
2013 
01-01
（火）

 謹賀新年。 
娘と一匹とで、近くの陸橋へ初日の出観戦に。 
隣の畑の霜柱に感動して「霜柱を踏む娘」と、途中「富士町で、富士山」を愛でる。 
  

     

  

  陸橋は、意外に人出があり、賑い。 
 ただ、雲のため、肝心の「初日の出」は出たのか出てないのか、はっきりせず。 
「もういいかな？」と、パンパンしてきました。 
  

       

  

  お正月は雑煮。コナンにはササミのごちそう。 
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  好天の元日。寝正月を決め込む。 
ただ、コナンには正月もなく、早めの夕方散歩。通りかかった家族に、「可愛い」とほめられ、嬉しそうに跳ねてました。 

  

  そして、初詣。若宮神社は、今年も賑わってました。 
  

   

  

  初詣の帰り、仮面ライダーのスタンプラリーの景品をgetしに立ち寄ったセブンイレブンで、高橋匠馬くんの父母夫妻に
遭遇して、新年のご挨拶。 
 その後、食事して、瑞のスキー用品購入に、グリーンウォーク多摩へ。その帰り、父は食玩「仮面ライダーウィザード 使
い魔レッド・ガルーダ」を仕入れました。 
  

     

  

2013 
01-02
（水）

 朝日を浴びて橙色に輝く部屋で、初夢･･･、見てるでしょうか？ 
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  朝の散歩。スズメとセキレイ。 
  

     

  

  父と母は、寝正月二日目。娘は、自室で何やらゴソゴソ。

  

  夕方の散歩。夕日に向かって、走れ！（？）。 
  

     

  

2013 
01-03
（木）

 朝の散歩は、神社詣で。サイゼリア駐車場端の祠と、高倉神社にお参り。 
  

     

  

  今日は、富士山が大きく見えてました。そして、白く朝日に映えていた四中校舎。 
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  昼前、光合成中のコナンを写す。 
  

   

  

  夕方の散歩は、風が冷たく、急ぎ足モード。 
近道した地区センターの、夕日を浴びる南天を愛でる。 
  

   

  

2013 
01-04
（金）

 この冬一番の冷え込みとなった朝、この冬３回目の早朝からの活動。今回は、社教主催の２泊３日スキー。 
右はバスに乗り込む面々。ゆずちゃん（手前）、匠馬くん（赤）と、バスに乗り込んで行きました。 
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  今日、父は休みで免許の更新へ。 
でも、その前の朝のお勤め、コナンと散歩。その散歩の途中の北公園で見た、ヤマガラ。 
  

   

  

  免許の更新は凄い人出で、明治神宮の初詣のよう。建物への入場制限が掛かってました。 
係の人によると、年明け最初の日曜が一番、その次は4日が混む日とのこと。「早く言ってよっ！」

  

  陽が出ても上がらない気温は終日つづき、夕方の散歩も寒かった･･･。 
寒風に夕日を浴びて雄々しく立つ34番鉄塔と、散歩途中に見たF-18。 
  

     

  

  ブログによれば、娘のスキー（飯綱高原）は、午後から晴れて、気持ちよく滑れたとのこと。 
また、夜は夜で、盛り上がったようです。緑の服が、瑞。 
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2013 
01-05
（土）

 今朝も寒い始まり。朝焼けが綺麗でした。 
朝の散歩も、成長著しい霜柱が、一面に。 
  

     

  

 娘がいないので、今日の昼食は、インドカレー。 
そして、夕食は、父作・野菜スープ。

  

  スープを仕込んだら、コナンと散歩。 
気温はそれなりに上がってくれて、風は冷たいけれど、そうは寒くない１時間でした。 
 そこで見たムクドリの整列と、冬の筋雲。 
  

     

  

  その筋雲を見ていたら、西へ向う飛行機が･･･。 
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  陽が落ちると急に寒くなり、早めに熱い風呂とスープ。 
スープは、たらふく堪能しました。 
  

   

  

  ブログによれば、娘のスキー（飯綱高原）は、今日も青空だったとのこと。 
また、星空の下、雪上キャンプファイヤーで盛り上がったようです。 
  

     

  

2013 
01-06
（日）

 年末年始９連休の最終日。今朝も寒い、寒い。 
全天には飛行機雲が伸び、自動車は凍ってました。 
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  そんな散歩の途中、C-5が降りてきました。 
  

   

  

  朝食は、昨日のスープに、フランスパン。たらふく、食べました。 
その後、母は読書。父は、飛行機資料まとめ。

  

  夕方の散歩。いつもの日曜日のように、米軍機や横田フライングクラブのセスナが飛んでいました。 
  

     

  

  18:00、娘を迎えに社教へ。「楽しかった。昨日は、目一杯滑った。」とのこと。重畳。  
そのまま食事して、帰宅。

  

2013 
01-08
（火）

 瑞、三学期の始業式。 
早起きして、宿題の「書初め」を片付けてました。

  

2013 
01-12
（土）

 今年最初の三連休。 
遅めの散歩で、「冬の鳥たち」を観察。北公園でここ最近見かける（恐らく）ジョウビタキのメスと、ムクドリの夫婦。 
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  母と娘は、今年最初のフラのレッスン。 
その際、伯母からのクリスマスプレゼントを着用。 
  

   

  

  日中、セキュリティ・ソフトの不調と格闘していた父は、なんとか復活させて、コナンと夕方散歩。 今日の日中は寒くな
く、夕日を眺めながらゆっくりと散歩。明日も、晴れそうです。 
 
  

     

  

2013 
01-13
（日）

 三連休の中日。朝かから、陽射しある暖かい日。 
オナガ、ゆいまーる多摩平の白い壁。 
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  朝食兼昼食は、鏡餅を開いてのお雑煮。 
  

   

  

  日中、娘は学校でのスキー教室の「旅のしおり」のイラスト描き。 
 穏やかな気候だったので、父と一匹は、早めの散歩。 
東芝の工場跡の、囲いが外されていて、向こう側が見えてました。 
  

   

  

  夕日と富士山を見に西へ向かうも、曇が出ていて断念。 
 断念しながら、昔、よく通った辺りを散策。一番変わった「帝人坂」と、伐採されていたその東端。 
ここも、家になるようです。 
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  帰りがけの道、降りてきたKC-10。 
  

   

  

2013 
01-14
（月）

 三連休の最終日、「成人の日」。朝から、冬には珍しい雨。 
 
 雨は白いもの混じりの霙に変わり、瞬く間に雪に。そして、大雪に。 
閉じ込められなくならないうちに、アルプスで買い出しだけしてきました。 
左は10:02、中は10:09、右は、買出し終了後の10:54。 
  

       

  

 14：00頃、群馬の遠方より友来たる。嬉しからずや。カレンダーをもらう。 
長男が八王子の大学に在学中とのことで、成人式後に送ったついでとのこと。ありがたし。 
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 雪降りやまず、雪国状態。 
  

   

  

 15:30過ぎ、雪は雨に。 
コナンの散歩を試みるも、うちのは「炬燵で丸くなる」方のもようで、すぐ撤退。 
 一方、母は読書、娘はマンガと、ノンビリ連休の最終日を過ごす。 
  

   

  

2013 
01-15
（火）

 雪で、朝は大変。

  

2013 
01-18
（金）

 東芝の跡地は、物流センターになると、新聞地方版に。 
出入りするトラックが多くなって、事故や騒音問題が出ないことを祈るのみ。

  

2013 
01-19
（土）

 朝、給湯器から水が出てきませんでした。 
凍結していたようで、今朝の寒さは今期一番だったようです。TVは、「八王子の最低-5℃」と伝えていました。
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  今日は四中の学校公開も、「来なくていい」というので、行かず。 
娘は学校後に、夕方まで塾のテスト。ご苦労さんです。 
  

   

  

  寒いせいか、月曜の雪は至る所に残っています。今日の陽射しで、どこまで融けてくれるでしょうか。 
  

     

  

  コナンも、陽射しがあれば、「雪の上」モード。 
  

   

  

  夕方の散歩。 
陽射しがあったのに、思ったほど雪が融けていない畑と、富士電機日野線一号鉄塔とお月さん。 
夕焼けが綺麗だったので、明日も、朝は寒くなりそうです。 
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2013 
01-20
（日）

 今朝は昨日ほどに冷え込まず、お湯もちゃんと出ました。 
遅めの朝散歩では、雪を持ち上げた霜柱が融けていなくなった空洞や、さえずるシジュウカラが見えました。 
  

     

  

  午後、娘はお友達とカラオケ。出がけを、二階から。 
  

   

  

  夕方の散歩三景。飛行機雲が綺麗でした。 
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  年末に散財の寝具セット、ようやくお目見え。 
  

   

  

  娘の帰宅後に夕食へ出かけ、その帰りにサン○に立ち寄ったところ、２階が改装のため、来月で閉店とのこと。 
コナンの爪切りや小綺麗にしてもらっている店は、改装後に店をだせるかはまだ決まっていないとのこと。 
 父は、20％OFFのスニーカーを買いました。 

  

2013 
01-26
（土）

 陽射しがあって、冴え渡った朝。 
まだ小さいけれど「春の足音」を感じさせる蕾、朝日に輝く首都大学東京・日野キャンパス。 
  

     

  

  それでも、季節は「大寒」。今頃の冬鳥「つぐみ」んを、今日は多く見かけました。 
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  夕方の散歩。今日は土曜日にも係わらず、横田へ5～6機が下りていくのを見ました。 
そんな1機、夕刻に降りてきたATIのDC-8と、夕焼け雲。 
  

     

  

2013 
01-27
（日）

 今朝の散歩は、多摩平方面へ。でも、春の気配をかんじさせる風景には出会えず。 
で、社教（社会教育センター）と、多摩平から見た富士山の二景。 
  

     

  

  早めの夕方散歩。北公園でのコナンと、団地の片隅で見つけた水仙。 
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2013 
01-28
（月）

 朝起きたら、白い世界で、目が点。 
  

   

  

2013 
01-31
（火）

 瑞、学校のスキーの移動教室で、長野県の菅平高原へ二泊三日。 
  

   

  

  現地は良い天気だったようです。写真は四中のブログから。 
右の夕食時の写真には、娘らしき顔が･･･。 
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2013 
02-01
（金）

 瑞、移動教室の二日め。この日も、よい天気だったようです。 
  

     

  

  コナン、サン○の改装閉店前に、洗われてきました。 
 父は、人間ドック。

  

2013 
02-02
（土）

 曇り空での、朝の散歩。 
春の気配第二段、日日草（？）、エアコン据付増設工事中の四中校舎。 
  

     

  

  昼前から、太陽が顔を出し、気温上昇。 
窓を開けてても、まるで寒くないほど。

  

  連日の好天を以て、13:00に移動教室は閉校。東京へ。 
  

     

  

  都心では20℃を越えた今日、16:00過ぎの散歩でも「手袋・マフラー」要らず。 
春に近づいた「梅」がチラホラ。 
  

1/10 ページ瑞季と「コナン」の部屋（2013年2月）



     

  

  17:00過ぎ、娘、帰還。土産を披露。塾で、お友達と食べるのだとか。 
  

   

  

2013 
02-03
（日）

 今日は快晴での１日のはじまり。 
隣々の畑に建てていた賃貸住宅、足場が取り去られて、その姿を見せていました。 
あと、朝の散歩でみたシジュウカラ。胸のネクタイが太いので、オスでしょう。 
  

     

  

  午前中、娘は八王子でECCの試験、父はその付き添い。母はフラのイベント。 
全員集合できたのは夕方で、早めの夕食後に、コナンの散歩。飛行機雲が輝いてました。 
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2013 
02-06
（水）

 朝起きたら、雪が降ってました。 
  

   

  

2013 
02-09
（土）

 風は冷たいけれど、陽射しのある朝の散歩。 
春の気配第三段。プリムラ、早咲きの梅、カザニア。 
  

     

  

  そして、三沢中 対 四中。 
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  散歩後、父は仕事へ。母と娘は、午後からフラのレッスン。そして、母は、夜、「飲んだくれの会」。 
それぞれに過ごしました。 

  

2013 
02-10
（日）

 快晴。朝の散歩は首都大学東京を回遊。そこで見つけた春の三景。 
早咲きの紅梅、芝生に匂い付けする一匹、ビワの花。 
  

     

  

 娘はパソコンでゴソゴソ。母は、昨夜の影響か花粉か、鼻機能不全でダウン。 
父は、３年前に配本が終了した『週刊仮面ライダー』の整理と、思い思いに過ごす。 

  

 夕方の散歩。シジュウカラと雀。そして、降りてきたKC-10。 
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2013 
02-11
（月）

 建国記念日も快晴。朝の散歩中、熱気球らしき者を見つけ、捜し歩いたら、八王東高グランドでした。 
その後、元母校を眺めながら、家路に。 
  

     

  

  散歩後、母が先週にもらってきた花へ、陽射しと水を補給。 
  

   

  

  今日も日中は、思い思いに。 
娘は、バレンタインのチョコ作り。母は作品作り、父は昨日からの『週刊仮面ライダー』の整理。 
 夕方の散歩は、多摩平の夕景を堪能。明日も、いい天気のよう。 
  

5/10 ページ瑞季と「コナン」の部屋（2013年2月）



     

  

  夕食のトンテキ後に立ち寄ったセブンイレブンで、一番くじ。 
ウイザード"ウォーター"のフィギュアをゲット。 
  

   

  

  父、夜10時前に、ようやく整理を完了。全14冊の百科事典、なる。 
  

   

  

2013 
02-13
（水）

 予報通り、小雪。 
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2013 
02-16
（土）

 快晴。なれど、北風冷たく、水溜りには凍り、地面には霜柱。 
ジョウビタキのメス、今週はサッカーの四中。 
  

     

  

  そして、白梅。 
  

   

  

  午後、娘はお友達の家に「期末試験対策の集い」。母は製作、父は飛行機の原稿書き。

  

  夕方も北風冷たく、短めの散歩。 
東京西線34号鉄塔越しの夕日、その夕日に映える同33号と高幡線28号のクロス部分。 
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2013 
02-17
（日）

 曇のある、風冷たい朝。 
始動する隣の畑、菜花？ 
  

     

  

 昼過ぎ、母娘はフラのレッスンへ。父は、原稿書き。

  

 風が収まった夕方は、のんびりと散歩。 
東京西線32～34番鉄塔群、夕日に照らされていた紅梅、高幡線29番と奥の東京西線33号と高幡線28号。 
  

     

  

2013  穏やかな朝。紅梅、水仙、プリムラ。 
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02-23
（土）

  

     

  

  そして、コゲラに、コナン。 
  

     

  

  散歩後、父は仕事。 

  

2013 
02-24
（日）

 母は、「お日さま手づくり市」で、早くから活動。 
父は通常。今朝は、気温は低く、寒いけれど、「こぶし」の蕾も、だいぶ大きくなってきました。 
 少しずつ、春が近づいて来ています。 
  

     

  

  その母から、「前回の手づくり市で食べそこねたラザニア屋さんが来てるよ」と連絡を受け、散歩がてら買出し。 
テイクアウトでして、家で昼食にいただきました。ソース濃厚で、美味しかったです。 
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  風が出て、一層寒くなった夕方の散歩。水仙、母校の二景。 
  

     

  

2013 
02-26
（水）

 瑞、期末試験。明日まで。 
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2013 
02-01
（金）

 瑞、移動教室の二日め。この日も、よい天気だったようです。 
  

     

  

  コナン、サン○の改装閉店前に、洗われてきました。 
 父は、人間ドック。

  

2013 
02-02
（土）

 曇り空での、朝の散歩。 
春の気配第二段、日日草（？）、エアコン据付増設工事中の四中校舎。 
  

     

  

  昼前から、太陽が顔を出し、気温上昇。 
窓を開けてても、まるで寒くないほど。

  

  連日の好天を以て、13:00に移動教室は閉校。東京へ。 
  

     

  

  都心では20℃を越えた今日、16:00過ぎの散歩でも「手袋・マフラー」要らず。 
春に近づいた「梅」がチラホラ。 
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  17:00過ぎ、娘、帰還。土産を披露。塾で、お友達と食べるのだとか。 
  

   

  

2013 
02-03
（日）

 今日は快晴での１日のはじまり。 
隣々の畑に建てていた賃貸住宅、足場が取り去られて、その姿を見せていました。 
あと、朝の散歩でみたシジュウカラ。胸のネクタイが太いので、オスでしょう。 
  

     

  

  午前中、娘は八王子でECCの試験、父はその付き添い。母はフラのイベント。 
全員集合できたのは夕方で、早めの夕食後に、コナンの散歩。飛行機雲が輝いてました。 
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2013 
02-06
（水）

 朝起きたら、雪が降ってました。 
  

   

  

2013 
02-09
（土）

 風は冷たいけれど、陽射しのある朝の散歩。 
春の気配第三段。プリムラ、早咲きの梅、カザニア。 
  

     

  

  そして、三沢中 対 四中。 
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  散歩後、父は仕事へ。母と娘は、午後からフラのレッスン。そして、母は、夜、「飲んだくれの会」。 
それぞれに過ごしました。 

  

2013 
02-10
（日）

 快晴。朝の散歩は首都大学東京を回遊。そこで見つけた春の三景。 
早咲きの紅梅、芝生に匂い付けする一匹、ビワの花。 
  

     

  

 娘はパソコンでゴソゴソ。母は、昨夜の影響か花粉か、鼻機能不全でダウン。 
父は、３年前に配本が終了した『週刊仮面ライダー』の整理と、思い思いに過ごす。 

  

 夕方の散歩。シジュウカラと雀。そして、降りてきたKC-10。 
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2013 
02-11
（月）

 建国記念日も快晴。朝の散歩中、熱気球らしき者を見つけ、捜し歩いたら、八王東高グランドでした。 
その後、元母校を眺めながら、家路に。 
  

     

  

  散歩後、母が先週にもらってきた花へ、陽射しと水を補給。 
  

   

  

  今日も日中は、思い思いに。 
娘は、バレンタインのチョコ作り。母は作品作り、父は昨日からの『週刊仮面ライダー』の整理。 
 夕方の散歩は、多摩平の夕景を堪能。明日も、いい天気のよう。 
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  夕食のトンテキ後に立ち寄ったセブンイレブンで、一番くじ。 
ウイザード"ウォーター"のフィギュアをゲット。 
  

   

  

  父、夜10時前に、ようやく整理を完了。全14冊の百科事典、なる。 
  

   

  

2013 
02-13
（水）

 予報通り、小雪。 
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2013 
02-16
（土）

 快晴。なれど、北風冷たく、水溜りには凍り、地面には霜柱。 
ジョウビタキのメス、今週はサッカーの四中。 
  

     

  

  そして、白梅。 
  

   

  

  午後、娘はお友達の家に「期末試験対策の集い」。母は製作、父は飛行機の原稿書き。

  

  夕方も北風冷たく、短めの散歩。 
東京西線34号鉄塔越しの夕日、その夕日に映える同33号と高幡線28号のクロス部分。 
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2013 
02-17
（日）

 曇のある、風冷たい朝。 
始動する隣の畑、菜花？ 
  

     

  

 昼過ぎ、母娘はフラのレッスンへ。父は、原稿書き。

  

 風が収まった夕方は、のんびりと散歩。 
東京西線32～34番鉄塔群、夕日に照らされていた紅梅、高幡線29番と奥の東京西線33号と高幡線28号。 
  

     

  

2013  穏やかな朝。紅梅、水仙、プリムラ。 
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02-23
（土）

  

     

  

  そして、コゲラに、コナン。 
  

     

  

  散歩後、父は仕事。 

  

2013 
02-24
（日）

 母は、「お日さま手づくり市」で、早くから活動。 
父は通常。今朝は、気温は低く、寒いけれど、「こぶし」の蕾も、だいぶ大きくなってきました。 
 少しずつ、春が近づいて来ています。 
  

     

  

  その母から、「前回の手づくり市で食べそこねたラザニア屋さんが来てるよ」と連絡を受け、散歩がてら買出し。 
テイクアウトでして、家で昼食にいただきました。ソース濃厚で、美味しかったです。 
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  風が出て、一層寒くなった夕方の散歩。水仙、母校の二景。 
  

     

  

2013 
02-26
（水）

 瑞、期末試験。明日まで。 
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2013

03-01

（金）

　日中、関東に春一番。夜、お雛様、急遽、おなり。

2013

03-02

（土）

　良い天気の土曜。弥生の声を聞いて、水仙、白梅も春を招いてます。

ただ、母の花粉センサーは、感度最高で、うれしくないご様子。

　散歩後、母が先月にもらってきた花を植え替え。

　昼ごろ、「誕生日の贈り物は何がいい？」との、昌子伯母から電話。

15分間の考える時間をもらって、「服を所望した」とのこと。

「女の子のワンピースを選ぶのが夢だったの。」、「今から、見に行くわね。」と上機嫌だったとか。 
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　その後、母娘はフラのレッスン。父は、原稿書き。 

　夕方の散歩は、風が出てきてやや寒。

それでも、今日一日で春が大きくなった印象。夕日を受ける「木蓮の花芽」に、「紅梅」。

2013

03-03

（日）

　陽射しあるものの、風が冷たい日曜日の朝。

多摩平方面へ散歩しての、桃色の梅、路地の花、早咲きの桜。今朝は、薄ピンク一色でした。

　娘は、朝から、お友達と活動。立川で買い物して、豊田に帰ってきて、カラオケだとか。

父は朝の散歩が長引いて、娘の出かけ姿を撮り損ねました･･･。 

　母は、ディナーショー出演とかで、夕方からお出かけ。

　その母を駅まで送ってから、コナンと夕方の散歩するも、どんよりした曇りで、早々に一周して終了。

　娘も、ほどよく帰ってきて、夕食は「CoCo壱」。 

　というわけで、「ひな祭」らしいことは何もせず終い。 

2013

03-04

（月）

　昌子伯母からの荷物届くも、週末までお預け。

2013

03-08

（金）

　天気予報以上に気温が上がり、都心で23.2℃とか。 
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2013

03-09

（土）

　今朝も暖か。

完成した気配の３軒隣の賃貸住宅、四中のサッカー試合。

　気温があがったので、急に草木が開花モード。薄桃色に、アブラちゃんの黄色、犬ふぐりの青。

　そして、庭の花壇のチューリップも、昨日で急に地面から出てきました。

　今日は、瑞季の誕生日。

PC用メガネが欲しいというので、母用の花粉遮蔽メガネも買いに八王子へ。

その後、母娘はバッグなどのshppping。父は、その間、本屋を散策。約2時間弱後に合流して、外食。 

　買い物後の散歩。6時過ぎというのに、寒くない散歩でした。
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　PC用メガネ装着の瑞。才女の雰囲気が･･･。

2013

03-10

（日）

　今朝も暖か。

完成した気配の３軒隣の賃貸住宅、四中のサッカー試合。

　瑞、お友達と朝からお出かけ。
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　家のキンセンカが、夕日を浴びて輝いてました。

　待てど暮らせど帰ってこない娘を探しに、社教方面にコナンと散歩。自転車はあったけれど、姿は見えず仕舞い。

多摩平第一公園の梅が、綺麗に咲いてました。

（帰宅後に聞けば、お友達と八王子まで歩いて往復したとのこと。「お金がない若者は、凄いなぁ」と父は感心しまし

た。）
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2013

03-15

（金）

　東京で、観測史上、もっとも早い桜の開花宣言。

2013

03-16

（土）

　父、朝から休出。

2013

03-10

（日）

　好天の日曜日。春、到着中。

まずは、コブシに、木蓮２色。

　次いで、桜。「さくらんぼの樹」はもう満開に近く、グリーンベルトもあと数日で咲いてくれそう。

　昨秋に幹の半分を切って心配された「旭が丘の早咲き桜」でしたが、今年も綺麗に咲いてくれました。
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　そして、我が家の庭の春。一番槍のチューリップ、花桃、キンセンカとデイジー。

　昼過ぎ、娘は匠馬くんとカラオケへ。

ただし、カラオケが混んでいたとのことで、社教のロビーでゲームしていたとのこと。

　3ヶ月ぶりに、ナナの水槽を掃除。
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　14時過ぎ、アルプス向かいに来週オープンするセブンイレブン（高倉南店）の開店お知らせ訪問あり。

50mもいかない20号沿いにも、同じ日にセブンイレブンがオープン。1 km四方に、5件のセブンイレブンができます･･･。

　日中、原稿書きに精を出して、夕方の散歩へ。

水仙、ほころび始めたグリーンベルトの桜、ビバヒルズ脇の白い花の、春の夕三景。

2013

03-18

（月）

　今日は、サンドラッグの20号向こうに来週オープンするセブンイレブン（高倉東店、写真左）のチラシが。

「濃い口醤油の南店より、ティッシュの東店の方がいいわね。」と母。
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2013

03-19

（火）

　都心で、夏日。桜前線、急速接近中。

2013

03-20

（水）

　春分の日。朝方の花曇りも青空になり、昨日までの高い気温で、桜たちも三・四分部咲きに。

四中と旭が丘保育園の境辺りは、もうすっかり満開で、旭が丘中央公園も気の早い枝は七分咲き。

　花桃も咲いて、我が家の庭も色鮮やか。

　PC用マイクが欲しいというので、PCデポへ。

見た目だけは、すっかり大人です。
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　夕方の散歩。グリーンベルトは桜の回廊が、かなりできていました。

　六小、ユイマール多摩平の両しだれ桜は、すっかり満開になってました。
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2013

03-23

（土）

　好天の土曜日。春を満喫の朝の散歩。

まずは、畑にネギが植わって、春フォームに変身。

　しだれの桃、紫木蓮、すずらん。

　グリーンベルトの絢爛な桜たち。

　中央公園まで足を伸ばして、豪華な桜を愛でる。

ヒヨドリも、この世の春と、さえずっていました。
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　庭のイチゴが咲いていました。デイジーも、咲き競っています。

　娘にPCを占領された父は、早めの散歩で、夕日を浴びる桜たちを堪能してきました。

2013

03-24

（日）

　花曇りで、花寒の日曜日。シダレ桜を求めて、多摩平へ。

旭が丘東端の大きなシダレ桜に、多摩平第一公園のテニスコート脇のシダレ桜。
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　その帰りに、ゆいまーる多摩平で見つけた、三色梅。赤、白、桃が混ざっています。

　夕方の散歩時も、花曇りのまま。

旭が丘保育園裏側から見た菜の花とグリーンベルトの桜、見納め？の残照、白い花と戯れる黒い犬、の三景。

　火曜日の朝からセキュリティソフトがエラーを吐き、インタネットに接続できず。

会社を休んで、セキュリティソフトの会社にも電話したりして、空きメモリ不足が原因と判明。瑞が色々ソフトを入れたせ
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2013

03-27

（水）

いか･･･、

もう長いこと使ったし、ディスクも残容量がすくなかったので、新型機（４代目）を導入。

　今度のは、NECの赤い奴。WIndoowsXPから、Vista、WIndows7を飛び越えて、Windows8へバージョンアップ。

　何とか夜までにセットアップを終えたら、「早い、早い。」と娘がまた占有。 

2013

03-30

（土）

　先週の土曜日以降、天気悪く、今朝も息が白いほどの花寒と小雨。

でもせいのせいか、グリーンベルトの桜達は、満開に近い状態でいてくれました。

　でも家の庭には春が近づいてます。

苺「さくら」「とよのか」の花に、花桃と咲きそうな紫のチューリップ。

　夕方の散歩も霧雨の中。どうしても、桜に目がいきます。
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　旧「樫の木」荘跡の工事が始まっていて、敷地内の桜や、場周道路のハナミズキや樫の木、金木犀らが切られてしま

っていました。残念。

　夕食後にたちよったスーパーで、ウォゥターをゲット。

2013

03-31

（日）

　息が白い花寒の日曜日。日野スプリングヘスティバルで、母娘はフラ＆出店。

父は、立川での飛行機イベントへ。コナンは朝の散歩にも連れていってもらえずのまま、留守番。

　立川基地の旧滑走路の北端で行われたイベントは、小さいながらも興味深い、楽しいものでした。
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　父の帰宅後、ようやく散歩。

ピンクに染まるグリーンベルト。今年の桜の最後に、名残の別れ。
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2013

04-01

（月）

　今日から新年度。

と、いうわけではありませんが、娘、初のクッキー製作。そして、試食。

2013

04-05

（金）

　小用にて、父は会社をお休み。

朝の散歩で見た、名残りの桜と、庭の苺。

　そして、警備隊長とチューリップたち。

1/15 ページ瑞季と「コナン」の部屋（2013年4月）

2013/05/23http://www1.hinocatv.ne.jp/mizuki-y/2013-04.html



　父の小用は、二十数年ぶりに上野の国立科学博物館に行って、「それでも私は飛ぶ」ミニ展示会散歩と零戦の見

学。

国立科学博物館は見違えるほど施設は大きく、そして綺麗になってました。また、保育園児以来40数年振りに、ティラ

ノサウルスの化石にも遭ってきました。

　上野から帰ってきて、夕方の散歩。多摩平方面を巡ってきました。

多摩平第一公園では、早い方の八重桜が７分咲きでした。そして、夕日にポーズを取る警備隊長。

　ゆいまーる多摩平の八重桜、ひめりんご、34号鉄塔越しの夕日。
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2013

04-06

（土）

　新聞やTVで警戒を伝える悪天候予想の土曜日。小雨の中、朝の散歩は、スーパーショートコース。

　そんな天気はどこ吹く風か。昼過ぎ、娘はいそいそと、お友達と立川にお出かけ。

夕方、無事帰還。

　瑞が出て行ってすぐに、新潟の祖母から花見団子が届く。堪能。

2013

04-07

（日）

　未明に、天気が気になって外を覗くと、雨も風も止んでいて、若干、拍子抜け。

　仮面ライダーを見て、朝の散歩。

日が昇って風が出てきて、気温も上昇。汗ばむくらい。

散り納めのコニカの桜に、すっかり新緑の装いの欅。

　咲き誇るわが庭のチューリップ達。
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　裏のヤマモモも、満開。

　風も収まって上天気になった午後、早めの散歩。

花びらとヒコーキ、葉桜、八重の桜。

　お菓子作りに目覚めた娘、夜にスコーンを製作。
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　そして、完成。

2013

04-08

（月）

　瑞、中学二年生の始業式。

2013

04-09

（火）

　瑞、身体測定。身長163.9cm、「座高 ＜ 足の長さ」で、密かに自慢。

2013

04-13

（土）

　気温低めも、好天。春、急速増殖中の六景。

藤、ハナミズキ、八重桜。
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　ゆいまーるの八重桜、？、近所のお宅のシバザクラ。

　午後も好天。父目線と、コナン目線。

　夕方の散歩。朝は開いていなかったハナミズキが、咲いていました。

2013

04-14

（日）

　今日も好天。気温も昨日ほど低くないく、散歩でも目につくのは、初夏の装い。

菖蒲、エゴノキの実、サクランボ。
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　朝食後、庭のチューリップを愛でる。

　午睡のあと、庭のシバザクラ、ガザニア、ギザギザのチューリップを愛でる。
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　市長選挙と市議会議員補欠選挙のあと、母の自転車調達。

なぜか、娘も一緒に購入。母は青緑、娘は茶色。名前は、「ミント」、「チョコ」だそうです。

　夕方の散歩は、首都大学東京でシロツメクサと遊ぶ。
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2013

04-20

（土）

　天気予報通り、曇天の低い気温の朝。それでも、昨日までの暖かさで、春は膨らんできてくれています。

藤、菖蒲、ツツジ。

　お昼前から、小雨。そんな天気の中か、娘は13:157から夕方まで、塾の試験。

それを見守っるマーブル系のチューリップ。

　終わったの連絡を受けて、迎えの足でそのまま夕食へ。 
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2013

04-21

（日）

　息が白いほどの花寒の日曜日、瑞はぽけっと「はじめの集い」、母はフリー・マーケットへ。

　昼過ぎまで続いた雨も、何とか上がって、男組は散歩。

近所の、「手前に藤棚、奥に牡丹」の豪華な庭と、もう色づいてきている梅の実。

　母はフリーマーケット後、今度はフラのイベントで都心へ。

娘はポケットで終了後、サブリーダーの活動の集いに参加。その後、父と夕食は、娘の希望により、「ほっともっと」へ。 

2013

04-24

（水）

　日本航空協会の『それでも私は飛ぶ』という写真集に少しだけ協力した父は、その出版記念慰労会にお呼ばれ。

メールでは何年も前からお付き合いさせてもらっている、先達や航空協会の方々に、お目見え。

10/15 ページ瑞季と「コナン」の部屋（2013年4月）

2013/05/23http://www1.hinocatv.ne.jp/mizuki-y/2013-04.html



2013

04-27

（土）

　GW初日。好天の下の朝散歩。フジを見に、高倉南公園へ。

色づき始めたサクランボ、ツツジ、高倉南公園のフジ。

　24日に改装オープンしたサン○と、大好きなシロツメクサと警備隊長。

　庭のミニバラ、マーブルのチューリップ、警備隊長の昼寝。

　母眼は、GWもいつもと同じように、午後にフラのレッスン。

　その間、父は原稿を書いて、コナンと夕方の散歩。

その散歩で見た、春。イングリッシュ・ブルーベル、シラー（ベルビアナ）、サヤエンドウ。
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2013

04-28

（日）

　GW2日めも、朝から好天。ちょい遠出して、浅川まで。

河川敷、中央線の浅川鉄橋。

　目に入る、初夏の三景。蝶、柿の新緑、グリーンベルト。

　日中は、動くと汗ばむくらいの暖かさ。

近所の小手毬、我が庭の撫子のつぼみ、ミカンの新芽。
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　早めの散歩。

花の数を増すシラー、色づきを増すサクランボ。

　そして、父の母校の旋盤工場前の菖蒲、シロツメクサと一匹、メタセコイヤ。

　その後、食事して、百均、コルモピアなどで、買い物。 

　GW3日、昭和の日。低かった朝方の気温も、日が高くなると同じく高くなって、すっかり初夏の陽気。

ってことで、黒川清流公園へ遠征。
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2013

04-29

（月）

　お隣のモッコウバラ、畑のトウモロコシ、春バラ、名知らずの花。

　黒川へは久しぶりも、変わっておらず、一安心。

　帰路も寄り道しながら。黒川の片隅で咲いていた白い花、多摩平幼稚園の鯉のぼり、菊。
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　昼過ぎ。お隣の兄弟にいじられるも、また嬉し。それを見守る撫子。

　夕方の散歩も、いい天気。朝いっぱい歩いたので、夕方は軽め。第７幼稚園の梅、セキレイ。

2013

04-30

（火）

　GW中休み。娘は学校、父は仕事。
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2013

05-01

（月）

　我が家のコンビニ、サンクス高倉店（グリーンベルトの北端、距離約200m）に、コンビニ強盗押し入る。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　１日未明、東京・八王子市のコンビニエンスストアにカッターナイフのようなものを持った男が押し入り、現金およそ

２２万円を奪って逃走しました。

　１日午前３時４０分頃、八王子市・高倉町にあるコンビニエンスストアに男が押し入り、カウンターの中にいたアルバ

イトの男性店員（２５）にカッターナイフのようなものを突きつけて「金出せ。金庫の金を出せ」と脅しました。

　男性店員がレジから現金およそ２２万円を取り出して男が差し出したバッグに入れたところ、男はそのまま逃走しまし

た。男性店員にけがはありませんでした。

　逃げた男は年齢が２０代、身長は１８０センチくらいで、黒いフード付きのパーカーに紺色のズボンをはいていたとい

うことです。

　八王子市内では今年１月以降、半径３キロの範囲内で似た特徴の男がカッターナイフを持って、コンビニエンススト

アに押し入る強盗事件が今回の事件を含めて４件、相次いでいて、警視庁は同一犯による犯行の可能性が高いとみ

て関連を調べています。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　「最近、すぐ近くにセブンイレブンが２つもできて売上が厳しいのに、そこから22万円も持っていくなんて許せない。」と

は、ニュースを知った娘の「我が家のコンビニ」談話。 

2013

05-03

（金）

　GW後半戦の初日。今朝の散歩は、線路を超えて南に。

JR豊田車両基地の横を通って、その国鉄時代の社宅跡に作られている「豊田電車区公園（ハトタ）」を見物して、東

へ。

　中央図書館へ寄り道したら、綺麗な駐車場ができていて、雰囲気が違ってしました。

　我が家の庭では、白の撫子も咲いて、彩を添えています。
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　夕方の散歩。旭が丘北公園の初夏の緑と、被害22万円のコンビニ。

　そして、サクランボ。

試しに味見したら、まだ、酸っぱさは残ってましたが、糖度は十分。食べごろの見極めが、難しそうです。

　母は、フラの飲み会。父と娘は、娘の「パスタが食べたい」とのことで、久しぶりに、洋麺屋「五右衛門」に。 

2013

05-04

（土）

　GW後半戦の2日めは、今日も朝から好天。

今朝の散歩から、父はおnewのAdidas。
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　今日も、線路を超えて南に、浅川の河原を散策。

　コナンと水面、カワウ、アザミ。

　午睡の後、大きくなる我が家の苺を愛でる。
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　夕方。一雨来そうな気配のため、近所を回るだけに。

黄色い菖蒲と、リカーキングの黄色い看板。

2013

05-05

（日）

　GW後半戦の3日め、子供の日。朝から好天ゆえ、今日も南で出て滝合橋まで。

その途中で見た花と、橋の上から景色。岩燕が、いっぱい飛んでいました。

　子供の日恒例、「背比べ」。

誕生日時点で母を追い越していた娘は、さらに１cmほど身長を伸ばして、約3cmの差に。
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　２時過ぎ、サン○なき後の新たなペットショップに、神明のお店を選び、母を載せて車で爪切りへ。

　帰路は、日野中央公園、神明野鳥の森公園、黒川清流公園、多摩平第一公園と、公園めぐりの散歩しながら。

写真は、ゆいまーる多摩平で見つけた「姫車輪梅」。可愛い花が、風に揺られていました。

　見事にどこへも出かけていないこのGW。「どっか行くか？」と娘に聞けば、「いい、大丈夫。」とのこと。

どこへも行かない、のんびりとした連休になりそうです。

2013

05-06

（月）

　GW最終日も朝からいい天気。

シラーの二景。シラーとコナン、朝日の中のシラー。ここの球根を１つもらってきた我が家のシラーも、咲き始めてくれ

ています。
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　サクランボはすっかり色づいて、ムクドリが食べ始めていました。

ヒヨドリが食べ始めたら、あっという間に食べつくされるので、その前に味見したら、もう酸っぱさはなくなっていました。

あと数日のうちに、食べつくされるでしょう。

そして、隣の畑の四段活用。手前から、唐辛子、枝豆、トウモロコシ、トマト（の支え）。その奥の大麦には、花がついて

いました。

　父、休出。 

　朝から曇空。コナンの散歩途中で、本降りになってしまい、途中で退却。

その前に見た、増殖中の畑の緑、エゴノキの白い花。
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2013

05-11

（土）

　小降りの雨で、庭の「蒼」を愛でる。

次いで、「赤」。苺は、あと数日後が楽しみ。
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　娘は、明日のポケットのリーダ・サブリーダの打ち合わせに呼ばれて、昼過ぎから社教に。

　結局、雨は「小降り、時々、本降り」が終日降り続き、夕方も散歩に行けないまま終了。

2013

05-12

（日）

　雨が上がっていた日曜の朝。

ポケット「昭和記念公園で遊ぼう」へ出発の娘、それを見送ミカンの蕾。

　好天の、朝の散歩。夏へフォームチェンジ中の隣の畑、名前知らず、矢車草。

サクランボの様子を見に行きましたが、残念ながら、一粒も残っていませんでした･･･。
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　首都大学東京は、シロツメクサで白い地面になってました。片隅のビワは、実が大きくなっていました。

　正午好き、色とりどりに咲いた撫子を愛でる。
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　咲きすぎた苺の花を摘んでいたら、今年の第一弾が食べられていることを発見。あ～あっ･･･。犯人は、ヒヨドルリの

模様。

それに、咲き始めたミカンの花。

　好天の下、夕方の散歩。白い花に、夏のバラ「赤」「橙」。

　夕日に映える、2本の欅、ビニールが取り払われた畑のトウモロコシ。
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　娘はポケットのあと、サブリーダーの活動計画策定に参加。

終わったのは19：00過ぎ。迎えに行った足で、小僧寿しのj母の日セットを購入。

2013

05-13

（月）

　瑞、「熱っぽい」と言うも、36.8度と、わずかながらの微熱。 

2013

05-14

（火）

　瑞、朝も36.9度。一応、学校へ行く。 

2013

05-15

（水）

　瑞、36.0度。元気。

　一方、夜、今度は母･･･？ 

2013

05-16

（木）

　母、大事に至らず。

2013

05-17

（金）

　今年の苺、大粒２つを初収穫。朝食の果物として「美味しかった」と、娘の談。

2013

05-18

（土）

　好天。早朝のバラと撫子。
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　母は八王子のアートムーチョへ参加のため、お出かけ。

朝の散歩前に、警備隊長への「苺の報償前払い」。そして、散り始めた旭が丘北公園のエゴノキ。

　昼過ぎ、庭を掃除。その時の、ガザニア三色。

　夕方の散歩。日々の成長著しいトウモロコシ、エゴノキ、シロツメクサ。
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2013

05-19

（日）

　好天。

朝、母、ムーチョ２日めに。父は、その母を車で送ってから、お隣のおチビ連と遊んで、苺を馳走。

　10：00、北公園にて、日野CATV広報誌のペットコーナーの撮影。1年以上前に、散歩中に声をかけられていたもの。

　ずっと抱っこしての撮影は、なかなかコナンがカメラを向いてくれず、口笛、オヤツ、他の犬と、あらゆるものを利用し

てもカメラを見てくれないようになったので、1時間強で終了。 どんなのになってくれるのか、楽しみやら、不安やら。

　その後に、ようやく散歩。そこで見た、初夏。

　風が出てきて曇り空になった夕方前、娘のフラのレッスンの送り迎え。

迎え時に30分待ちぼうけされられ、帰り着いたら、母から「迎えに来て」のメールで、再び、迎えに。
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　その後、夕方の散歩。沈む夕日のあたりだけ雲が薄く、光っていました。

2013

05-20

（月）

　第２回苺の収穫。今日は小粒７粒。

2013

05-21

（火）

　コンビニ強盗捕まるの朝刊記事。めでたし、めでたし。

2013

05-23

（木）

　第３回苺の収穫。大粒３つを含んで、今日は11粒。

2013

05-25

（土）

　薄曇りの中の初夏。

トウモロコシ、柘榴、草芙蓉の花たち。
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　そして、額紫陽花、ドクダミ。庭の苺。

　時折陽が射す今日、第40回「泰花祭 体育の部」。

出場演目は、障害物競走、小ムカデ、80mリレー、女子大繩飛び。小ムカデでは、瑞が頭一つ抜き出ていてました。
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　運動会後に、父、散髪。

　夕方の散歩。匂いがしたのが、お隣のおチビちゃん達を探して、クンクン。

そして、隣の畑のキュウリ。
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2013

05-26

（日）

　好天の朝の散歩。陽射しが強くて、汗ばむくらい。

旭が丘保育園の梅の実、謎の赤い花、名前知らず。

　散歩後、地区会のグリーンベルト清掃に参加。参加賞は、定番。

　遅い朝食時、第4回の苺を収穫、17粒。それと、橙のカザニア。
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　庭いじり時、お隣のおチビちゃんにコナンと苺を馳走。お返しの、水遊び。

　夕方前、母娘はフラのレッスン。父と一匹は、早めの散歩。

実を出し始めたトウモロコシ、建て替え（？）の「雇用能力開発機構　日野職員宿舎」、無花果。

2013

05-27

（月）

　父、航空ジャーナリスト協会に入会を許され、総会に出席。
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2013

05-29

（水）

　関東地方、梅雨入り。観測史上、３番目の早さだとか。
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2013

06-01

（土）

　早朝、一番ゆりが咲いてました。例年より、2週間ほど早いです。

一方、例年以上に粘った苺も、そろそろ終わりです。

　朝の散歩。出発前の苺、青空にトウモロコシ、山肌を見せはじめた富士山。

　色づき始めた枇杷、黄花コスモス。そして、庭のガザニア２色。

　母は、昼過ぎに、フラでお出かけ。
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　夕方の散歩での、紫陽花二景。

　娘は、18：30より塾で漢検の試験。

2013

06-02

（日）

　朝、ゆりの二番手が咲いてました。

そのユリに見送られて、曇天下の朝の散歩。枝豆の花、マメ科の花？
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　朝の散歩は、豊田車庫区を抜けて、八幡神社へ参拝して帰還。

　母は、昼前にフラのお出かけ。娘は、パソコン。

父と一匹は、天気が良くなったので、お隣の子供に遊んでもらい、お礼に残っていた苺10粒余りを進呈しました。

　ユリも、陽射しを受けて、輝いていました。

　夕方の散歩。

夕日を受けてかがやく、トウモロコシのヒゲ、ボーイング787、紫陽花。
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2013

06-04

（火）

　祝、ワールドカップ2014ブラジル大会、出場決定。

2013

06-05

（水）

　ゆりの開花状況、三朝連続写真。左から、月曜日、火曜日、水曜日。

2013

06-07

（金）

　母の誕生日。ピンクのユリが咲いていました。
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2013

06-08

（土）

　朝の散歩。玉蜀黍、胡瓜、茄子、石榴。

　そして、庭の白南天の花、陽の光に絢爛なユリ。
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　夕方の散歩。玉蜀黍、紫陽花、楓。

　今晩の夕食は、娘特製、母の誕生日スペシャル、豆腐入りヘルシーハンバーグ。

こねて、焼いて、出来上がり。美味しく、いただきました。
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2013

06-09

（日）

　早朝から、夏の暑さ。朝の散歩は、涼を求め、浅川河原へ遠征。

河原、紫の花、ノウゼンカズラ。

　暑かったのか、コナンは帰宅したら、バタンキュー状態。

そこを突かれ、母に洗われました。

　夏日に成長する朝顔、ピンクのユリ、フタホシテントウ。
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　夏日の日中、父と母と一匹は午睡。娘は、PCでお絵かき。

　夕方の散歩。赤系の花が目につきました。
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2013

06-12

（水）

　梅雨入り以来、はじめてのまとまった雨。

2013

06-15

（土）

　昨日まで降り続いた雨も上がって、ムシムシした朝の散歩。

枝豆の花、エゴノキの実、ヒルガオ。
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　梅の実、学校公開、紫陽花。

ということで、娘は登校。

　娘は午前中の学校公開のあと、夕方まで塾の試験。

それを見送るユリ達。いい天気になってきました。
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　すっかり青空になった夕方の散歩。

トウモロコシ、33番鉄塔以南、北公園のネムノキ、首都大学東京のビワの実。びわは、来週が食べ頃か。

　夕食の帰り、○2で、新型の夏服を買って、もらいました。
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2013

06-16

（日）

　昨夜半からの雨で、じめじめした朝。

母は「手作り市」。父と一匹は、雨なので散歩なし。全米ゴルフで仮面ライダーもなし。

　昼過ぎには雨も小雨に。青空が覗きはじめたので、おnewの披露散歩。

　ノウゼンカズラの蕾、ネギ坊主の花、糖度増加上のビワ＠首都大学東京。ビワは、父と一匹で10粒ほど味見してき

ました。

　母娘は夕方からフラのレッスン。その帰りを待って夕食にBigBoyに行くも、長蛇の列。

ではと、ステーキガスト八王子高倉店に行ったら、閉店状態。

夕食はサイゼリアで済ませましたが、サラダバーのお店は好きだったのに･･･。

瑞が好きだったカーニバルビッフェ、父が好きだったステーキガストと、あそこの場所は、以外に長続きしないなぁ･･･。
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2013

06-17

（月）

　梅雨、また中休みで、真夏日。

朝は開き切っていなかった淡橙のユリが、夜は咲ききっていました。

2013

06-22

（土）

　昨日までの台風による雨も昨夜半には上がって、青空の朝。

昨日は散歩にいけなかったコナンの熱い誘いを受けて、早めに散歩。

　青空と354号鉄塔、収穫の始まったトウモロコシ、キュウリの花のミツバチ、ノウゼンカズラ。

　今年の一番ヒマワリ、首都大学東のビワの実、旭が丘中央公園、いつの間にか実が大きくなっていたエダマメ。

首都大学東のビワは、ムクドリやメジロが食べ始めていました。
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　日中は陽が出てあつくなったり、急に雨になったりと、落ち着かない天候。

　ひさしぶりにスシローでの夕食、そして買い物後に、夕方の散歩。

さすがは「夏至」、19：00前でしたが、まだ明るかったです。そこで見た、北公園のネムの木、紫陽花、ウミウシの花

（父、命名）。

　買い物で、「おとなジャガリコ」を仕入れました。
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2013

06-23

（日）

　多湿も気温は高くない朝。多摩平方面へ、朝の散歩。

ノウゼンカズラ、ゆいまーる多摩平の紫陽花、一色とさんぽ道の赤黒看板。

　散歩から戻ったら、母が喉が変と、不調を訴え、、母の動画出演はなくなってしまいました。

ただ娘は手早く、冷蔵庫から生姜を取り出し、ショウガ湯を作り、母に献上。

　11：00、日野CATV放送部の櫻井女史が来宅され、動画撮影を開始。北公園までのミニ散歩と庭での撮影。

暑いなか、コナンも頑張って愛想を振りまいて･･･いました？。来月の放送が、楽しみです。
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　母の調子も、寝たら声も出るようになって、まずは安心。ショウガ湯が聞いたようです。

ても、天気は怪しげなので、早めに散歩。隣の畑のおじいさんに、今日はじめて、撫でられてました。

　「では」と、そのご褒美にビワ。もう匂いと味は覚えたらしく、近づくと「くれ、くれ」とせがみます。

2013

06-25

（火）

　今日・明日と、娘は期末試験。

2013

06-27

（木）

　娘は、期末試験が終わって、プール開きとのこと。

2013

06-29

（土）

　朝刊に織り込みのHino Voice 7月号にて、父とコナン、ローカルデビュー？を果たす。

反応は、匠馬君ちからの祝メール、他一通。
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　朝の散歩。エダマメ、ザクロ、ノウゼンカズラ。

　首都大学東京の頑張るシロツメクサとミツバチ。

そして今季最後のビワを食するコナン。

　初夏、昼間の我庭三景。アサガオ、ハナモモ、ポーチュラカ。
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　よい天気だった今日は、暑さを避けて早夕食後に散歩。

そこで見た、トリトマ、ヒマワロの若い花にコガネムシ。

2013

06-30

（日）

　曇天の低温多湿気味の朝。今朝の散歩は、Hino Voiceに倣って、多摩平を一周。

　まずは、スタート地点を「ゆいまーる多摩平」として、そこへの途中で見つけた、リンゴに、現役の丸ポスト。

18/22 ページ瑞季と「コナン」の部屋（2013年6月）

2013/07/01http://www1.hinocatv.ne.jp/mizuki-y/2013-06.html



　スタート地点、ゆいまーる多摩平の三景。「AURA243多摩平の森」の小路、藤棚、藤の実。

　駅前からの道路を渡って社教を抜け、多摩平教会のユリ、多摩平の森の表札に見入る。
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　そして、ストーンの森に、コナン。そして、ミズホ銀行の交差点から、豊田駅方向。

　そして、ゴール地点のゆいまーる多摩平「こもれびのテラス」。日が出てきて、まさに木洩れ日。

家路途中のキイチゴに、無花果。
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　好天の昼間、母娘はフラのレッスン。父と一匹は、ぞれぞれに午睡などして、夕方に散歩。

夕日を浴びるノウゼンカズラ、久々に散歩中に見たC-17、名知らずの新芽（花？）
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2013

07-01

（月）

　父と一匹、Hino Voice TVにて、TVデビュー。普段のまま映像になっていて、いい記念になりました。

画像は、カメラのマイクカバーをガブして戻るコナンと、お座りTake＃2。

2013

07-03

（水）

　今年の朝顔、第一番、咲く。

2013

07-06

（土）

　曇天の土曜日。その散歩で見た、変わった雲、濃橙の花、三連ヒルガオ。

　準備中の桔梗、段違いに前後・左右と律儀なブルーサルビア、お友達と立川へ映画「銀魂」を見に行く娘。
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　日中は暑く30℃以上。この力を借りて、庭の蜜柑（14粒）は実を大きくしています。

関東地方は、梅雨明けだそうです。

　16:30過ぎから、夕方の散歩。それでも、まだ暑いです。

丸々と太って収穫のはじまった枝豆、夏空、首都大学東京の第二次シロツメクサ。

2013

07-07

（日）

　朝から好天、高気温。

　今朝の散歩は、この間、地図で見つけた丸池を通って、日野トマトと涼を求めて浅川に。

まずは、わが家上空の空中楼閣「蜘蛛の巣」、夏の33番鉄塔以南、朝日に輝く32鉄塔。
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　目的地の丸池。豊田駅南口から東南へ、200mくらい。

東京オリンピックを記念しての造成の模様で、ロータリーになってました。

　その後、神社あと（？）の遊園地を抜けて、始めての脇道を通って段丘面の1段下へ。

　少し歩いたら、シマムラの裏側に出ました。

　用水があり豊田の地名通り、よい農地だったのでしょう。

このあたりには昔からの大きな家が残っています。豊田の原風景です。

　日野トマトは今季終了とのことで、キュウリが無人販売されていました。

　コナンが大好きなキュウリを買って浅川へ。7そこには、アオサギが先客で居ました。

散歩中は水を飲まないコナンも、今日はゴクゴクと飲み干し、キュウリを父と分けあってシャクシャクして一休み。
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　帰り路は、地蔵院でお参りしてから、中央図書館脇を抜けて。

　家に帰ったら、桔梗が咲いていました。ほかに、二連朝顔、成長する蜜柑。

　午後、母娘はフラのレッスン。父は、汗だくになりながら、立川飛行場史の原稿書き。

　夕方、父と一匹は散歩するも、まだまだ暑く、また汗だく。

夏雲、キノコ、涼しげなムサラキの花。
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2013

07-08

（月）

　今年、初の猛暑日。

2013

07-09

（火）

　二日連続初の猛暑日。母、融解す。

2013

07-12

（金）

　月曜日以来ずっと猛暑日。さすがに、昨晩は、父も寝苦しいかったです。

2013

07-13

（土）

　薄雲り。7時過ぎに朝の散歩。

アメリカ芙蓉、ヒマワリ、桑の実。

　咲き始めたサルスベリ、ウミウシの花、オニアザミ。
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　日中は曇り空で、ときどき、雨。暑さ疲れ解消に、午睡などして過ごす。

ブルーサルビア、咲きました。

　時折の雨の中、夕方の散歩。来週の夏祭りのポスター、第七幼稚園の夏祭り。

　娘は18:30より「ふれあい館」で、ECCの暗誦大会。終了の迎えは、21:00過ぎ。ご苦労さんです。

　涼を求め、多摩大橋に行くことを思い立ち、コナンと遠征。

　20号バイパスを北上して、SAP日野の横を通り、カミキリムシを観察して、高速下を抜けて。
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2013

07-14

（日）

　谷地川を渡って、粟のす緑地を抜けて、見知らぬ道を進むと。小宮駅近くに。

冬なら寄り道しそうなラーメン屋を過ぎれば、あと少しで目的地。

　1時間ちょい歩いた08:30、「は～るばる来たぜ、多摩大橋」。

川岸は雑草すごく、断念。近くの公園で、しばしの休憩。コナンも、水をゴクゴク。
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　帰り道。和太鼓やさんの前を通って、矢路川を渡り戻り、日野台地の坂を上って「東光寺西公園」を抜け、09：00に「七ツ

塚公園」のお稲荷さんでお参り。

陽射しと地面の照り返しのせいか、コナンの足取りは重かったですが、立ち止まりもせず、辛抱強く付いてきてくれまし

た。父は、コナンを見直しました。

その後、去年の4月に来た丸い公園を横目にして、「一里塚公園」前を通過。

　09：30過ぎに高倉町で枝豆とキュウリを買って、また一休み。10時前に帰宅。

帰り着いて水を浴びせてやると、最初は嫌がっていましたが、涼しくなったのか、黙って浴びてました。
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　行程は、以下。約10kmでした。

　枝豆をさっそく茹でで、朝食に。

その間、コナンは遠征疲れに加え、母に洗われて、さらにグッタリ。
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　日中、夏の庭を愛でる。万両の花、ブルーサルビア、坪庭全景。

コナンは、まだぐったり。

　夕方、コナンが行きたそうにすり寄ってきたので、夕方にも散歩。

一雨来そうな天気なのでショートコース。夏祭りポスタ－と準備なった会場。

2013

07-15

（月）

　海の日の今朝は、少し涼しめ。

昨日買ってもらったおnewの首輪とリードで、朝の散歩。
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　芙蓉、アオスジアゲハ、ヒマワリ。

　父は、この後、休出。

2013

07-19

（金）

　瑞、終業式、

2013

07-20

（土）

　薄雲りの下、朝の散歩。7時過ぎに朝の散歩。

枝豆の収穫終わった隣の畑、グリーベルトのサルスベり、オニユリ。
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　黄色の花、開店準備中の夏祭り会場、家のアメリカン・ブルー。
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　母と娘は、北海道に里帰り。今年は、一匹は、置いてきぼり。

　父は午後から小仕事休出。帰宅後に、散歩。

紫色の綺麗な花、夕日の母校・風洞工場、夏祭り会場。
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　夕食はマーボナスを作るも、肉を入れ忘れました。

　夜、急速に気温下がり、ふとんが欲しくなるほど。

2013

07-21

（日）

　先週の多摩大橋は、川面が近くで見られなかったので、今週は中央線鉄橋へ。

8:00前に家を出発。34号鉄塔に挨拶して、東へ。多摩平を抜けて、日野台高校脇を通って、日野台地の東端へ。
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　大坂上の断崖を降りて、日野駅へ。四谷の立体を横目に、ようやく河岸へ。到着時刻は、9:15。

昔は、このあたりで「海水浴ならぬ、川水浴」していたようです。看板が教えてくれています。
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　川面を眺めながら、しばしの休憩。

中央線陸橋、多摩川とコナン、緑と水面と青空と。トンビも飛んでいました。

　帰り路。大坂上通りの庚申塚、多摩平の「見事な」サルスベリの木、ゆいまーる多摩平の白い壁と青空とサルスベリ。

10:45に帰宅。
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　けだるい午後は昼寝などして過ごし、今日も行きたそうに寄ってきたので、夕方にも散歩。

北公園で見たアゲハ、グリーンベルトのサルスベリ、葡萄、ゆいまーるで休憩中のコナン。
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　夕食。キャベツ1/4、ゴーヤ1本、ニンジン1/4、タマネギ1ヶ、豚バラ1パックの超大盛り。

2013

07-22

（月）

　朝方は、涼しい感じも、昼間は以外に暑かった。

20:30頃、帰宅して、着替えも早々に、散歩。夕立ちの雲がどいた空に、真ん丸のお月さんが綺麗でした。

2013

07-23

（火）

　出勤時、豊田駅前のロータリーに警察車両がいっぱい。ただ、Weｂや新聞等では、何も載ってのっておらず、状況不

明。

　昼間、都心で豪雨。こっちでもそうだったのか、帰宅したら寝室に水たまりができてました。1/4開けておいた窓から入っ

たか･･･。

　高校野球、西東京大会で、日野k高校ベスト4に。

2013

07-26

（金）

　朝からの猛暑に負けず、日野高校、都立勢としては28年ぶりに決勝へ。

決勝戦の相手は、昨年負けた日大三校。頑張れ、日野高校！。
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2013

07-27

（土）

　曇り気味の朝。今日は、浅川の上流を目指して、出発、

首都大学東京のOpenキャンパスで公開されていたシミュレータらしきもの、旭が丘中央公園の盆踊り看板、日野台地の

西端。

　浅川沿いの大和田運動公園に着いたら、青空が。

そのまま川沿いに南下して、アオサギを観察しながら、長沼橋まで。橋からの上流の風景を楽しむ。
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　長沼橋近くの長沼宣28号鉄塔から送電線沿いに北上。帰路で見たみた緑鮮やかな水田、隣の用水の魚「カワムツ」。こ

の時期の赤色の婚姻色が見えます。

旭が丘中央公園に帰ってきたら、お神輿が出るところでした。
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　夕方、母娘、北海道から帰還、

　夕食後に散歩。アブラゼミ、旭が丘中央公園の夏祭りでの風に揺れる提灯。

　散歩中、北より黒い雲が流れて来ていて、そのうちに予想通り、ゴロゴロと豪雨。

昭和記念公園や隅田川の花火も、中止になってしまってようです。

2013

07-28

（日）

　朝から好天の予感。

今朝の散歩は、再び（旧）豊田村方面。二小前の明治・大正期の耕地整理の碑、養生寺の大仏、若宮神社で小休止。
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　線路を渡って、黒川清流公園でも休憩。涼しげに、コイが泳いでました。

　そして、今日は「ひのよさこい」。ポスターに、準備中の多摩平第七公園会場。熱い踊りの1日が繰り広げられることでし

ょう。

　遅めの朝食後、父は休出。母娘はフラのイベントでお出かけ。

　高校野球。日野高校vs日大三校は、またもや日野高校力及ばず。残念。

2013

07-30

（火）

　青の朝顔、咲きました。
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2013

07-01

（月）

　父と一匹、Hino Voice TVにて、TVデビュー。普段のまま映像になっていて、いい記念になりました。

画像は、カメラのマイクカバーをガブして戻るコナンと、お座りTake＃2。

2013

07-03

（水）

　今年の朝顔、第一番、咲く。

2013

07-06

（土）

　曇天の土曜日。その散歩で見た、変わった雲、濃橙の花、三連ヒルガオ。

　準備中の桔梗、段違いに前後・左右と律儀なブルーサルビア、お友達と立川へ映画「銀魂」を見に行く娘。
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　日中は暑く30℃以上。この力を借りて、庭の蜜柑（14粒）は実を大きくしています。

関東地方は、梅雨明けだそうです。

　16:30過ぎから、夕方の散歩。それでも、まだ暑いです。

丸々と太って収穫のはじまった枝豆、夏空、首都大学東京の第二次シロツメクサ。

2013

07-07

（日）

　朝から好天、高気温。

　今朝の散歩は、この間、地図で見つけた丸池を通って、日野トマトと涼を求めて浅川に。

まずは、わが家上空の空中楼閣「蜘蛛の巣」、夏の33番鉄塔以南、朝日に輝く32鉄塔。
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　目的地の丸池。豊田駅南口から東南へ、200mくらい。

東京オリンピックを記念しての造成の模様で、ロータリーになってました。

　その後、神社あと（？）の遊園地を抜けて、始めての脇道を通って段丘面の1段下へ。

　少し歩いたら、シマムラの裏側に出ました。

　用水があり豊田の地名通り、よい農地だったのでしょう。

このあたりには昔からの大きな家が残っています。豊田の原風景です。

　日野トマトは今季終了とのことで、キュウリが無人販売されていました。

　コナンが大好きなキュウリを買って浅川へ。7そこには、アオサギが先客で居ました。

散歩中は水を飲まないコナンも、今日はゴクゴクと飲み干し、キュウリを父と分けあってシャクシャクして一休み。
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　帰り路は、地蔵院でお参りしてから、中央図書館脇を抜けて。

　家に帰ったら、桔梗が咲いていました。ほかに、二連朝顔、成長する蜜柑。

　午後、母娘はフラのレッスン。父は、汗だくになりながら、立川飛行場史の原稿書き。

　夕方、父と一匹は散歩するも、まだまだ暑く、また汗だく。

夏雲、キノコ、涼しげなムサラキの花。
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2013

07-08

（月）

　今年、初の猛暑日。

2013

07-09

（火）

　二日連続初の猛暑日。母、融解す。

2013

07-12

（金）

　月曜日以来ずっと猛暑日。さすがに、昨晩は、父も寝苦しいかったです。

2013

07-13

（土）

　薄雲り。7時過ぎに朝の散歩。

アメリカ芙蓉、ヒマワリ、桑の実。

　咲き始めたサルスベリ、ウミウシの花、オニアザミ。
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　日中は曇り空で、ときどき、雨。暑さ疲れ解消に、午睡などして過ごす。

ブルーサルビア、咲きました。

　時折の雨の中、夕方の散歩。来週の夏祭りのポスター、第七幼稚園の夏祭り。

　娘は18:30より「ふれあい館」で、ECCの暗誦大会。終了の迎えは、21:00過ぎ。ご苦労さんです。

　涼を求め、多摩大橋に行くことを思い立ち、コナンと遠征。

　20号バイパスを北上して、SAP日野の横を通り、カミキリムシを観察して、高速下を抜けて。
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2013

07-14

（日）

　谷地川を渡って、粟のす緑地を抜けて、見知らぬ道を進むと。小宮駅近くに。

冬なら寄り道しそうなラーメン屋を過ぎれば、あと少しで目的地。

　1時間ちょい歩いた08:30、「は～るばる来たぜ、多摩大橋」。

川岸は雑草すごく、断念。近くの公園で、しばしの休憩。コナンも、水をゴクゴク。
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　帰り道。和太鼓やさんの前を通って、矢路川を渡り戻り、日野台地の坂を上って「東光寺西公園」を抜け、09：00に「七ツ

塚公園」のお稲荷さんでお参り。

陽射しと地面の照り返しのせいか、コナンの足取りは重かったですが、立ち止まりもせず、辛抱強く付いてきてくれまし

た。父は、コナンを見直しました。

その後、去年の4月に来た丸い公園を横目にして、「一里塚公園」前を通過。

　09：30過ぎに高倉町で枝豆とキュウリを買って、また一休み。10時前に帰宅。

帰り着いて水を浴びせてやると、最初は嫌がっていましたが、涼しくなったのか、黙って浴びてました。
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　行程は、以下。約10kmでした。

　枝豆をさっそく茹でで、朝食に。

その間、コナンは遠征疲れに加え、母に洗われて、さらにグッタリ。
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　日中、夏の庭を愛でる。万両の花、ブルーサルビア、坪庭全景。

コナンは、まだぐったり。

　夕方、コナンが行きたそうにすり寄ってきたので、夕方にも散歩。

一雨来そうな天気なのでショートコース。夏祭りポスタ－と準備なった会場。

2013

07-15

（月）

　海の日の今朝は、少し涼しめ。

昨日買ってもらったおnewの首輪とリードで、朝の散歩。
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　芙蓉、アオスジアゲハ、ヒマワリ。

　父は、この後、休出。

2013

07-19

（金）

　瑞、終業式、

2013

07-20

（土）

　薄雲りの下、朝の散歩。7時過ぎに朝の散歩。

枝豆の収穫終わった隣の畑、グリーベルトのサルスベり、オニユリ。
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　黄色の花、開店準備中の夏祭り会場、家のアメリカン・ブルー。
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　父は午後から小仕事休出。帰宅後に、散歩。
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　夕食はマーボナスを作るも、肉を入れ忘れました。

　夜、急速に気温下がり、ふとんが欲しくなるほど。

2013

07-21

（日）

　先週の多摩大橋は、川面が近くで見られなかったので、今週は中央線鉄橋へ。

8:00前に家を出発。34号鉄塔に挨拶して、東へ。多摩平を抜けて、日野台高校脇を通って、日野台地の東端へ。

14/23 ページ瑞季と「コナン」の部屋（2013年7月）

2013/08/06http://www1.hinocatv.ne.jp/mizuki-y/2013-07.html



　大坂上の断崖を降りて、日野駅へ。四谷の立体を横目に、ようやく河岸へ。到着時刻は、9:15。

昔は、このあたりで「海水浴ならぬ、川水浴」していたようです。看板が教えてくれています。
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　川面を眺めながら、しばしの休憩。

中央線陸橋、多摩川とコナン、緑と水面と青空と。トンビも飛んでいました。

　帰り路。大坂上通りの庚申塚、多摩平の「見事な」サルスベリの木、ゆいまーる多摩平の白い壁と青空とサルスベリ。

10:45に帰宅。
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　けだるい午後は昼寝などして過ごし、今日も行きたそうに寄ってきたので、夕方にも散歩。
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　夕食。キャベツ1/4、ゴーヤ1本、ニンジン1/4、タマネギ1ヶ、豚バラ1パックの超大盛り。
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07-22

（月）

　朝方は、涼しい感じも、昼間は以外に暑かった。

20:30頃、帰宅して、着替えも早々に、散歩。夕立ちの雲がどいた空に、真ん丸のお月さんが綺麗でした。

2013

07-23

（火）

　出勤時、豊田駅前のロータリーに警察車両がいっぱい。ただ、Weｂや新聞等では、何も載ってのっておらず、状況不

明。

　昼間、都心で豪雨。こっちでもそうだったのか、帰宅したら寝室に水たまりができてました。1/4開けておいた窓から入っ

たか･･･。

　高校野球、西東京大会で、日野k高校ベスト4に。

2013

07-26

（金）

　朝からの猛暑に負けず、日野高校、都立勢としては28年ぶりに決勝へ。

決勝戦の相手は、昨年負けた日大三校。頑張れ、日野高校！。
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2013

07-27

（土）

　曇り気味の朝。今日は、浅川の上流を目指して、出発、

首都大学東京のOpenキャンパスで公開されていたシミュレータらしきもの、旭が丘中央公園の盆踊り看板、日野台地の

西端。

　浅川沿いの大和田運動公園に着いたら、青空が。

そのまま川沿いに南下して、アオサギを観察しながら、長沼橋まで。橋からの上流の風景を楽しむ。
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　長沼橋近くの長沼宣28号鉄塔から送電線沿いに北上。帰路で見たみた緑鮮やかな水田、隣の用水の魚「カワムツ」。こ

の時期の赤色の婚姻色が見えます。

旭が丘中央公園に帰ってきたら、お神輿が出るところでした。
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　夕方、母娘、北海道から帰還、

　夕食後に散歩。アブラゼミ、旭が丘中央公園の夏祭りでの風に揺れる提灯。

　散歩中、北より黒い雲が流れて来ていて、そのうちに予想通り、ゴロゴロと豪雨。

昭和記念公園や隅田川の花火も、中止になってしまってようです。

2013

07-28

（日）

　朝から好天の予感。

今朝の散歩は、再び（旧）豊田村方面。二小前の明治・大正期の耕地整理の碑、養生寺の大仏、若宮神社で小休止。
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　線路を渡って、黒川清流公園でも休憩。涼しげに、コイが泳いでました。

　そして、今日は「ひのよさこい」。ポスターに、準備中の多摩平第七公園会場。熱い踊りの1日が繰り広げられることでし

ょう。

　遅めの朝食後、父は休出。母娘はフラのイベントでお出かけ。

　高校野球。日野高校vs日大三校は、またもや日野高校力及ばず。残念。

2013

07-30

（火）

　青の朝顔、咲きました。
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2013

08-02

（金）

　父、徹夜仕事。

2013

08-03

（土）

　徹夜明けで帰宅後に、コナンと散歩。

近所の熟成中のゴーヤ、北公園のきのこ、首都不大学東京のシロツメクサ第三弾。

　庭のピンクの花、夏スミレ、松葉牡丹、季節外れの苺の花。

　朝食後に就寝。起きて、コナンと夕方の散歩。

東京西線34番鉄塔の雄々しき姿、残照に輝くモミジアオイ。
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2013

08-04

（日）

　朝の散歩、今日は最長不倒、立日橋を目指して、6：30に出発。

　綺麗なてっぽうユリに見送られて、出発。多摩平七丁目の懐かしい家の前を通って、高幡線41番鉄塔で、日野台地に別れを告げ

て、下へ。

　坂の途中にあった神明さんにお参りして、高速沿いの変電所を抜け、日野署横をすり抜けて、馬頭観音にお参り。

この馬頭観音、文化八年（1811）製の、200年もの。

　スポーツ公園を横目に歩いて、いよいよ到着、「立日橋」。

休憩は、川そばに出られるところで記念撮影して。
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　河口から41kmの標識に別れを告げて、家路へ、。

多摩平で出迎えてくれたユリと、ゆいまーるの赤いサルスベリ。

　往復距離12.5km、3時間なり。

　娘は、学校の美術で一緒の唯ちゃんのおばあちゃん宅（横浜）へ、お泊り。

8：50に駅で待ち合わせに、8：30起きだったとかで、朝食も早々に母が送っていったようです。

　12：00事、無事着いたとの連絡、あり。

　早めの夕食に後、夕方の散歩。ショートコース。
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2013

08-05

（月）

　朝、涼しげな花を愛でる。

ブルーサルビア、アメリカンブルー、青朝顔。

　夕方、持参した手土産より遥かに豪華なお返しを持たされて、娘が横浜より帰還。

2013

08-10

（土）

　猛暑日との予想の今日、7：00前にコナンに起こされた時点で、「あチ～ッ」。

　コナンの朝食と、まだ暑く成りきる前に散歩。鉄砲ユリ、朝顔、もみじあおい、白のサルスベリ。
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　母娘は、フラのイベントで、高尾のフロッピーへ。

　「うだるような」ではなく、平温超過の気温に茹であがった日中。18：00から散歩も、まだまだ暑い、暑い。

大根が始動した隣の畑、夕日、シロツメクサ。

　旭が丘中央公園で、C-5のあがりを見る。
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2013

08-11

（日）

　暑くて、とても寝ていられず、夜中に何回も起きる。

こんなのは、久しぶり。

　寝汗まみれの夜を乗り越え、ようやくの朝。7:00前に散歩。

34号鉄塔、ヒマワリ、ゆいまーるの芝生と青空と白い壁と、多摩平の森。森は、心なしか涼しめ。

　午前10時。だれる一匹に、庭のショウリョウバッタ、ミカン、ハナモモの実。
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　遅めの朝食は、買い物いに出る気力もなく、家のあったレルヒさんのカレー。

昨年5月に名古屋で昌子伯母からもらってきたもの。買い物の気力はなくても、食欲はあって、娘も完食。

　午後、母娘はフラのレッスン。

　暑さを避けて夕食後に散歩。空が、妙に黄色ががってました。
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2013

08-12

（月）

　昨晩は、夜でも30℃を下回らなかった模様。

138年間で最も暑い1日とか。

2013

08-14

（水）

　高知の四万十、4日連続の気温40℃超とか。

2013

08-17

（土）

　今日も、猛暑の予感。でも、暦上は秋に向けTて準備中。

色づき始めた柘榴、セミ、アゲハ蝶。

　そして、猛暑に立ち向かう、赤サルスベリ、桃サルスベリ、白サルスベリ、紫サルスベリ。
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　日中、可憐な白い花を披露する松葉牡丹、ピンクに糸付き始めた花桃の実を愛でる。

　夕方の散歩。秋の準備中の畑、夕日に光るサルスベリ、母校、蝉。
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　父と一匹の散歩と入れ替わりに、母はふらの飲み会。

2013

08-18

（日）

　朝の5:30頃は涼しかったけれど、7時には猛暑の予感。

でも、コナンが「行こう」と、父の部屋に上がってきたので、朝の散歩。今朝は、変貌著しい高倉町を周遊。

この半年で大きく変わった交差点、ラブラブ跡地に20日オープンの丸亀製麺、浜松方面から進出のメガネ屋と36番鉄塔。
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　そして、元藍屋の「高倉町珈琲」。ドッグテラスもあるが、落ち着きのない一匹には、高望みか･･･。

　この後は八高線に出て、沿って北上。北八王子駅から東に折れ、高倉緑地を抜けて帰路へ。

橙の花に橙色の蝶、白い花に黒の蝶、マーブル朝顔。
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　母娘は、フラのレッスン。父と一匹は、全力でダラダラ。

　女性陣の帰宅後に、ラーメンを求めに「元むつみ屋」に行くも、今日は18：00からの営業とのことで、断念。

あたりをドライブして、天下一品ラーメンへ。

　19:00近くからの散歩。お月さんと一番星が出てしました。

33号鉄塔越しのお月さん、夕焼け、34番鉄塔。

　夜、一匹洗われ、憤慨して孔堀り。
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2013

08-20

（火）

　帰宅後の水やり時、花桃も実が１つ落ちていて、触ったらポロポロと落実。熟れ頃と、食後のデザートに頂きました。

2013

08-21

（水）

　コナン、昨日の5歳の誕生日を忘れられ、1日遅れてごちそうをもらう。

2013

08-24

（土）

　朝の散歩。セミ、アゲハ蝶、モミジアオイ。

　昼、顔見世興行に出発。

今年も、関越「横川」SAで、駅弁をいただきました。SAでは、たくさんの赤とんぼが舞っていました。
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　父の実家に着いて、揃って夕方の散歩。堀のフナが、パクパクしてました。

2013

08-25

（日）

　朝、いい天気になりそうなので、外堀を周遊。妙高も、よく見えていました。
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　今年の謙信公祭（今日）、またGACKTが来るようです。

　昌子伯母が来てくれ、しばし談笑。

　昼前、温泉に出発。

途中の、柏崎コレクションビレッジの昭和子供館を見物。
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　鯨波の宿に到着。広い部屋に「おおっ」。浴衣に着替えて、一風呂。地下深くからの温泉は、少し塩気がしました。

そして、風呂後の夕景。

2013

08-26

（月）

　今日もいい天気。朝風呂、朝食を済ませて、宿を出発。

途中、吉川杜氏の道の駅の看板を見つけて訪ねるも、月曜休館で残念。

　直江津にだいぶ近づいて、海を見物。佐渡も、うっすら見えていました。
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　昼前、祖母に別れを告げて、東京へ。横川SAの上空には、秋雲が。

　家に着いて荷物を降ろしてから、コナンをピックアップ。「手の掛からない、ヨイ子だった」そうです。

そして、いつものように夕方の散歩。

2013

08-31

（土）

　昨日からぶり返した猛暑に、早朝から高気温モード。7時前に、コナンが「行こう」と来たので、涼を求め、多摩平・黒川へ。

散歩を見送る家の青朝顔、途中で見た白い花、白いコスモス、サルスベリ。
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　多摩平の一角では、新しいマンションが姿を見せていました。そして、途中、「多摩平の森」で小休止。
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　目的地の黒川清流公園で、一涼み。人の気配で近づいてくる池のカメ、準備中の彼岸花、「横へ倣え」中のコイ。

　コナンも水を飲んで、帰路に。途中で、食べごろの無花果を発見。

19/21ページ瑞季と「コナン」の部屋（2013年8月）

2013/10/06http://www1.hinocatv.ne.jp/mizuki-y/2013-08.html



　朝食後、娘は夏休みの宿題の追い込み（？）、父は庭の花を愛でつつ、ナナミの水槽の掃除。

松葉牡丹、カザニア、八重の松葉牡丹、トレニア。

　夕方、丸亀製麺にて、早め夕食。その後、夕方の散歩。

そして、水の濁りが収まった水槽。
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2013

09-01

（日）

　朝顔と松葉牡丹に見送られ、母娘は八王子のイチョウホールで、フラの披露に。

　なんだかんだで出遅れた今日、朝の散歩は9:00出発の炎天下モード。

げんなり気味の畑の蕪、34号鉄塔と太陽、朝顔二景。

　旭が丘中央公園にいくも、陽射しのあるところには人気なし。
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　帰路。囲いがとられ、勇姿を見せていたトッパンフォームス新工場。

建て替えの看板が出たのが、2012年の6月。9月には解体が始まっているので、約1年での完成。

　日中は猛暑。風呂いを掃除したら、もうグッタリ。

　夕方、風が出てきたので散歩。

歩き始めは青空と雲から陽射しもあったけど、１時間後に帰ってきたときには、北からの「ゴロゴロ雲」で灰色の空へ。

　母娘がかえってきていたので、夕食。

一雨あるかと思っていた空模様は、結局、降らず終い。東の方で、ピカピカしてるのを写すも、いいの撮れず」。
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2013

09-07

（土）

　肌寒さすら覚えた朝、近づく秋に抗う朝顔たちに別れを惜しむ。

　そして使づく秋の気配、三景。
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　トッパン新工場の周りの囲いが、取り払われていました。

　娘、午後から塾でテスト。夕方までの、長いやつ。

　その試験が終わる前に、夕方の散歩。

旭が丘中央公園を駆け抜ける一匹。

　夕食の帰り、一番くじで「ファング」のフィギュアをget。
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2013

09-08

（日）

　祝、2020年オリンピックゲームス＠東京。

父、休出。母娘は、朝からフラのレッスン。

　夜、帰宅したら特別号外が出ていました。

2020は、瑞季も二十歳。開会式でも見ながら、家族でお酒が飲めそうです。

2013

09-14

（土）

　父、朝から休出。

2013

09-15

（日）

　父、台風による大雨の中、今日も朝から休出。

2013

09-16

（月）

　父、台風接近中も、朝から休出。

2013

09-17

（火）

　台風一過の朝、肌寒さを覚える気温。青空と青朝顔。

2013

09-19

（木）

　瑞、社会課外授業にて、近所のセブンイレブンで「職業体験」

9：00～15：00で、品出しなどをやらせてもらえたよう。

2013

09-20

（金）

　瑞、職業体験の２日め。

今日も近所のセブンイレブンで、9：30～14：30。Popを書いて、その商品を記念にもらってきました。初のバイト代？。
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2013

09-21

（土）

　2週間ぶりに、コナンと散歩。今日は、西に出て、浅川まで。

北公園のクヌギ、コガネムシ、「職業体験」のセブンイレブン。

　ススキ、浅川でのコナン、ガス橋でのアオサギの夫婦。カワウの夫婦、トンビもいました。

　庭木を切ったり午睡などしてダラダラして、近所を夕方に散歩。

34号鉄塔、彼岸花、夕日。
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　夜、コナン、母に洗われる。

2013

09-22

（日）

　秋分の日。父と一匹の秋の大遠征、高幡不動さんへGo！

八王子街道の踏切での「電車とススキ」、一番橋の浅川の看板、アオサギとカワウ、日枝神社と樹齢300年以上の大ムクノキ。

　コナンと彼岸花と浅川、市民プール。「たかはたばし」を渡れば、お不動さんはすぐそこ。
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　五重塔を仰ぎつつ、しばしの休憩。

　高幡立体をくぐって、新井橋を渡り、再び浅川岸を通って帰路に。

鳥たちの楽園、寄り道した土方歳三の生家の柘榴、彼岸花とふれあい橋、浅川越しのお不動産と彼岸花。
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　帰路で見つけた、綺麗な蝶。

総距離13.6km、時間3時間半でした。

　帰宅したら、母娘はフラのレッスンで既に外出。朝食をたらふく食べ、苦しみの中で仮面ライダーを見る。

　母娘の帰宅後、昼食兼夕食に、しゃぶしゃぶ食べ放題。たらふく食べて、今度は3人で苦しむ。

　腹ごなしに、夕方の散歩。
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2013

09-23

（月）

　曇天。散歩は近所の多摩平。一行に工事が始まらない、イオンモール建設予定地を見てきました。

10月15日に着工が変更されていました。着工に向けて、草刈りしていました。第一区の工事完了予定は、2014年11月末。2015年

11月末に、完成です。

　昨晩、「起こさないでね」と言っていた娘。13:00を過ぎても、爆睡中。14：00前に、ようやく起き出してきました。

　空腹感を覚えない娘を、グリーンウォーク多摩のサンキへ連れ出し、蔵寿司で昼食（兼夕食）。

そこにはお気に召したのがなかったようで、そのごユニクロ、地元のコルモピアと梯子して、ライダージャケット風の上着を購入し

ました。

　すっかり暗くなってしまったので、夕方の散歩はショートコースで。

2013

09-24

（火）

　肌寒い曇天、振替休日初日の朝の散歩。

実を赤くしつつあるハナミズキ、北公園の向いのお宅の彼岸花、旭が丘保育園の洋ナシ。
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　昼前、八王子みなみ野ぼ、日野オートプラザへ。

日野自動車の歴史がメインですが、父の目的は展示されている4台の航空エンジン。面白かった。

　晴天、時々小雨の落ち着かない天気だった今日も、夕方の散歩。

夕日が綺麗でした。

2013

09-25

（水）

　振替休日二日目も、急用有りで午後から出社。

2013

09-26

（木）

　振替休日三日目は、朝から出社。

夜、瑞が漢検三級に合格。中学卒業レベルとのこと。めでたし。

2013

09-27

（金）

　振替休日四目。

昨日の台風の影響はなかったものの、台風一過の晴天。
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　北公園のドングリ達、色づきはじめたハナミズキ、庭のシソの花、バッタ。

　昼頃、庭の花を愛でる。

コスモス、トレニア、松場牡丹、ブルーサルビア。
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　遅めの昼食は、元ラブラブとなり「十八製麺」へ。休日は、行列ができる評判店。

父好みの麺の太さ・モッチリ感、スッキリとしたスープで、◎。（画像は8月18日の朝散歩時のもの）

　夕方、ゆいまーる多摩平で、街灯と夕景を写す。
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2013

09-28

（土）

　今年一番の冷え込みとなったこの日、秋を確かめながら朝の散歩。

色づき始めた桜、月と洋ナシ、月と高幡線29番鉄塔。

　13：00前、調布の味の素スタジアムでの東京国体開会式に飛ぶブルーを見に、調布飛行場へ出発。

綺麗に整備されてからは初めての旅客ターミナル、掩体壕（大沢１号）、ドルニエ。

　17：00前、飛行場西側の小高い山に登り、スタンバイ。意外に、ブルー見物の人出多し。

会場北の遠くで、スモークを出しつつのタイミング合わせ旋回を数回行うブルーを望見しながら、その時を待つ。
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　17：00、会場東側に移動したブルーは、遠くからスモークを引きながら夕日に向かって進入を開始。

見物人からの「あっ、来た、来た。」の歓声は、編隊のブレークとともに「凄～いっ。」に替わり、「サンライズ」を終了。

　そして息つく暇なくソロが頭上を通過して進入し、「ナイフエッジ」を完了。この間、わずか30秒ほど。

「え、もう終わりなの？」の声が観客から聞こえる頃、ブルーたちはジョインアップし、入間に向かっていました。

　ブルーが東京の空を飛んだのは、1986年8月の横田以来。次は、2020年の五輪か？

2013

09-29

（日）

　父と一匹の、朝散歩。デジカメ持参も、記録メディアを入れ損ねて、写真なし。

　母と娘は、フラのイベントで百草園へ。

　母娘を送ってから、父は仮面ライダーを見ながら朝食。

1年と1ヶ月の放送を以て、仮面ライダー「ウイザード」終わる。来月からは、橙の仮面ライダーの登場。
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　昼過ぎに母娘を迎えにいき、昼食。一休みして、父は久しぶりにスーツを新調。

　夕方、夕日を眺めながら散歩。隣の畑にて、北公園にて、夕日を浴びて輝く一匹。

　母は今晩「飲んだくれの会」。父と娘は、十八製麺でラーメン。
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2013

10-04

（金）

　娘、中間テスト終わる。

2013

10-05

（土）

　寒い朝、新型の服を着せてもらうも、雨のため、玄関を出ようとしない犬が一匹。

　昼過ぎ、八王子桑志高校の学園祭に行くも、主要なものは終わってしまっていて、早々に退散。

地区のショッピングモールにて、三人で茶して帰宅。

　夕方も小雨。結局、散歩せず。

2013

10-06

（日）

　雨はないが、曇天の寒い朝の散歩。

秋の橙、三景。沈丁花、柿、マリーゴールド。

　その後、朝食しながら、新しい仮面ライダーを見る。

斬新な変身も、まだなじめず。

　昼頃、母娘は、国体会場（日野市は、空手、ボクシング、ホッケー）のWelcomeイベントで、フラを披露すべく出発。

父と一匹はそれを見送って、一緒に午睡。 
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　午睡からめが覚めると、青空。「では、」と夕方の散歩。

コナン、赤みを増した柘榴、緑赤の葉と青空、楓の（滑空）実。

2013

10-09

（水）

　暑い。10月とは思えない暑さ。

東京も暑かったけど、父の実家の方がもっと暑かった。糸魚川で、35.1℃だったとか。

2013

10-11

（金）

　暑い、暑い。八王子、30.2℃を記録。最遅の真夏日の、98年ぶりの記録更新とか。

2013

10-12

（土）

　体育の日の３連休初日は朝から好天、高気温。刺すように陽射し痛暑い中、朝の散歩。

今週の高温で咲いたアメリカ朝顔、セイタカアワダチソウ、クマンバチ、金木犀。
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　グルーンベルト沿いに隣り合う、第七幼稚園と旭が丘保育園、仲良く運動会。

　娘、綾野ちゃんとカラオケに。

帰宅後に聞くと、吉祥寺でカラオケしてきたとのこと。

　予報通り、今日も暑い。八王子、31.2℃を記録。昨日の最遅の真夏日を更新。

　夕方の散歩。

オレンジの反射が機体を駆け抜けていったB767、夕日の光線、東京西線34-33-32-31の各鉄塔、
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2013

10-13

（日）

　連休中日。好天も、予報通り、気温低し。風冷たし。

　朝の散歩は、爪切りしてもらいに、日野中央公園まで。

紅カナメ、紅葉の低木、ユニクロ奥に完成間近の「多摩平御料の森公園」、中央公園では「手をつなごう、子供まつり」を直前準備

中。
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　爪切りの後も、のんびり散歩。

黄色の気配をみせつつあるイチョウ、お菓子にありそうな薄紫の実。そして、我が家のハンター。

　帰宅したら、母娘はフラのレッスンでお出かけ。

朝食しながら、仮面ライダー。その後に、午睡。

　午後3時前、朝顔を処分して、庭をスッキリ。準備中のみかんを写す。
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　その足で、グリーベルトを散策。ツマグロヒョウモン蝶とピンクの花。

　夕方の散歩。

赤みを増したザクロ、食べ物の臭い？、影。

2013

10-14

（月）

　連休最終日も、朝から好天。今朝の散歩ｊは、崖線に沿って西征。

　「いゃっほぅっ」の二段坂、八高線の轟ゲートをくぐって、謎のお社に参拝。
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　甲州街道を渡って、日枝神社の階段を登って、お参り。さらに、そば屋「徳兵衛」前を通って。

　坂の頂上まで登って、そこから東海病院と東京西線44号鉄塔を。
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　母は、フラのイベントで新宿のヒルトンホテル。父娘と一匹はそれそれに過ごし、父は庭のトレニアを愛でる。

　雲が出てきた夕方の散歩。一筋の光明、柿、綿化した木芙蓉の花。

2013

10-16

（水）

　台風、関東を直撃。娘は、午前遅くからの授業。

2013

10-18

（金）

　夜、寒さすら感じる。

　昨夜からの寒さは解消されない朝、小雨もあって散歩は中止。

でも、11時頃には陽射しも出てきたので、遅まきの散歩。割れ始めた柘榴、シイの実、南天。
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2013

10-19

（土）

　けれど、陽射しは続かず、気温の上がらない日中。

で、昼食は、丸亀製麺で熱々の釜揚げうどん。

　夕方の散歩も、出て早々に雨が降り出してきたので、引き返し。

雨の前に降りてきた、アトラス･エアのB-767。

2013

10-20

（日）

　予報通り、寒い雨模様。結局、終日雨で、コナンは散歩に行けず。

2013

10-25

（金）

　未消化振替え休日の消化第一弾。

ただし、台風27号で、終日の雨、コナンとの散歩も行けず。そんな中、庭に白い花。
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2013

10-26

（土）

　昨日から引き続きの、雨＆肌寒さ。

　15:00頃、そんな雨をもたらした台風も過ぎて、雨があがったので、さっそく散歩。

北公園にたどり着く前に見た、変わったところで旋回して横田に降りて行ったC-17。

　15:00頃、首都大学東京は、晩秋の気配。

赤一色ノハナミズキ、咲き始めた冬の使者「山茶花」、色付きしはじめた紅葉。

2013

10-27

（日）

　台風一過の青空と、朝日に輝く夜露。
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　好天の下、朝の散歩。

青空とホウレン草の緑、冬服の一匹、色づき始めた欅と飛行機。

　好天の昼、庭の花を愛でる。白い可憐な花、トレニア、季節外れに頑張る唐辛子。

　父、散髪後に、チューリップを植える。

　好天の夕方の散歩。

夕方の青空とホウレン草の緑、長い影、夕景。
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秋の橙、三景。沈丁花、柿、マリーゴールド。

　その後、朝食しながら、新しい仮面ライダーを見る。
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　雲が出てきた夕方の散歩。一筋の光明、柿、綿化した木芙蓉の花。

2013

10-16
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2013

10-18

（金）

　夜、寒さすら感じる。

　昨夜からの寒さは解消されない朝、小雨もあって散歩は中止。

でも、11時頃には陽射しも出てきたので、遅まきの散歩。割れ始めた柘榴、シイの実、南天。
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2013

10-19

（土）

　けれど、陽射しは続かず、気温の上がらない日中。

で、昼食は、丸亀製麺で熱々の釜揚げうどん。

　夕方の散歩も、出て早々に雨が降り出してきたので、引き返し。

雨の前に降りてきた、アトラス･エアのB-767。

2013

10-20

（日）

　予報通り、寒い雨模様。結局、終日雨で、コナンは散歩に行けず。

2013

10-25

（金）

　未消化振替え休日の消化第一弾。

ただし、台風27号で、終日の雨、コナンとの散歩も行けず。そんな中、庭に白い花。
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2013

10-26

（土）

　昨日から引き続きの、雨＆肌寒さ。

　15:00頃、そんな雨をもたらした台風も過ぎて、雨があがったので、さっそく散歩。

北公園にたどり着く前に見た、変わったところで旋回して横田に降りて行ったC-17。

　15:00頃、首都大学東京は、晩秋の気配。

赤一色ノハナミズキ、咲き始めた冬の使者「山茶花」、色付きしはじめた紅葉。

2013

10-27

（日）

　台風一過の青空と、朝日に輝く夜露。
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　好天の下、朝の散歩。

青空とホウレン草の緑、冬服の一匹、色づき始めた欅と飛行機。

　好天の昼、庭の花を愛でる。白い可憐な花、トレニア、季節外れに頑張る唐辛子。

　父、散髪後に、チューリップを植える。

　好天の夕方の散歩。

夕方の青空とホウレン草の緑、長い影、夕景。
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2013
11-02
（土）

　曇天の三連休初日。母は、八王子のアートムーチョ。

　散歩するも、せっかくの紅葉も曇天に映えず。
桜、菊、歓迎？。

　娘は午後から塾での月例テスト。

　娘が帰ってくる前に散歩を済ませようとお努め。
ただ、娘の方が早く、近似を捜索していた娘に会って、途中で終了。

　18：00過ぎ、母帰還。ピンシャーの置物を仕入れてきました。
母曰く、いつも来てくれる常連さんから「今日、娘さんは？」との声多数だったとのこと。
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2013
11-03
（日）　

　連休中日も曇天。
映えないながらも、色づきを濃くする周囲の紅葉。グリーンベルト、夢風船駐車場の桜、横河GEメディカルのハナミズキ、旭が丘
中央公園の？。
　そういえば、日野市は今日で市政50年。

　11月3日は、入間の日。「青空が出る」という天気予報を信じて、入間へ。
途中のお乗換え駅で、「入間航空祭混雑のため、電車に遅れが」という、初めて聞くアナウンス。基地目前の、普段は人がいな
いあたりにも既に人出は多く、嫌な予感が更に増幅。
　そして、11：00に基地内の稲荷山公園駅に着くも、いやな予感が的中し、踏切で超巨大渋滞。
はじめのうちは遮断機が電車間で上がる度に少しずつも前進できていたが、そのうちに電車からの人が捌けずに電車がホーム
を出られなくなり、すぐ後ろに次の電車が待ってしまうことに。
その間遮断機は下がったままで、たまに上がっても進めず･･･。
　悲しくも踏切の手前、基地の紅葉越しにC-1の機動デモを眺める。

　周りの人々から、「どうなっているんだ？」の声が大きくなってきた頃、遠くで「会場混雑により、入場制限中です。」のアナウン
ス。時に、12：15。
父の30年に及ぶ入間航空祭通いでも「踏切を渡れない」は、初めての事態。急きょ、線路沿いを南に歩いて、ショーセンターにで
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きるだけ近づく。

　12：45、ブルーのウオークダウン開始も、機材整備の関係で普段の6機が5機で臨むとのアナウンス。4番機がいない模様で、初
めての経験、その２。
　線路の架線がファインダーに入ってくるという「えっ～！と」いう事態、4番機不在の変則的な科目（キューピッドも、矢となる4番
機不在でただのハートに）ながらも、あと数科目という時点で、「飛行区域に他機が侵入したため」と演技が中断。しばらくして、そ
のまま中止。闖入者による演技終了は。初めての経験、その３。
　去年のバードストライクから、入間は付いていない印象。

　14：00過ぎ、折れそうになる気力を奮い立たせて再び超巨大混雑に挑戦。16：00前に帰宅。
　翌日の新聞では、入場者が過去最多の32万人とか。春に放送されていたドラマ「空飛ぶ広報室」の影響か･･･？。 

　入間疲れを引きづりながら、夕方の散歩。ゆいまーるの灯りが印象的でした。
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2013
11-04
（月）　

　雨の連休最終日。母娘は、市民ホールでのフラのイベントでお出かけ。
父と一匹は散歩にも行けず、くっついて暖を取る肌寒い午前中でした。

　早めの夕方散歩。雲の作る太陽の光芒。

　散歩の間に、ハークが2機ずつ横田へ降りていきました。

　ヒューロンも2機降りていきましたが、雲が全天を覆っていました。
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　夜、母がムーチョで仕入れてきた新型服を着せてもらう。

2013
11-09
（土）

　曇天なるも、深まりゆく秋。
グリーンベルト界隈の桜の紅葉も、色を濃くしています。桜、菊、歓迎？。

　四中、創立40周年。
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　秋の花「菊」の二景と、餅つきのポスター。

　特等席で、極楽中の一匹。

　18：30、娘は漢検の試験。今度は、準二級とか。

2013
11-10
（日）　

　今朝も曇天。今日は立川の防災航空祭も、母の手づくり市、娘のフラと送迎のために諦め。天気も良くないのが、少し救い。
　母を手づくり市に送った後に、散歩。
柿、解体の話も出始めたという社教の手作り市会場、多摩平第一公園の桜。
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　ゆいまーるでのドウダンツツジ、白と緑と紅葉、小松菜・ほうれん草・大根と冬仕様の隣の畑。

　娘はフラのレッスン。その迎えの頃は、一時、青空が覗きました。

　娘はその後、彩乃ちゃんと立川でカラオケ。

　15：00前、母を迎えに行き、その後にコナンと散歩。
目まぐるしく曇天・青空を繰り返した空は、結局、雨も落ちずにもってくれました。
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　今週の木曜から稼働していたストーブが着火しなくなり、夕食後に急所購入。
14年間、ご苦労さんでしたのストーブ（左）と、新型（右）。新型はハイパワーで、コナンも熱そう。
人間もTシャツ一枚で過ごせます。

2013
11-13
（水）　

　帰宅したら、PCがのディスプレイが壊れていました。修理に出すことにしました。

2013
11-16
（土）

　早朝、PCをバラして、用意。久しぶりに晴天となったので、近所をブラブラ散歩。
グリーベルトの桜と紅葉、今月で閉店とチラシが入っていた寿司あやの・以前に旭が丘に住んでいた際はよくお世話になりまし
た。

　PCがないと時間が余るので、庭いじり。
南天、菊、警備隊長、蜜柑。
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　夕食遅く、夕方の散歩は写真なし。

2013
11-17
（日）

　今朝も好天。グリーンベルトの桜も、いい色になっています。

　蔦系の紅葉、ガサゴソ好きなコナン、輝く桜の葉、餅つきの準備。
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　花壇に落葉を敷くの図、ガザニア、シクラメン。

　夕方の散歩。秋が深まり、冬がすぐそこまで来ていることを感じさせてくれます。
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2013
11-22
（金）　

　PC、修理より戻る。

2013
11-23
（土）

　晴天の勤労感謝の日。早朝からPCのバックアップ取りしつつ、コナンと散歩。
北公園からの34号鉄塔、グリーンベルトの桜、第七幼稚園の紅葉、近所で咲いていた皇帝ダリア。

　日中、萬両（白）を愛でる。
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　終わらないバックアップ取りに飽きて、夕方の散歩。
黄金色一色、中央公園にて、始まった中央公園の綾錦、真っ赤な紅葉。

2013
11-24
（日）

　日曜も晴天。コナンと軽めの散歩。
青と緑、落葉とコナン、グリーンベルト。
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　散歩後、恒例の地区会グリーンベルト清掃。その参加賞。

　朝食後にナナミの水槽を掃除。

　残っていたPC作業を片付けたら、もう夕方。
地区センターの菊と、夕景。
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2013
11-30
（土）

　11月の最終日、コナンに起こされ、暗いうちから活動。
冬の澄んだ夜明けを観察しました。6：03と6：09での空の色が、こうも違います。

　快晴の下の朝の散歩。
グリーンベルトの紅葉、「華麗なる日野の恵」が全国おやつグランリ2位となった夢ふうせん、イチョウ。

　旭が丘中央公園の晩秋四景。黄色味の強い楓、赤と緑、赤味の強い紅葉、シジュウカラ。
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　グリーンベルトは、すっかり葉が落ちていました。

　朝食後。まどろむコナン、ガザニア、イチゴ。
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　日野中央公園そばのペットシップまで、爪切りツアー。
　終了後、夕日に向かって家まで散歩。晩秋を堪能うしてきました。
黄色が映える20バイパスのイチョウ、多摩平第一公園の夕日、市立病院駐車場の夕日、富士さんの麓に沈む夕日と33号鉄塔と
飛行機雲。
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2013
12-01
（日）

　今日から、はや師走。今朝の目的地は、日野Voice誌12月号で紹介されていた「滝坂」。
霜が残る畑を横目に、出発。南天、駅前からの多摩平通り。

　崖線下に降りて、黒川青龍公園を抜け、登って20号バイパス、神明野鳥の森雨公園を通って。

　再び下って「梵天山古道」（鎌倉道）を抜けて、目的地周辺へ。
この辺りは、多摩平に住んでいた頃、瑞と栗拾いに来ていた場所。
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　坂上からの富士山、古墳時代の「谷の上横穴墓群」。
古墳時代は後期の墳墓のようで、6世紀初めから7世紀の半ば（西暦501～650年）あたり、ヤマト王権が成立し、強化・統
一されていった時代もの。
帰り道で休憩した、ストーン森の紅葉。

　午後、来宅予定だった唯ちゃん。都合で来られなくなり、昨日自ら掃除していた娘は、落胆しきり。

　夕方の散歩。
旭ヶ丘北公園からの34合鉄塔、夢ふうせん駐車場からの同塔。旭ヶ丘保育園の紅葉。
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　来週の「たきび祭」のチラシ。母は、出店だとか。

2013
12-07
（土）

　朝の散歩。
コナンと小松菜と34号鉄塔、坊主になったグリーンベルト、旬の柚子。

　旭ヶ丘中央公園では、たきび祭。母も出店していた一画。
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　昼過ぎ。庭のジュリアン１号、紅葉の苺、ジュリアン２号。

　夕方の散歩。家の前の道からの夕景、木芙蓉、皇帝ダリアと鉄塔と月。

　夕方の散歩から帰ると、ナナミが永眠していました。
小学校一年のポケット金魚釣りの時に家に来たので、丸７年半。元気ない状態がここ一ヶ月ほど続いていました。
　ユリと同じ花壇に埋めてあげ、家族３人で合掌して見送りました。安らに眠らんことを･･･。
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2013
12-08
（日）

　朝から曇天。
散歩の時も天気よくなく、旧20号を通ってゆいまーるのルートのショートコース。

　昼過ぎ。青空が覗き、冬のグリーンベルトを撮影。

　夕方はまだ曇り。
景色が変わった旧富士電機寮跡地と、平山台横穴墓（？）と思われる場所。
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2013
12-11
（水）

　父、夜勤。
それに備えてもそうは寝ていられないので、朝方にコナンと散歩。昨晩の雨が霜になっている畑と、茶色の北公園

2013
12-12
（木）

　父、夜勤その２。出かける前にコナンと散歩。穏やかないい天気。

2013
12-13
（金）

　父、夜勤最終の３日め。今日も出かける前にコナンと散歩。
グリーンベルトの冬、冬薔薇。
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2013
12-14
（土）

　父、夜勤が長引き、昼過ぎに帰宅。寝ると、そのまま翌朝まで寝てしまいそうなので、起きていることに。
夕方、早めにコナンと散歩。山茶花と24号鉄塔、グリーンベルト、木芙蓉。

　晩、睡魔と戦いながら、母が応募したJCN日野「もしもしクイズ電話でゲット」を視聴。
何と番組の最後に葉書が選ばれ、見事に「5万円の旅行券」をゲット。
　直後に、京香ちゃん母より祝福のメール。棚沢家も応募して見ていた模様。

2013
12-15
（日）

　快晴。今朝の散歩は、多摩平を抜けて泉塚まで出て、その辺りをブラブラするコース。
霜の残る畑のホウレン草、南天、冬薔薇。
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　いつもは一本入る帰り道も、「たまには」と20号バイパス沿いに帰宅。グラタン屋さん、豚珍軒。

　母娘はフラのレッスンで、朝からお出かけ。
行き帰りの車中で、旅行券でどこへ行こうか、相談していたとのこと。

　旭ヶ丘中央公園へ夕方の散歩。夕日とそれが織りなす光模様が綺麗でした。
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　夕食は、昨冬季以来のホウトウ。美味しくいただきました。

2013
12-17
（火）

　娘、微熱と喉痛とかで、早寝。

2013
12-18
（水）

　娘、朝も微熱のため、休校。
ただ、日中には熱は下がり、寝飽きしていたとのこと。 
　そんな中、JCN日野ケーブルテレビより、旅行券届く。

2013
12-20
（金）

　父、２日遅れで、誕生日プレゼントをもらう。今年は、パンツ3枚セット。
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2013
12-21
（土）

　娘、喉が治らないまま、ジャンプフェスタへ。朝の4時半起き。

　陽が昇ってから、9時頃に散歩。
それでも、畑は一面の霜で、別景色。

　日当りのグリーンベルトは暖かそうでもも、日蔭では落葉が凍えていました。
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　父、娘の早起きに付き合ったので午睡。

　陽のあるうちに早めの散歩。グリーンベルト、四中グランド越しの夕焼け。そして、新型座椅子。

　母、フラの飲み会。
　娘、立川のアニメイトに寄り道とのことで、18：00過ぎに帰宅。

2013
12-22
（日）

　快晴。綺麗な冬の富士山を眺めながら、高倉南公園へ。
途中、寄り道したら、マツキヨ高倉店も12月31日で閉店とか。寿司屋と同じ、区画整理とのこと。
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　高倉南公園と旭が丘中央公園で、冬の野鳥観察。
ヤマガラ、シジュウカラ、メジロ。

　治る気配を見せない喉に、医者へ行くことを決意。
救急以外でやっている内科を日野本町に見つけて訪ねるも、「15才未満は診られない」とのこと。サンドラッグにて、その
あたりを強いれて帰宅。 

　夕方の散歩に、富士山の夕景を見に豊田陸橋へ。そこからの眺めと、降りてきたKC-10。

　富士山がよく見えなかったので、豊田車庫区の西端の踏切りへ足を伸ばして。

2013
12-23
（月）

　天皇誕生日も、快晴。凍えるホウレンソウに別れを告げて、多摩平へ。

12/21ページ瑞季と「コナン」の部屋（2013年12月）

2014/01/02http://www1.hinocatv.ne.jp/mizuki-y/2013-12.html



　午前中、母、外出。この頃から曇り空に･･･。

　夕方の散歩。曇りがちな夕焼け。

　晩、ニュージーランドより、荷物。写真を提供したプラモデル。
右写真の冊子の右ページ上２つが、父提供写真。

2013
12-24
（火）

　クリスマス。イブ。一匹用のごちそうと、母娘用のスイーツ。
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　そして、昨日届いた、昌子伯母からの贈り物。

2013
12-25
（水）

　瑞、終業式。
その後、お友達（唯ちゃんとジャンプフェスタに一緒に行った千夏ちゃん）が来宅。楽しかったとのこと。 

2013
12-26
（木）

　母娘、ゆずちゃん母娘と原宿散策。そこでゴスロリの服を見つけ、着て帰ってきたとのこと。
豊田に その後、京ちゃん母娘、匠馬くん母息とカラオケ。
　父は、弁当を買ったついでの一番くじで、一号をゲット。

2013
12-27
（金）

　父、仕事納め。

2013
12-28
（土）

　年末年始九連休の初日。空気が澄んでいたので、富士山を見に西へ。
母校裏の通りから、八高線陸橋からの二景。
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　そのまま西へ歩いていくと、下に降りる藪道を発見、。もしやと、行ってて見れば10月に見え付けた怪しい祠。

　日中は年賀状作成。
遅れて届いた瑞へのクリスマスプレゼント（マイク）と、ヒヨドリあたりに食べられた家の蜜柑。
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　夕方も、雲一つない晴天。33号鉄塔と夕日の富士山。

2013
12-29
（日）

　夜明け前。月と星。

　朝の散歩は、年賀状をポストに入れに、アルプス方面へ。
足を伸ばして丸亀製麺の向いを見にいくと、寿司「銚子丸」新築工事の看板が。
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　帰り道の「こぶし」のつぼみ、グリーンベルト。

　昼間は、大掃除。
母は台所、父は窓。娘は、まだ年賀状イラスト製作･･･。

　掃除に疲れた頃に夕方の散歩。
浅川河原からの富士山、旭ヶ丘中央公園の焚火碑の電飾、一番くじのフォーゼ。
富士山は、背景からの太陽に影が写っています。

2013
12-30
（月）

　年末年始九連休も早や３日め。
新年に向けて、4代目デジカメをセットアップ開始。
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　朝の散歩、北公園で見かけたメジロ。

　父の分の大掃除を何とかスｙ間瀬、母のリビング掃除を邪魔しないよう、早めに夕方の散歩。
ゆいまーる近くの原っぱ、多摩平第二緑地の巨木、そして離陸していったC-5。

　ふれあい館近くでの夕景と、年末も作業するイオンモール。
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　夕食に出かける前、伯母からのプレゼントを着て一匹とじゃれるの図。と、仮面ライダー鎧武。

　夜、新年に向けて、コナン洗われる。
湯船では、気持ちよさそうにしていたとのこと。

2013
12-31
（火）

　穏やかな大晦日の朝。畑と鉄塔、おnew服のコナン、菊。

19/21ページ瑞季と「コナン」の部屋（2013年12月）

2014/01/02http://www1.hinocatv.ne.jp/mizuki-y/2013-12.html



　日中、母はリビングの大掃除、父は洗車。

　少し早めの夕方の散歩。コナンの雄姿を撮るも、目つむり･･･。

　散歩納めは、近所の三社を巡って御礼を口上。
サークルK近く、サイゼリア駐車場、高倉神社。これにて、2013年の散歩納め。
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　年越し。花札などして新年を待ち、新年でハイタッチ。
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