分17秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>私のような素人が、ちょっと気合いを入れて探索しただけでも、どんどんと新発見が出
てくる出てくる。 [02時29分31秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>何十年ぶりに再発見されるようなものが、たくさんあるわけです。 [02時29分49秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>これって、もう決して広くもない日本にあって、未知が沢山ある趣味なんて、凄くない
ですか？ [02時30分08秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>廃道歩きは、発見という日常の中の 宝 に、とっても近い趣味なんですよ！ [02時
30分33秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>廃道あるきの、すばらしさを、もっともっと、この日本の廃道という舞台で、訴えてい
きたい。 [02時30分53秒]
-------------------------------------------------------------------------------

あー，終わりそうだ．．．

ほんと，すみません．

そういえば...ちゃんと答えられなかったから怒っ
て帰っちゃったのかなぁ…そういえばしろさんも
間に合わなかったままだ…※
※終了後．携帯に「見られない」という連絡が入
っていたのに気付く．申し訳ありません
m（_ _;)m

そう言っていただけると有り難いっす
そろそろお開きだからあれ出しますか

ヨッキ氏も？

ぐは，またこんな写真を．

渾沌として終わるのも可．

ヨッキれん>>それが、私たちの夢への、一つの道だと信じるから。 [02時31分05秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>ＯＲＪという道を、私は突き詰めてみたいと、思っています。 [02時31分46秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>一緒に、廃道、 歩きましょ。
以上。 [02時32分17秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉♪>>nagajisさん、ヨッキさんありがとうございました(＠ﾟｰﾟ＠) 会見に参加していただいた皆
様、ありがとうございました。 [02時33分26秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>ご参加、ありがとうございました！ [02時34分11秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>めっさ重いチャットでごめんなさい． [02時34分42秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>おつかれさまー [02時35分03秒]
------------------------------------------------------------------------------あきら＠大阪>>お疲れ様でしたーZzz…orz [02時35分10秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉♪>>~~-v(*￣･￣)…ところで、我らが頼れる兄貴、パタリン氏…おとなしいと思いません？
[02時35分13秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>パタさん、良い夢見てるかな？ [02時35分17秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>起こしてみる？ [02時35分56秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉♪>>彼はこのチャに張り切って参加しようと８時から酒を飲み、…寝落ちしたと思われ（爆
[02時36分00秒]
------------------------------------------------------------------------------あきら＠大阪>>チャット自体が久々なもんで、重いのはあまり気にならないですよ。 [02時36分17秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>ちなみにサーバーはこれです [02時36分41秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>ダイヤルアップでもちょうどいいのかな？ [02時36分54秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>ヨッキさんは見たことあるんじゃないかな [02時37分25秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>最後までお付き合いいただきました皆様に、 [02時37分51秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>http://nagajis.dyndns.org/server.jpg [02時38分00秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>私からも、爽やか写真プレゼント。 [02時38分16秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉♪>> ﾜｰｲ♪♪¥(^ ω^¥)( /^ ω^)/♪♪ﾜｰｲ [02時39分12秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>はやくー！！！ [02時39分26秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>http://yamachari.parfe.jp/sawayaka.jpg [02時39分57秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>さわやかじゃねーよー [02時40分51秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>http://yamachari.parfe.jp/sawayaka2.jpg [02時41分02秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>こ、これは涼しい！ [02時41分06秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>高いところ苦手なんだよー [02時41分28秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>いやー、楽しかったよ。 [02時41分29秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>きゃー [02時42分05秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉♪>>、、、＿|￣|○ み…みれない [02時42分27秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>うふふ。 お わ り。
また、遭いましょう！！！
廃隧道で… [02時42分36秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>尻がムズムズ… [02時43分06秒]
------------------------------------------------------------------------------あきら＠大阪>>「廃隧道で」なんか（ｗ [02時43分17秒]
-------------------------------------------------------------------------------

渾沌過ぎるよ

大丈夫，とってもいい所をついてはりますよって

まだあるのかヨ！

手間取ってるなー

助け船

って結局プロジェクターは？
ま，いいか

おつかれさまであります・・・

3時間もかかるとはなあ…

いわゆる「寝落ち」というやつですか

わあ帰ってきはった！

あや姉さんのパンチに興奮…なわけないよな

そんな！

nagajis>>というわけで，みなさん，あや [02時44分11秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>iあ [02時44分36秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>わたし、やなヤツになってません？ [02時44分36秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>ところで、このログ、そのまま公開したら [02時44分14秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>というわけで，みなさん，あや姉さんも，ご苦労さまでした [02時44分37秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>大丈夫？ [02時44分50秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>もう一枚だけ、創刊号ネタの予告写真をあげていい？ [02時45分09秒]
------------------------------------------------------------------------------あきら＠大阪>>大丈夫 [02時45分11秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>おおっと，どうぞ [02時46分02秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>はやくー♪ [02時45分41秒]
------------------------------------------------------------------------------ゆーじ>>まだ〜？ [02時47分09秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>ぷろじぇくたーは故障しているのであります [02時47分55秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>http://yamachari.parfe.jp/15.jpg [02時48分10秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>意味不明でごめんなさい。 では、 サヨナラー。 [02時48分52秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉♪>>ヽ（￣￣∇￣￣）ノ おあとがよろしいようで [02時49分21秒]
------------------------------------------------------------------------------あきら＠大阪>>|)ノ゛ お疲れ様でした。それでは落ちますー [02時50分05秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉♪>>では、またの機会にお会いしましょう。さよなら・さよなら・サヨナ…ｚｚｚ [02時50
分15秒]
------------------------------------------------------------------------------受付>>あきら＠大阪さんが退室されました [02時50分17秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>おつかれさまでした． [02時50分22秒]
------------------------------------------------------------------------------受付>>あや姉♪さんが退室されました [02時50分46秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>ご苦労さま，あや姉さん♪ [02時51分12秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>ふー。 おつかれさま。 [02時51分23秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>誰か、パタさんのこと、キックしてあげてよ。 [02時52分16秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>このままじゃ、彼の電話料金が…。 [02時52分59秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>まったりしすぎたかなあ [02時53分19秒]
------------------------------------------------------------------------------受付>>あや姉さんが入室されました [02時53分27秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉>>久久久久!!o( -_-)~=○☆)ﾟ<ﾟ)☆)ﾟOﾟ)☆)ﾟ3ﾟ)ﾎﾞｶ!ﾊﾞｷ!ﾎﾞｺ! [02時53分33秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉>>こんなん、出ましたけど（笑 [02時54分25秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉>>こんなん、出ましたけど（笑 [02時54分25秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>いやはや、なかなか興奮しましたよ。 [02時54分28秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>受付が起こしてくれますよ．ねえ受付さん [02時55分10秒]
------------------------------------------------------------------------------受付>>そうですね [02時55分10秒]
------------------------------------------------------------------------------受付>>まさか [02時55分10秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉>>司会、上手くできませんでした。お粗末でごめんなさい [02時55分52秒]

そーだ最後の一つも使ってやれ

（スルーされてちと寂しいnagajis）

おう？！そう来るんですか

ぎゃあ！
ヨッキ先！ヨッキ先！……
（2分経過）
………駄目か……

えい，ままよ！

------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>受付よ、明日俺の代わりに仕事行け！ 以上。 [02時56分10秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>とんでも無いとんでも無い。 あや姉さん、とてもお上手でした。 [02時56分27秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>とんでもない，こちらこそ突然お願いしちゃって． [02時56分28秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>噂通りのきれいなひとで良かった [02時56分47秒]
------------------------------------------------------------------------------受付>>ありがとう [02時56分47秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>ほんと、夜分遅くまで無理なお願いをいたしまして、申し訳ありませんでした。 [02
時56分48秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>お前じゃないよ＞受付 [02時57分13秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉>>じつは、始まる30分前まで寝ていました。 [02時57分22秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>次の、インタビューの時にも、どうか、よろしくお願いしますねー。 [02時57分48秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>次の、インタビューの時にも、どうか、よろしくお願いしますねー。 [02時57分48秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>よろしくお願いします． [02時58分28秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉>>つ…次もあるんですか！（＿д＿）。 [02時59分02秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>しかし、皆さん、質問が鋭かったなー。 [02時59分02秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉>>最後に質問。よろちいですか？ [02時59分30秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>どうぞん。 [03時00分04秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>どうぞ． [03時00分08秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉>>nagajisさんとヨッキさんの（チャリレポ）スタイルが激似だったのでお二人ともお互いをラ
イバル意識しませんでしたか？ [03時01分07秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>すごい鋭いですね．．． [03時01分46秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>私からですか [03時03分30秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>どうぞ。 [03時04分06秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>この企画をヨッキれんさんに持ち掛けたときのメールにも書いたけど [03時04分15秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>山行がは北にそびえる巨大な塔のようだったよ [03時05分08秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>ちょっとやそっとじゃ登れない [03時05分20秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>否，近付くこともままならない [03時05分35秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>輝く太陽の塔さ [03時05分48秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>自分はイカロスか何かになった気分で [03時06分45秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>いっつも敗北感を感じていた [03時07分02秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>空を飛ぶための翼が，融けて落ちてしまうようにね [03時07分40秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>だからあまりちかづかないようにしてたけど [03時07分56秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>同じような道を歩もうとするなら [03時09分12秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>避けては通れない″高み″だったね [03時09分52秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>でも，あるときふっと覗いたら [03時10分18秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>店長をやめて山行がに専念するっていうじゃない [03時10分49秒]

…

逃げる．

（;

;）

（ここは笑いで逃げよう）

なんと．

------------------------------------------------------------------------------nagajis>>その瞬間に，天地がひっくり返ってしまった [03時11分23秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>それが4月6日だったってわけさ [03時11分43秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>と，何だか眠い頭でつらつら書いてみたけど [03時12分02秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>まとまらないな [03時13分45秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>nagajisさんが嘘を仰っていないことは、私には分かります。 [03時14分13秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉>>綺麗な表現ですね…(*´ｪ`*)うっとり… [03時14分23秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>要は永遠のライバルってことで．ひとつよろしく．いぢょ [03時14分27秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>私もまた、旧道倶楽部には近づかないようにしていました。[03時14分34秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>それは、力が違いすぎると、地で感じたから。 [03時14分45秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>具体的には、nagajisさんの的確な表現力、文章の隅々まで行き届いた注意力。 [03時
14分51秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>そして、彼の活動の肉体的ハードさ、机上調査力、いずれも、私とは桁外れだと思う。
[03時15分07秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>nagajisさんが私に感じていたのと、私がnagajisさんに感じていたことは、 [03時15分
16秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>異常なほどに、一致しているんです。 [03時15分30秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>気持ち悪いくらいにね。 [03時15分38秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>私は、ライバルと言うよりも、高みだと、思っていました。 [03時15分46秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>今も、胸を借りるつもりで、協働させていただいております。 [03時16分14秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>nagajisさんからお声を頂いたときの喜びは、忘れがたいですよ。
以上です。
[03時17分19秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉>>よきライバル出現ってよりは友発見でしたね。お互い生涯良き友を得たって所でしょうか？
私は正直、冷や冷やしましたよ。 [03時17分29秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉>>これからもお互いを高めあえる仲でいてくださいね、仲良くするんだよー [03時18分50秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>大丈夫ですよ．取って食ったりしません [03時19分14秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉>>_( ＾Д＾)ﾉ彡☆ギャノヽノヽノヽノヽ!! ノヽﾞンノヽﾞン!! [03時21分08秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>ん？ヨッキさんどうした？ [03時21分40秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>食われると思って隠れた？ [03時22分03秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>e? [03時22分18秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>え？ [03時22分33秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉>>そそ、ヨッキさん [03時22分40秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉>>チャの鍵は早めに渡してくださいね（笑 ここ、ぎりぎりまで入り方分からなかったっす
[03時23分27秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉>>パタ氏の機転が無ければ入れませんでした。 [03時24分02秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>それは私のせいでもありましょう [03時24分48秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>ごめんなさい。 [03時25分29秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>直接あや姉さんのところにメールすれば良かった [03時25分33秒]

申し訳なかことしたばい

………

こんだけかかったんだものなー

一旦退室するか
（退室してブラウザはそのままにしている）

ってそりゃ！
えれえことだえれえことだ
…
……
…
………
…
………
…

------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>台本を送って、それで満足してしまっていました。 [03時26分12秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉>>こわがらず、どんと来て下さい。以上。一件落着（笑
[03時26分20秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>申し訳なかことしたばい [03時26分24秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>以後、気をつけます。
マッスルといえば、nagajisさん。 [03時26分51秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>そうきますか [03時27分24秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>最後の最後。 [03時28分13秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>nagajis編集長…、 [03時28分25秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>今晩は、原稿を書かずに、寝ても、
いいで す
か？ [03時28分56秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>不許可 [03時29分57秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>ぎゃあ間違えた [03時30分34秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>思う存分寝て下さい [03時30分44秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>あや姉さんも，ほんと最後までご苦労さまでした [03時30分59秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>このへんでお開きにしましょうか [03時31分16秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉>>nagajisさん、ヨッキさん、遅くまでありがとう。たのしかったです。七月一日の出版へ向け
てがんばってください。 [03時31分31秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>それでは，おちます [03時31分37秒]
------------------------------------------------------------------------------受付>>nagajisさんが退室されました [03時31分57秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉>>私の誕生日なので… [03時31分58秒]
------------------------------------------------------------------------------あや姉>>おやすみなさい。 [03時32分35秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>がんばりまーす。 [03時32分39秒]
------------------------------------------------------------------------------受付>>あや姉さんが退室されました [03時32分39秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>おおっと！それは聞き逃せないな [03時32分46秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>って間に合わなかったヨ [03時33分18秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>それではヨッキさんもお疲れでした [03時33分38秒]
------------------------------------------------------------------------------nagajis>>おやすみなさいませ [03時34分34秒]
------------------------------------------------------------------------------受付>>nagajisさんが退室されました [03時34分58秒]
------------------------------------------------------------------------------ヨッキれん>>おやすみなさい。 [03時34分59秒]
------------------------------------------------------------------------------受付>>ヨッキれんさんが退室されました [03時35分11秒]
------------------------------------------------------------------------------>>受付が退室しました [03時40分23秒]
-------------------------------------------------------------------------------
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