
2014
01-01
（水）

　謹賀新年。
今年も豊田陸橋で初日の出見物。初富士山も綺麗でした。

　初日の出に染まる、我が家の近く。

　9時を過ぎて、散歩始め。その雄姿。
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　まずは、昨日お礼をしたお社に「今年もよろしくお願いします。」と挨拶。
薄ぼんやりする富士山を見ながら、朝日に映える母校を眺めて、旭ヶ丘中央公園へ。

　原っぱで日光浴する鳩に挨拶して、公園を後に。そして、見つけた「ベルゲン閉店」という、悲しいお知らせ。

　午後2時過ぎ、初詣。おみくじは母と娘が「大吉」、父が「吉」。娘は、「来年だったら･･･」と記念に持ち帰りました。
今年はいつもの若宮神社に加えて、お隣の善生寺の大仏さんへも参り。
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　夕方の散歩。朝の右写真の夕景に、グリーンベルト沿いの夕景二景。

　元日の下面ライダー鎧武「斬月」と、ご馳走を堪能中のコナン。

2014
01-02
（木）

　新年二日目。
日野Voice誌に影響され、秋の大遠征に続き、冬の遠征「お不動さんへ、初詣」。
　7時45分、霜が立つ畑を後にして、駅前を通って、一段めの坂を降りて黒川の踏切り。ここまで25分と、ゆっくりペース。

3/18ページ瑞季と「コナン」の部屋（2014年1月）

2014/07/30http://www1.hinocatv.ne.jp/mizuki-y/2014-01.html



　昨日お参りした若宮神社の階段で二段目の坂を降り、一番橋を抜けて、振り返れば青い空にそれを映す水面。
そして、浅川左岸（多摩川合流点から）3.4kmを通過。

　日枝神社にお参りして、駒形公園から富士山を遠望し、二匹のポニーに挨拶して、「たかはた橋」の2.4kmを通過。

　第一目的地の「ふれあい橋」に到着。富士山と白鷺を愛でて、京王線「高幡不動」駅近くの若宮愛宕神社を詣でて、
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　9時20分過ぎ、ようやくお不動さんに到着。人出多く、コナンを抱いて右往左往。
抱いたコナン越しに五重の塔を撮るのが精一杯、休憩する間もなく帰路へ。

　たかはた橋を抜けて休憩し、浅川右岸をテクテク。
白鷺の空中演舞を堪能し、向川原団地近くで富士山を再び愛でる。団地近くは見事な桜並木。春の再訪を期して、右岸3.4kmを通
過。

　一番橋の上から、富士山を眺めて再び休憩。中央図書館の八幡さんにお参りして、帰宅。
お土産は日野VoiceTVで取り上げていた松盛堂さんの柿饅頭と、定番「唐辛子」。
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　遠征した日の夕方の散歩は、近所一周。夕日を跳ね返す、近所のマンションに明日も好天を予想。

2014
01-03
（金）

　昨夕の予測に反して、朝から曇天。近所一周に留めるも、最後には西方に青空が。

　昼前、わが家の蜜柑を収穫。第一弾は5個。
美味しくないと不評も、縁起物なので、一人一個を配給。
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　雲はあるものの、青空となった今日。昨日と同じ反射、富士の中腹に沈む太陽、残照の三景。

2014
01-04
（土）

　連休８日め。今朝も、曇りがち。
そんな朝の資料整理中に降りてきたアトラス・エアのB747。この機体は、久しぶり。

　そして、朝散歩でのオナガ。
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　日中、父は資料整理の続き。娘は、（ようやくの）書初め。母は午睡。

　夕方の散歩。コナン、色づく梅のつぼみ、冬枯れのバラ。

　そして、父と一匹の影、二景。ゆいまーる越しの夕日。

　夜。コナンの三態。ご開帳、ノビノビ、白い髭。
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2014
01-05
（日）

　九連休の最終日も曇りがち。影も薄いけど、ヒヨドリ達は求愛のホバリング。

　散歩後、わが家の蜜柑を収穫。大小10個、合計15個で、今期は終了。

　日中、３人で昭島のモリタウンへ。母娘は洋服を物色、父は本屋を散策。
母はJTBの支店を見つけ、もらった旅行券で沖縄を目指そうと、パンフレットを集める。

　年末年始九連休の最後の散歩は、ベタ曇りの下。ちょっと残念も、降らないだけ、まだましか･･･。
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2014
01-06
（月）

　父、仕事始め。

2014
01-08
（水）

　娘、始業式。
夜半から、厳しい冷え込み。

2014
01-11
（土）

　快晴も、冷え込みが厳しい朝。娘は彩乃ちゃんと立川へカラオケへ。

　陽射しが空気を暖めた時刻に、散歩。
今の使者「山茶花」と、いつかは来る春の使者予備軍。

　そして、家のチューリップと警備隊長。
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　夕方、陽が沈む頃に散歩。沈むと、急激に気温がさがる感じ。

　娘も帰ってきて、夕食の「しゃぶしゃぶ」。
餅や千切りキャベツも、たらふく堪能しました。

2014
01-12
（日）

　母娘は、フラのレッスン。

　遅めの朝散歩。梅花、ローズマリーの花、ゆいまーる多摩平の白い壁。

　母娘帰宅。娘がポケットのサブリーダ会に参加したいというので、コナンの爪切りがら送り。
爪切り後は、公園を縫って帰宅の途へ。まずは、日野中央公園の早咲きの梅、山茶花、コナン。
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　友好の鳥、復元古代住居。神明野鳥公園に面した坂のすすき。

　黒川清流公園上の緑地、ストーンの森、多摩平第二緑地でのコナン。
暖かく、ノンビリした散歩でした。

　娘、サブリーダ会の二次会に参加し、午後8時前に帰宅。

2014
01-13
（月）

　成人の日も好天。南西を散歩。
東芝工場跡地越しの富士山、八幡さんにお参りして、滝合橋近くでのコナンと富士山を撮る。
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　滝合橋では、富士をバックに晴れ着の写真を取る家族がいました。
では、とこちらも橋からの富士山を納め、川沿いに平山橋まで。そこからまた富士山を眺め、鳩と鯉に挨拶。

　午後、娘はECCで八王子。その同伴の母と娘を送る父も、八王子をプラプラ。
その後、毛深いのを気にする娘は、ミュゼ・プラチナに･･･。

　諸々終わった足で、早めの夕食。
帰宅したら真っ暗で、夕方散歩の写真はなし。

2014
01-15
（水）

　今日も、厳しい冷え込み。

2014
01-16
（金）

　一段と、厳しい冷え込み。

2014
01-18
（土）

　厳しかった寒さも、今日は少し緩み、陽当たりでは暖かさを感じられます。
そんな中、娘は学校公開。父はそれを利用して、空いたPCで原稿書き。

　一匹が散歩を強請ってきたので、散歩へ。快晴の下も、空気はやはり冷たく、近場廻り。
完成近づく、寿司銚子丸・高倉日野店、母校の北西端植木工事、めったに通らない道からの畑越しの四中。
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　陽のあるうちに、夕方の散歩。太陽からの光線、三景。

2014
01-19
（日）

　気温低く、冷たい風吹く日曜の朝。
ゆいまーるの原っぱ、コナン。

　赤い花、姫車輪梅の葉っぱ。
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　娘、強風の中、ポケットの仲間と匠馬くんちに自転車でお出かけ。

　冷たい風の中、夕方の散歩。
父と一匹の影、反射、旭ヶ丘中央公園の欅。

2014
01-25
（土）

　昨夜の天気予報では「4月並の気温に」と言っていたが、曇り空で気温上がらず。 そんな曇天下の、畑のセキレイ、猫、ジョウビ
タキ。

　始まった「爺さんだらけ」の都知事選、30日にOPENの銚子丸。
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　母は午後から、都心へお出かけ。
娘は、彩乃ちゃんと遊ぶ予定が流れて、PCに向かったきり。

　結局、曇天のまま１日は終わりはじめ。夕方の散歩。旭ヶ丘中央公園でのニ景。

2014
01-26
（日）

　1日ずれたかのような、暖かい朝。母と娘は、フラのレッスン。
八王子駅伝で混雑が予想されるので、京王線で行くことになり、平山城址公園に送ってから、朝の散歩。
　家の「冬の菊」、今日も多く見かけたジョウビタキ、気の早い水仙。

　グリーンベルトの葉ボタン、早咲きの梅。
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　母娘を迎えに行ってから、昼食。リンガーハットの「野菜たっぷり皿うどん」を堪能。

　夕方近くになって、強い北風。気温も下がってきたので、早めにお夕方散歩。
雲、ジョウビタキ、照陰の中のコナン。

　給水所タンク裏のススキと夕日に映えるその階段。そして、梅。

2014
01-30
（木）

　父、夜勤明け。一眠りして、コナンと散歩。横田から上がっていったE-2"ホークアイ"を、久々に見る。
そして、また夜勤へ。
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2014
01-31
（金）

　瑞、社会科授業で、鎌倉へ歴史散策。

　父、夜勤明け。天気よく、もったいないので寝ないで、コナンと散歩。

　17:00過ぎ、娘帰還。楽しかったとのこと。
以下、お土産。定番の鳩サブレと、お守り各種。
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2014
02-01
（土）

　早や2月。母娘が日野駅前での塾の受験説明会に行くので、一匹を乗せて送りに。
二人を降ろした後、日野中央公園で、紅梅の蕾、蝋梅、紅梅と梅鑑賞しながらの散歩。

　坂を下って、歴史散策。「御駒上之松」と、中央線沿いの飯綱大権現。
碑は、大正10年11月の多摩地方で行われた陸軍特別大演習時に、馬を止めて演習を眺めたことの記念。
この演習では、大正天皇に代わって皇太子（のちの昭和天皇）が統監、飯綱大権現の近くで休憩された。

　日野駅に近づいて、宝泉寺の山門、同境内の新撰組副長井上源三郎の碑。〆は、八坂神社。

　午後、娘は塾の月例試験（長いやつ）。
送っていった後、父と母はカレー屋さんにて昼食。 

　娘からの終わったメールで迎えにいき、家に届けて犬と散歩。
C-17、夕日、飛行機雲。
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2014
02-02
（日）

　曇天下の朝の散歩。山茶花にメジロ、梅、桜。

　父は、この後、休出。

2014
02-03
（月）

　節分の日。この日、都心の最高気温18℃だったとか。

2014
02-04
（火）

　昨日とは一転、気温極めて低く、午後からは今季初雪。

2014
02-05
（水）

　今季もっとも寒かった日。朝晩は、本当に凍りました。

　週末は関東も大雪との予報。母が夕方にアルプスに行ったら、えらい混雑だったとか。
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2014
02-07
（金）

2014
02-08
（土）

　未明（4時半過ぎ）には白くなっていて、その3時間にはもう雪国でした。

　その後もコンコンと雪は降り続き、都心も同様な模様。
最初は13年振りといっていたTVも、増え続ける積雪量に16年振りと増え、父も記憶にないくらいの雪景色になっていました。

　都心の積雪量は27cmを超え、45年振りだとか。
娘は18:30から漢検も、雪道遭難しそうなので棄権。親子三人、家から一歩も出ず、てんでに窓の外を眺めては「凄いねぇ」の1日
でした。

　夕食は、昨日母が仕入れておいた、ホウトウで体を温め、止むを待つのみ、
八王子消防署によれば、午後7時に35cmの積雪。

2014
02-09
（日）

　明ければ、快晴。朝食後から、近所総出で、雪かき。時折、選挙とコナンの出すものツアー。
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　近所のチビッコの労作、３つ。

　天気が良かったので、雪はまあまあ溶けてくれました。雪カキの合間に、都知事選。

　車で買い出しして、夕食はシャブシャブ。

2014
02-10
（月）

　父、人間ドックで休暇。
朝はバスで八王子方向の受診施設に向かうも、バス来ず。来ても、雪道悪路と渋滞でノロノロ。
少しの遅刻で澄んだのは、幸いでした。

　人間ドック終了後、夕方に散歩。北公園でのコナンと遊ぶ風の子。 
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2014
02-11
（火）

　曇天の建国記念日。
告示された市議会選、つらら、梅。散歩後、父は休出して、そのまま夜勤。

　娘はお友達二人をお招きして、勉強会という名の遊ぶ。

2014
02-14
（金）

　朝から、天気予報通りの雪。
夕方から一層の激しさを増し、父、帰宅難民となる。
　・22：30、会社を出て、地下鉄で中央??のりかえ駅の荻窪駅に向かう。この時、JRのHPでは、中央線は運行中。
　・23：00前、荻窪駅に着も、中央線、動いておらず。復活を待つ。 

2014
02-15
（土）

　帰宅難民の、帰宅までの足どり。
　・00：00過ぎ、一駅だけ動いて、西荻窪駅へ。この間、立ちっぱなし。
　・02：00過ぎ、一駅だけ動いて、吉祥寺駅へ、この間、立ちっぱなしも、吉祥寺駅で座れる。
　・03：30過ぎ、雪、降り止む。
　・05：30、中央線に見切りをつけ、井の頭線で明大前に出て、京王線で帰宅することに決め、活動。
　・07：30、京王線の最寄り駅「平山城址公園」駅に、降り立つ。ただ、一面の銀世界で、タクシーもバスも姿見えず。徒歩帰宅を決
める。
　・08：30、歩くところさえない雪道を歩き、京王線の跨線橋、浅川、中央線跨線橋を超えて、ようやく帰宅。
　・09：30、シャワーして、朝食して一眠りに着く。
　・15：00過ぎ、起きたら、右足痛く、動けず。気付かなかったけれど、雪道で捻挫していた模様。終日、炬燵で過ごす。曇天で、雪
も溶けず。 

2014
02-16
（日）

　快晴。足はまだ痛みあるも、歩けるまでに回復。
朝、昨日に母が頑張った雪カキの努力の跡を見る。
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　朝の散歩時の景色。

　昼過ぎ、車は出せるところまで、雪カキ。家の前の道路も、なんとか走れそう。
　今回の雪で、みかんと山茶花の枝を折られました。来年の蜜柑は、数が期待できなさそうです。

　陽のあるうちの、早目の散歩。グリーンベルトは、まだまだ雪が多いです。

2014
02-17
（月）

　客先に会議に行って、システムトラブル。そのまま、火曜の夜まで仕事。 

2014
02-19
（水）

　火曜に一時処置なったと思われたものの、火曜深夜にも障害発生。会社から支援に行って、そのまま夜勤。 

2014
02-20
（木）

　人出がないため、夜勤明けで帰宅して、夜また、夜勤へ。
幸いにも、二次処置で落ち着き、深夜に帰宅できました。 

　金曜になって早々の2時過ぎに帰宅。寝てから金曜夜の勤務は、夕方から翌早朝まで。
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2014
02-21
（金）

2014
02-22
（土）

　朝7時過ぎに帰宅。食事して寝たら、早や夕方近く。
今日は夜勤ないので、久しぶりにコナンと散歩。雪まで残る近所の風景。

　C-17、春を告げる梅、冬鳥のジョウビタキ。

2014
02-23
（日）

　曇天。午前中、勤務。

　夕方前に帰宅したら、青空。陽のあるうちにと、ゆいまーる方面へ早めに、コナンと散歩。
野外昼寝中の猫二匹、雪原越しに建設中の駅前マンションを眺める。
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　多摩平第一公園では、桜の枝折れが散見されました。そして、雪景色の「狩人」の像に、白梅。

2014
02-24
（月）

　瑞の絵、塾（明光義塾）の月刊冊子に載る。「2013年4に頑張ったこと」で、「漢検」とのこと。

2014
02-26
（水）

　瑞、期末試験。明日まで。

8/8ページ瑞季と「コナン」の部屋（2014年2月）

2014/07/30http://www1.hinocatv.ne.jp/mizuki-y/2014-02.html



2014
03-01
（土）

　父、朝から休出。

　瑞と母は、八王子桑志高校の卒業製作展を見に行く。
刺激を受けること、しきりだったとのこと。

　終日の雨で、コナンは散歩に行けず終い。

　夜、昌子伯母から「誕生日プレゼントには何がいい？」の電話あり。 

2014
03-02
（日）

　昨日からの雨も、少し小雨に。

　早めの朝食後、コナンと散歩も陽射しはなく、肌寒い早歩きに。

　娘は、昼過ぎからお友達来宅。父は、夕方から仕事。

2014
03-03
（月）

　ひな祭り。父は、振替え休日。

　午前中にコナンと散歩。陽射しはあっても、北風が冷たい小一時間でした。
近所の桃色梅、ゆいまーるの白梅。

　散歩後、父の部屋でくつろぐ一匹。
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　昼過ぎ、昭島の森タウンに行って旅行を申し込み。

　陽があるも、北風冷たい夕方の散歩。

2014
03-08
（土）

　父、早起きして、朝6：30からの休出仕事。

　父、夕方前に帰宅。陽のあるうちに、コナンと散歩。
梅の蕾、木蓮の蕾、北公園の切り株に残されていた「おままごと」。

　プリムラ、蝋梅と月、春の準備なった隣の畑。
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　夕食後、誕生日が同じお友達にプレゼントを買いたいというので、八王子駅ビルにお付きあい。
母を家に送って、久しぶりに父娘でブラブラと散策。

2014
03-09
（日）

　朝から、いい天気。コナンと朝食前に散歩。
紅梅と、春の使者、水仙。

　北公園や中央公園では、鳥を多く見かけました。
冬鳥のショウビタキやツグミはまだ居座りそうですが、虫が動きだいているのか、コゲラも活発に動き回っていました。

　今日は、瑞の14回の誕生日。
昌子伯母からの、プレゼントを開ける。
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　母娘はフラのレッスン、父は10月末以来の散髪。
　それぞれが澄んだ後に、昭島の森タウンに旅行代金の支払いに。その後、母と娘は買い物。父は、店内ベンチで昼寝。

　昭島からの帰り、「お腹すかない見薄眼の、誕生日にふさわしい夕食は何か？」と悩んだ末、夢庵にて「しゃぶしゃぶ食べ放題」
を夕食に。
肉のお代わりより、野菜のお代わりを先にして、家でのしゃぶしゃぶのよう。

　父は、休日らしい休日を久しぶりに過ごして、満足して早寝。

2014
03-11
（火）

　あの大震災から、3年。道はまだ続き、今もただ合掌するのみ･･･。

2014
03-15
（土）

　父、朝から休出。

2014
03-16
（日）

　父、今日も朝から休出。

2014
03-18
（火）

　父、振替え休日。家の花を、愛でる。

　午前中にコナンの爪切り。そして、その帰りに散歩。
　まずは、日野中央公園の紅白桃の三梅。
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　日野中央公園で見たジョウビタキ、ユニクロ多摩平の隣に先週オープンしたフードマーケット･サエキ、気の早い蝶、ユイマール
の原っぱに見たツグミン。
春一番の吹いた今日、春はもうそこまで来ていました。

　父、振替え休日の夜勤。翌朝まで。

2014
03-19
（水）

　父、夜勤明けの始発で帰宅。
寝て起きたら娘も帰ってきて、昼食がてら沖縄旅行向けの買い物にサンキへ。

　買い物終了後、コナンと散歩。
あいにくの曇り空。木蓮、梅、早咲き桜のつぼみ。
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2014
03-21
（金）

　春分の日は、朝からいい天気。原稿書きのあと、コナンと朝食前に散歩。
大きくなった木蓮の蕾、近所の梅、首都大学東京の梅。

　早春のグリーンベルト、落葉の毛布を突き抜けて伸びるチューリップ、撫子の花。

　娘、午後3時になっても起きてこず。さすがに、叩き起こす。

　さすが春分の日。午後5時過ぎでも、この明るさ。
春の用意なった畑、高い高度で横田方面に飛んでいったハーク、春分の日の鉄塔。
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　夕日、ほころび始めた早咲きの桜。

2014
03-22
（土）

　父、朝から休出。

2014
03-23
（日）

　朝から、いい天気。コナンとの朝食前散歩も、春モード。
梅とヒヨドリ、スズラン、咲き始めたコブシ。

　「サクランボの木」は早や満開、早咲きの桜の先陣、アブラチャン。
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　遅め昼食後、早めの夕方散歩。
大きくなった庭の花、畑の大麦とコナン、見事な枝垂れ梅、水墨画の中の紅梅。

　散歩後、父は夜勤へ。

2014
03-24
（月）

　夜勤明けの夕方散歩。
三分咲きのモクレン、三毛猫、コブシ。
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　KC-10、サクランボの木とヒヨドリオ、ボケの花。

2014
03-25
（火）

　瑞、終業式。都心では、桜の開花宣言。

2014
03-26
（水）

　父、夜勤なので、午後出。

　庭のチューリップ（ミニとミニミニ）、咲きました。

2014
03-29
（土）

　久しぶりの土日の連休。曇り気味の空でも、春を感じに張り切って散歩。
旭ヶ丘北公園近くのお宅にて、と団地近くで。

9/15ページ瑞季と「コナン」の部屋（2014年3月）

2014/07/30http://www1.hinocatv.ne.jp/mizuki-y/2014-03.html



　グリーンベルトも、桜色に染まり始めていました。そして、満開の早咲きの桜。

　白い花と犬と犬ふぐり、満開のモクレン、庭の花桃も蕾を大きくしていました。

　日野Voice、来月（4月）号のさんぽ道は旭ヶ丘一周。楽しみです。

　昼、一匹と午睡などして、休日を堪能。

　夕方も、春感散歩。
トウモロコシの準備なった畑、満開となったモクレン、グリーンベルトも気の早い木はもう7～8部咲き。
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　旭ヶ丘中央公園に足を伸ばし、春を散策。
夕日を浴びて光るレンギョウ、新築中の自治会倉庫？、グランドの気の早い木。

　娘が画材店へ行きたいというので、夕食がてら、立川の世界堂へ。世界堂は気に入ったようです。
その帰りに仕入れた、ディケイド。可動フィギュアです。
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2014
03-30
（日）

　昨日からの「日野スプリングフェスタ」。雨の予報に、今日は早々と中止の連絡が。

　仮面ライダー（春休みスペシャル）を見てから、小雨の中をショートコース散歩。
グリーンベルトは、昨日よりも春が進んでいました。

　花桃、咲きました。

　正午前あたりから風雨が強くなり、することがないので、父は昨日借りてきた仮面ライダーの映画鑑賞。

　夕方、雨があがり青空になったので、急遽散歩。でも、途中で北から曇ってきて･･･。
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　雨の中でも、桜はその色を広げて、そして濃くしていました。

　一匹、夜に洗われました。

2014
03-31
（月）

　父は、振替休日。
正月の誓いを思い出し、浅川沿いの桜探訪へ一匹と出発。
　往路での、多摩平第七公園の桜、勇姿を見せるイオン多摩平、蒲公英。

　目的地から復路における、桜四景。
一番橋下流右岸の桜、平山橋下流での桜と富士山、日野Voice誌の散歩道マップにあった跨線橋からの桜、グリーンベルト。
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　昼過ぎ、郵便局へ荷物出し。南側のグリーンベルトも満開の一歩手前。

　夕方、曇天下の散歩。はや満開のグリーンベルトで、桜を満喫。

14/15ページ瑞季と「コナン」の部屋（2014年3月）

2014/07/30http://www1.hinocatv.ne.jp/mizuki-y/2014-03.html



　夕食後、旭ヶ丘中央公園に、夜桜見物。

　夕食時に仕入れた、仮面ライダー１号の可動フィギュア。
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2014
04-01
（火）

　父、溜まった振替休日を使い、昨年末に当たった旅行券で家族旅行 to 沖縄。

　出発の前も、朝の散歩。桃に、枝垂れ桃。

　今朝のグリーンベルト。左から、北、中、南。

　旅行記は、こっち。

2014
04-05
（土）

　晴天も花寒の朝。残ってくれていた桜を愛でに、朝の散歩。
枝垂れ桃に、グリーンベルトの桜たち。

　グリーンベルトの桜達に、名前しらずのかわいい花。「花海棠」という桜の親戚？
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　庭のハナモモに、咲き始めたチューリップ。

　娘は塾の月例試験。その後、ポケットの中高生版の集まりに参加。

　父と一匹は、夕方の散歩。
近所の大きな枝垂れ桜、六小の校庭桜、紫木蓮。

　社教の桜、多摩平第一公園の桜、大島桜の白い花。公園では、お隣の住谷さん父子に会いました。
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　ゆいまーる多摩平でのマーキング、近所の老桜、夕日に映えるグリーンベルト。

　母はフラの飲み会。

　一人の父は、野菜たっぷりチャンポンの外食後に、グリーンベルトの夜桜散策。

2014
04-06
（日）

　朝は、小雨交じりのさえない天気。
それでも、父と一匹は散歩。今朝は、openしたばかりの動物病院の様子を伺いに、高倉町へ。
　曇天下のグリーンベルト、桜色に染まりはじめた駐車場、途中にあるお宅のミツバツツジ。
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　お目当ての動物病院外観。高倉神社のお隣でした。その後、高倉緑道を通って、辺りをぐるっと一周。
その途中で見つけた、「眠りのエムール」（ラブラブ高級品店跡）。「あれっ？」と帰って調べたら、昨晩見た「日野VoiceTV」のロケ
地でした。

　途中から青空が覗きはじめ、桜鑑賞の散歩に。
旭ヶ丘児童館の桜、四中グランドの桜と東京西線33番鉄塔、グルーンベルト。

　今日の天気は、曇天、青空、雷雨、青空、風雨と目まぐるしく変わり、不安定。
青空の時に、庭のチューリップを愛でる。
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　夕方の散歩は、青空＋強い風の中で、桜とのお別れ散歩。
桜吹雪のグリーンベルト、青空と夕日を浴びる桜、桜と東京西線34番鉄塔。

　桜、残照に映えての二景。

2014
04-07
（月）

　昨日からの花寒の朝。出勤時、畑に霜柱が立っていました。
娘は、中学校最後の1年の始まり。

2014
04-09
（水）

　グリーンベルトの桜は、まだ楽しませてくれています。
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　娘は身体測定。身長、166cm超とのこと。

2014
04-12
（土）

　朝から晴天。朝の散歩。
気合の入った30畝の隣の畑、大麦にマーキング、満開の枝垂れ桃。

　北公園のエゴノキの新緑、裏のヤマモモ、ビバヒルズの早咲き八重桜。

　朝食後に、庭の花を愛でる。いちごに、チューップ。
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　夕方の散歩は、多摩平方面へ。
まだ早かったゆいまーる多摩平の八重桜、欅の新緑、工事進むイオン。

　母娘は、仲良し四人組の集いでお出かけ。父と一匹は、留守番。

2014
04-13
（日）

　肌寒さ残る朝方の散歩。
サクランボの木、イチョウの若葉、紅葉の若葉。

　散歩後、「玄関を　開けてくれろと　待つ一匹」。
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　午睡などして過ごした後、夕方の散歩。
菖蒲、柴桜、ゆいまーる多摩平の八重桜。

　榊の若葉、西洋シャクナゲ、八重桜。

　散歩後、娘が世界堂へ行きたいというので、夕食がてら立川へ。

2014
04-17
（木）

　父、小用につき、ズル休み。朝食後に、イチゴとチューリップを愛でる。
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　小用の前に、春散策。ハナミズキ（赤）、ゆいまーるの八重桜、ハナミズキ（白）。

　父の小用は、立川での復元飛行機一般公開。
盛況で、きれいにそしてキチンと復元されていました。

　小用後、夕方の散歩。
八重桜、桃、姫リンゴ、ハナミズキ。
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2014
04-19
（土）

　昨日からの寒さが残る朝、薄曇りの下、散歩。
ご近所の藤、ビバヒルズのつつじ、高幡線28号鉄塔とハナミズキ。

　今日は終日の薄曇り、時々陽ざし。
庭の花を愛でる。苺のサクラ、ギザギザ縁白チューリップ、多色混合。
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　夕方の散歩。大麦の穂、黄色の花、カラスノエンドウ。

　ゆいまーるの八重桜を見に行ったら、満開。ちょうど、お祭り後の片付け中。

2014
04-20
（日）

　花寒を通り越した、冬のような寒さ。
それでも、フラのレッスンの母娘に別れを告げて、朝の散歩。
サヤエンドウ、菖蒲、新緑の旭ヶ丘中央公園。
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　サツキに、牡丹。

　午後、娘は寒さにもめげず、彩乃ちゃんと遊びに。父母はチャンポンの昼食で暖を取って、午睡など。
夕方の散歩も、ショートコース気味。

2014
04-23
（水）

　日曜日からの風邪っぽさのため、父、ズル休み。
でもいい天気だったので、近所をコナンと散歩。
　ハナミズキ、北公園のクヌギの若木にコナン、あやめ。
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　大きくなりつつあるさくらんぼ、ナナホシテントウ、祭り塚公園のつつじ。

　夕食は、しゃぶしゃぶ。
沖縄で買ってきた「シーカーサー塩ぽん」と「島とうがらしシーカーサーぽん酢」で、舌鼓。

2014
04-26
（土）

　黄金週間初日は、よい気候。
お隣のもっこう薔薇、ご近所の藤、北公園そばのお宅のアヤメ。

　取り壊しの始まった高倉町、回転寿司。それと、土曜にしては活発（上がり2回、降り1回）だった横田基地、降りのC-17。
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　新緑をまとった旭ヶ丘中央公園、その北西のお宅のサツキ、ご近所の牡丹。

　遅めの朝食後、好天下の庭を愛でる。
警備中の隊長、黄色のギザチューリップ、職務放棄する隊長。

　苺「サクラ」（手前）とヘビイチゴ、芝桜、苺「トヨノカ」。
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　母、フラのイベントで外出。

　夕方の散歩も、好天の下。成長著しいトウモロコシ、咲き始めたシラー・ベルビアナ、紅いサツキと33号鉄塔。

　ゆいまーるの残照と八重桜、その豪華な桜吹雪の跡、イチジク。

2014
04-27
（日）

　娘、阿部首相も昨日訪れた「ニコニコ超会議３」に遠征すべく、朝4時過ぎに出発。
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　黄金週間２日めも、よい天気。
新緑の河原と出始めているであろう日野トマトを求め、浅川も一番橋から平山橋までを散歩。
　大仏さんの手と頭、新緑の一番橋上流、野球グランド近くでの牡丹、遠くにファナックを望む。

　お目当てのお店は、まだ土日営業には至らず、残念ながら水辺で水で休憩。嬉しそうな一匹、三色つつじ、
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　午睡や新聞記事整理などして、夕方の散歩。風がありましたが、気持ちのいい近所一周コースでした。
八重桜と夢風船建屋と34号鉄塔、第7幼稚園の欅、夕日を受けて輝く雑草。

　娘は、18：00過ぎに帰宅。
2日間での会場来場者数は、12万4,966人とか。

　父が風呂から上がり、次は娘の番という時刻の20：25、突如の停電。
懐中電灯を引っ張り出すも、電池交換に手間取る。震災の時の計画停電以来の停電。
　この辺り一帯が真っ暗、車のTVでニュースを見れば、八王子と日野の一部が停電中の模様。

　母のLINE友達からの連絡では、八王子の西側地区から復旧しているらしく、気長に待つことに。

　21：40頃、突如復旧。
その後、ネットで調べたら、八王子市で約25万3,000軒、日野市は約１万100軒、多摩市約3万5,000軒、町田市約3,000軒が被害に
あったとのこと。
原因不明で調査中も、南多摩変電所（八王子市石川町）で何か起きたらしい。鉄塔めぐりがMyブームだった2012年2月、一度、訪
ねました。 
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2014
04-28
（月）

　娘は学校、父は振替休日でGW第三日。
遅めの散歩は、東芝工場跡地を巡って、南公園の藤を見物コース。でも、公園の藤は、色うすく、樹勢がない印象。
もうすぐビニールをつきやぶるトウモロコシ、新緑と鉄塔と青空と、グリーンベルトも緑の隧道、東芝跡地。

　跡地の南端で横田から上がってきたC-40に遭遇。それを撮ったのを見たら、そこには偶然別な機体が。

　娘が給食を食べて帰ってきたので、父母は駅前の「てんや」で昼食。

　明日以降の天気が下り坂らしいので、コナンの爪切りに日野中央公園まで、好天の下、往復。
多摩むすびの見事な藤、多摩平の森の欅の大木、芝さくら。
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　復路の中央公園の復元住居、謎の青い花（セアノサスというらしい）、多摩平七丁目の保護林、ゆいまーる多摩平での八重桜
の絨毯の上のコナン。

2014
04-29
（火）

　ゴールデンウィーク４日目、昭和の日。朝から薄曇り。
遅めの散歩でみた紫の花々。オダマキ(苧環)、ブルーベル、シラー・ベルビアナ。
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　そして、虫たち。テントウ虫、アオスジアゲハ、アブ。

　日中はダラダラと過ごし、遅めの昼食というか早めの夕食を「スシロー」で。

　夜、爆睡する一匹。

2014
04-30
（水）

　娘は学校、父も出勤。
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初日　2014-04-01（火）

　いつもの休日のように、散歩後に朝食。何となくソワソワする家族を見てか不安がる一匹を車に乗せて、11時前に家を出発。
　一匹をペットショップに預ける際、不安気にクーンクーンと泣き、効果がないとワンワンと怒り鳴くも、しばしの別れ。

　軽めの昼食後、13:50の定刻通りにボーディングブリッジを離れ、沖縄へ向けて離陸。
　定刻少し遅れの17時前に那覇空港に着陸。南国の雰囲を周囲に感じながら、レンタカー屋で車を調達。時折の土砂降りを抜けて、58号線を北上。
途中、カーナビの「どこ行け言うねん？」に惑いつつ、ホテルへ着。
　食事して、第一日目は終了。この日の娘は。沖縄には相応しからぬ、ゴスロリ。記念に、一枚撮らせてもらう。

２日め　2014-04-02（水）　

　曇りの天気予報も良い方向に外れ、青空に。鳴いていた鳥と、部屋からの早朝の景色。

　出発前、ホテルとレンタカーを背景に、記念撮影。
でもその前に、朝食時に最上階から見たビーチで南国を味わいに、プールとトックリ椰子の庭を抜けて、ハイビスカスを愛でつつ砂浜へ。
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　「これぞ、沖縄の海！」の光と色を堪能。

　まずは、「美ら海水族館」へ。
　途中、父が出張で何回か訪れた名護市街を通り、懐かしさを覚えながら、やってきました「美ら海水族館」。
ジンベイザメの偉容にひれ伏し、マンタの大きさに感激。
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　水族館のビーチで眩しさに目を細め、沖縄の海（その２）を堪能し、海亀に分かれを告げて、水族館をあとに。

　お次は、できて半年も経たない「古宇利オーシャンタワー」へ。

　自動運転の電動カートで、タワーの麓に上り、乗ったカートがハートの車で、記念品（ハートのクッキー）をもらう。
　島の頂上に建てられたタワーからの眺めは素晴らしく、沖縄の海（その３）を満喫。橋の袂で、ブルーシール・アイスクリームも堪能。
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　その後、名護パイナップルパークへ。
ここも自動運転電動カートで園内を回り、頭に刷り込まれた園のテーマソングを口ずさみながら、試食のパイナップルに舌鼓。
更に、出口付近で見つけた飛行機を（父は）楽しんで、ホテルへ。

　帰路の名護郊外にて遅い昼食を取り、ホテル向かいの「お菓子御殿（読谷店）」に寄り道して、紅芋タルトなどを試食。

最終日　2014-04-03（木）
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　最終日。昨日の南米チリ沖地震による津波の心配もなく、「青の洞窟」でシュノーケリング。
洞窟内や付近の海は透明度が高く、青い光を放つ洞窟内は神秘的ですら。魚もいっぱいいて、南国の海（その４）を堪能。
水が苦手な母も、朝の不安はどこへやら、シュノーケリングを楽しんだようで、娘も「次は、潜ってみたい。」と、至極ご満悦。

　そして、「青の洞窟」の光景。実際は、写真よりも遥かに青く、輝いていました。
と、お世話になったプズマリ・ダイバーズ・クラブの入口にて。

　海の後、「せっかく来たので」、首里城見物。

　その後、小雨降る国際通りをプラッと歩いて、早めに空港へ。
レンタカー屋から見えたF-104を堪能して、空港で母娘は休憩、父は飛行機見物。遠くに居た204sqのF-15に、赤ジンベエ・ジェット。
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　帰路の便はボーディングブリッジを離れるも、離着陸渋滞に巻き込まれて順番待ち。
その間、バーナーを焚いて離陸する204sqの3機のF-15、T-4のタッチ&ゴーを見ることができ、さらには滑走路端で順番待ちする3機のF-15を従えて
の離陸など、興奮しきり。ただ、離陸準備中のため、デジカメの電源を入れること叶わず、残念しきり。

　そんな父の興奮を横目に、疲れた娘は離陸前には爆睡状態。上空での夕日にも「我、関せず」。羽田に着くまで、ずっと寝ていました。

　雨降り・肌寒い中、帰京。
土砂降りの中、無事に家に到着。時刻は、22時過ぎ。

　日野ケーブルTVのクリスマスプレゼントの旅行券がきっかけの家族旅行。そのことに感謝。
そして、ヘソクリを供出して沖縄旅行に昇格させてくれた母に、大感謝。 
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2014
05-03
（土）

　ゴールデンウィーク後半戦の初日、憲法記念日。
　5月に入って急に暑くなったので、今朝はトマトを食べに浅川へ。
中央線を越えて、豊田用水に沿って歩けば、日野産トマトの販売所。

　小ぶりの１袋を選んで、川べりで休憩。トマト1個を分けあいました。

　川にはコサギがいて、対岸ではキジが「ケーン、ケーン」と鳴いていました。

　帰り道での景色。藤の花とクマンバチ、白髭神社でのタケノコ、クレマチス。
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　隣の畑は、初夏モードにフォームチェンジ中。

　父の帰宅と入れ違いで、娘は八王子方面にお出かけ。 

　日中、大きくなりはじめている苺を発見。

　初夏を通り過ごした暑い日の夕方散歩。
フォームチェンジ後の畑、四景。トウモロコシ、キュウリ、トマト、大麦の花。
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　旭ヶ丘北公園も、初夏モード。準備中のエゴノキの花、夕に生える新緑。

　そして、シラー、あやめ、赤味を増すサクランボ、
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　娘、18;30頃にご帰還。 

2014
05-04
（日）

　ゴールデンウィーク、ミドリの日。
　日野Voice誌に倣って、浅川と中組地区を散策に。まずは、朝の旭ヶ丘中央公園とコゲラの見送り。

　中組公園の看板に挨拶して、線路を渡ればそこは川。中央線鉄橋をスタート地点に、散策のはじまり。

　さいかちぜき沼の亀たちに挨拶し、ひばり鳴く浅川の河原をのんびり。
長沼橋の「日野市の花」レリーフを見たら、浅川から離れて中組へ。用水とコナン、矢車草、梅。
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　八幡さんにお参りし、平山団地へ。
昨年度で閉店のパン屋と、日野VoiceTVで散歩人お二人が立ち寄っていたラーメン屋「もっこす」。

　滝合橋で散策を終了。電車区公園と電車区を抜け、洗車される電車を眺めて、帰宅。

　母は昼前にフラのインベントでお出かけ。

　午後、お隣の三人衆と遊んでもらう。
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　夕方の散歩。グリーンベルト、第七幼稚園の欅、ビバヒルズの赤い花の木。

2014
05-05
（日）

　ゴールデンウィーク、子供リの日。
　朝の5：18、資料整理中に地震。意外に揺れて、本棚がグラグラと動いてました。 

　今日は朝から曇天。散歩も近所周回のみ。
オオムラサキツユクサ、シラー・ベルビアナ、旭ヶ丘保育園の蜜柑の蕾。

　子供の日恒例、「背比べ」。そうは伸びてない･･･？、ほぼ1.5cm。
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　心配された雨も降ることなく、何とか持ちそう。
娘は、夕方近くになってお友達とお出かけ。

　そして、夕方の散歩。
ヒメシャリンバイ、アカバナユウゲショウ（赤花夕化粧）、コデマリ。

2014
05-06
（日）

　ゴールデンウィーク最終日、振り替え休日。

　残念ながら今日も曇天。長躯散歩は諦めて、遅い時間に近所を一周。
大麦とフタホシテントウムシ、黄色のアヤメ、サクランボ。

　遅めの朝食前に、庭の花桃やマーガレット、イチゴを愛でる。
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　GWなので、警備隊長にはご褒美のパンを進呈。すごい形相での「よこせっ！」。
と、もう食べられそうだったので、朝に三粒ほど失敬してきたサクランボ。ほどよい酸味で、美味。

　服を着替えて、夕方の散歩。
おいしかったサクランボを食べに行ってきました。ムクドリがもう食べに来ていました。明日・明後日にはヒヨドリが来て、丸坊主に
なるでしょう。

2014
05-08
（木）

　今日はゴーヤの日のとのことで、アルプスで売っていたゴーヤチャンプルーを母が買ってきました。
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2014
05-10
（土）

　風あるも、好天の朝の散歩。
セキレイ、長山団地のあやめ、すっかり丸坊主になっていたサクランボの木。

　娘は、月例テストで午後一から塾へ。

　GWの深夜に一挙放送していた「宇宙戦艦ヤマト2199」の撮り溜めを見て午後を過ごし、夕方の散歩。
初夏の陽気。シラー、隣の畑、カルミア。
　カルミアは北米原産のツツジ科の花、別名ハナガサシャクナゲ、アメリカシャクナゲ。
明治期に日本から米国に贈った「桜」の返礼として、大正4年にハナミズキが、その2年後にこのカルミアが、米国から寄贈されたと
のこと。

　グリーンベルト、旭ヶ丘中央公園の新緑。
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2014
05-11
（日）

　明治2年（1869年）の今日5月11日（旧暦、新暦なら6月20日）、函館の五稜郭で土方歳三が戦死した。
歳三の出身地であることから、平成10年からこの時期に「ひの新撰組まつり」が催され、馳せ判じた有志者による隊士パレードな
どが行われている。 最近は全国から隊士が集まってきており、盛大なものになっているらしい。
　その今年のポスターは、なかなかの秀逸。

　仮面ライダーを見た後に、朝の散歩。
シラーとコナン（目つむり）、畑のトマト、花を増量中のカルミア。

　母娘は、フラのレッスンでお出かけ。

　ポスターに惹かれ、一匹を供に「第17回新撰組まつり」に行ってみることに。
　まずは11：00、日野中央公園での「西洋流火術」の演武。高島秋帆による洋式銃隊。日野では、文久3年（1863年）に佐藤彦五郎
を中心とした日野宿組合を中核に「日野農兵隊」が編成され、慶応元年（1866年）2月から、日野宿でも西洋流鉄砲調練が始まっ
たとのこと。そのつながりで、平成20年より北区からお招きしているもよう。
　「アン（狙え）」、「セットオフ（火蓋を開け）」、「ヒュール（放て）」　のオランダ語による命令は格好良く、発射音は大音響。一匹はそ
の音にビビリ、震えながら父の胡坐ににじりよってきました。
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　甲州街道に下りれば、祭り会場。
彦五郎さん邸では小姓が持ち帰った歳三の写真を公開していて、籠や新撰組おみこしも出ていました。

　郵便局も明治期の服装で頑張っていて、殺陣パフォーマンスや八坂神社での天然理心流の型披露も。

　夏日の暑さの中、川崎街道入口にて休憩中の一匹。
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　13:00からはメインイベントの隊士パレード。総勢350余名による行進は、圧巻。
　今年の歳三さん、一番隊（沖田総司）から十番隊（原田佐之助）まで、盛大に行進。
その後には、会津新撰組同好会や宮古湾海戦会など各地からのパレード参加もあり、「西洋流火術」の皆さんも行進されてまし
た。

　パレードも終了。日野ケーブルテレビの桜井さんをお見かけし、日野VoiceTVのもうお一方の散歩人「タカミン」さんも拝したの
で、帰路へ。
途中何回か、一匹に水補給しながら、約1時間かけて帰宅。
　祭りの関係者、隊士の皆さんをはじめとする参観の方々、暑い中、お疲れさんでした。 

　夕方、母の日プレゼント。
今年は、娘が選んだ「カンパニュラ」。二人の祖母には、父の選んだ「コンペイトウ咲きの紫陽花」。

2014
05-17
（土）

　すっかり、初夏。最盛期であろう日野産トマトを求めて、川方面へ散歩。
日に日に大きくなるトウモロコシ、柚子の花、夏バラ。
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　トマトを買って、トマトのビニールハウス横を通って、河原で一匹と半分個。アザミも咲いてました。

　帰宅後、こちらも大きくなる庭の苺に、ナデシコを愛でる。

　散歩成果のトマト。2週間前より大きく、味も濃厚になっていました。
そして、朝刊の広告に出ていた仮面ライダー斬月、メロン・アームズ。サカタの種のメロン種の広告でした。
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　先週の母の日プレゼントとコナン、ガザニア、ミカンの花。

　夕方の散歩時、記録メディアなしのカメラだったことに気付いたのは、散歩も既に半ば。そのまま、写真なしに。

　今日は、本来ならば母はムーチョ。でも、申込みが遅く、今年はキャンセル待ちに。
夕方や夜に、常連さんから「何処に出してるの？」「見つけられなかった」の電話数本あり。

　夜、一匹、洗われる。 

2014
05-18
（日）　

　五月晴れを追い越した快晴。七ツ塚でもトマトは買えるかと、遠征。
まずは隣の畑のトマトに朝のご挨拶。色づきはじめた大麦に、桃の実とテントウムシ。

　旭ヶ丘北公園では、頭の上はエゴノキ一色。来週は、地面が白に染まるでしょう。
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　時折に姿を覗かせる富士山を愛でつつ、中央道を超えれば、そこは七ツ塚ファーマーズセンター。

　ただ、openは9時からと遅め。
金毘羅さんにお参りし、遥かに望む富士山めつつ休憩。

　30分以上も休憩していられないので、帰ることに。
途中での多摩むすびテラス。南側の「りえんと多摩平」、菜園付き「Aura23」とその菜園、「ゆいま～る多摩平の森」とゆいま～る食
堂。
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　「ゆいのテラス」で咲いていた可愛い花と、花弁が色づきはじめた紫陽花。

　娘はお友達と立川へ学校説明会。父は、久々の図書館で、昭和7年1～6月の新聞記事さがし。
母は夕方からお出かけ。 

　図書館から帰って、夕方の散歩。
シャイニング・とうもろこし、満開のカルミア、シャイニング・コナン。

2014
05-24
（土）

　父、朝から休出。

2014
05-25
（日）

　うす曇りの日曜日。
家の苺も一匹と半分こ。そして、トウモロコシの花、色づきを濃くしている大麦。
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　柘榴の花、エゴノキの落花二景。

　ドクダミ、梅の実、紫陽花。

　母娘は、フラのレッスン。
父は朝食後に、地区会のグリーンベルト清掃。そのお土産と、夜の楽しみ、家のイチゴ。
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　昼過ぎに、イチごの収穫。第一弾は9粒。冷やして、娘に食べさせます。

　苺のおすそ分けして、夕方の散歩
咲いていたタチアオイ、ブルーサルビアと、すっかり夏の花。暑かった今日は、夏日だったようです。

　風呂あがりの娘に、苺を食べもらう。おいしかったとのこと。

2014
05-30
(金）

　先週土曜の振替えで、父は休日。
朝、苺の収穫第二弾、13粒。一つ、スーパーで売られていそうなくらい大きなのがありました。
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　朝の散歩。
トウモロコシの花で埋まる畑、そしてヒゲ。ザクロもまた開花。

　たちあおい、二景。

　昼間、新聞記事整理。 
　夕方、国立競技場の解体前イベントでブルーが飛ぶので、その予行を見に千駄ヶ谷へ。
夕方（17：35～45）とはいえ、平日の予行にも拘わらず、意外に観客がいました。
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　ブルーを見たら２つとなりの四谷へ。そこで、航空ジャーナリスト協会の総会＆懇親会に出席。
ゲストで、中村浩美さんがいらしてました。父の中学時代愛読誌「航空ジャーナル」の編集員だった方です。

2014
05-31
（日）

　昨晩は気温が下がらず、寝苦しさを感じた夜でした。
今日も快晴の下、朝の散歩。昼咲月見草、バラ、モンシロチョウ。

　そして、紫陽花と胡瓜。
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　今日は、中学最後の運動会です。校庭の泰山木も、ちょうど咲いています。

　午前中は、障害物競走と全員リレーの2種目です。

　午後は四中3年生恒例のムカデ競争と、大縄跳び。ムカデは１位でしたし、大縄跳びは、声を出して皆を鼓舞していました。
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　所属した「黄色チーム」は、午前中こそ４位と健闘していたものの、午後からはドベまっしぐら。
そのままビリッケツ終いだったのですが、3年生は学年優勝したとのこと。頑張りました。 

　運動会が終わると早々に、父はまた国立競技場へ。
本当の最終日ということもあってか、凄い人ででした。

　今日も、ブルーは綺麗でした。帰りがけの夕焼けの聖路加病院も、綺麗でした。
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2014
06-01
（日）

　今日から6月。朝から暑く、川に避暑へ。
トウモロコシと34番鉄塔、ブルーベリー系の実、クマンバチ物色中の白い花。

　中央図書館の八幡さまにお参りし、洒落た用水を歩けばすぐ販売所も、時刻早く開店前。

　ではと、先に川で一休み。ひばり、コサギに、カワウ。

　販売所の開店と同時に入店し、形不揃いの11個入り（￥350）を購入して、帰路へ。
冷やして、夕方にでもいただきましょう。
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　母と娘は、午後からフラでお出かけ。
父と一匹は、午睡などしながら凄し、帰ってきた母娘と早めの夕食後に、夕方の散歩。 　まずは出発前のイチゴのご褒美と、収穫
第三弾。小ぶりながら13粒。

　夕方のトウモロコシ、三景。

2014
06-04
（水）

　苺の収穫第四弾。スーパーで売られていそうなクラス2個に小粒6個。
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2014
06-05
（木）

　一番百合、咲きました。
先週末からの季節外れの暑さも、一段落しました。

　この日、関東甲信、北陸などが梅雨入り。例年より少し早目。 

2014
06-07
（土）

　母の誕生日も、朝から雨。しかもいい降り。
散歩に行けずも、出すモの出そうと連れまわし、何とか少し･･･。

　夕方、娘は漢検準二級の試験。 

2014
06-08
（日）

　今朝もまだ雨。小降りを見計らって、朝の散歩。
そして、数を増やす庭の百合たち。
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　夕方、ようやく雨が止み、木曜日以来のちゃんとした散歩。
なくなってしまった北公園近くの運送会社、元秋山さん近くの更地は駐車場に。

　名前知らずと、アジサイ二景。

2014
06-12
（木）

　桃色の百合、咲きました。
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2014
06-13
（金）

　朝、約1週間ぶりの青空。
そして、祝 ワールドカップ（ブラジル大会）開幕。

2014
06-14
（土）

　朝から、快晴。先週の6月ひと月分の1.5倍が降った雨は、どこへやら。
テントウムシ、隣の畑のトマトにコナン、隣の畑。

　盛夏のような34号鉄塔、黄色の百合、そして四中は学校公開。

　ケーブルTVで仮面ライダー響鬼を見てから、我が家の庭を愛でる。
濃橙の百合、モモの百合、唐辛子の花。
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　1日中晴天で。夕方も気持ちよく散歩。
トマト、ノウゼンカズラの蕾、ヒルザキツキミソウ（昼咲月見草）。

2014
06-15
（日）

　今日も、朝から快晴。
母は「おひさま手作り市」。その出店荷物と、わが庭の南天の花。

　朝の散歩。キュウリの花、日本勝利を祈願しにいった近所の祠、ネギ坊主。

6/14ページ瑞季と「コナン」の部屋（2014年6月）

2014/07/30http://www1.hinocatv.ne.jp/mizuki-y/2014-06.html



　グリーンベルト（中から、外から）と、紫陽花。

　日本W杯、初戦。本田先制ゴールも空しく、逆転負け。
前半の中盤から自分たちらしい見せ場がほとんどないまま、終わってしまいました。

　娘、午後からのフラ合同練習のため、出店中の母を訪ねる。 

　負けが響いたのか疲れてしまい、父と一匹は昼寝。
　母娘は夕方になっても戻らず、早めの夕方散歩。
西日を浴びて成長中のひまわり、旭が丘中央公園の景色、公園の片隅のキョウチクトウ（夾竹桃）。
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　母娘ようやく帰宅。父の日のプレゼントをもらう。

2014
06-20
（金）

　W杯。日本代表は、第二戦ギリシャ戦。
午前半休にして観戦も、一人の退場者を出したギリシャ相手に攻めきれず、スコアレス・ドロー。

2014
06-21
（土）

　朝の散歩。収穫の始まったトウモロコシから、開花中のナス、生長を続けるエダマメ。

　咲き始めた、初夏を彩る花々。
ノウゼンカズラ、ネムの木、そして、ゴーヤ。
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　ビワの実、名知らずの涼しげな花、我が家の百合を訪問中のアゲハ蝶。

　午後、母娘は、匠馬くん親子・ゆずちゃん親子と、八王子桑志高校の見学会。
ならばと、一匹を留守役に、父は図書館へ。 

　図書館が時間がかかり、閉館間際にようやく新聞記事漁りが終了。
すぐに帰宅して、そのまま夕方の散歩。片付いた畑、紫陽花、鉄砲百合。

2014
06-22
（日）

　今日は朝から雨で、散歩に行けず。
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　ようやく夕方前に雨があがり、待望の散歩。
旭ヶ丘北公園では、今日の雨で、謎のキノコが4～5本ニョキニョキ･･･。

　元「あやの寿司」は、何やらコンビニの模様。もうコンビニ要らないです、あの通りは。

　散歩で見た、紫陽花二景。
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　晩、コナン、母に洗われる。

2014
06-25
（水）

　我が家の百合シリーズ最後を飾る、淡橙色の百合も咲きました。
同じ日、W杯日本代表は、1-4で敗れました。

2014
06-27
（金）

　去年の5月に強盗にやられた我が家のコンビニ、今度は早朝に、還暦過ぎのじいさん兄弟に押し入られる。
夕方には、あえなく逮捕されたとのこと。

2014
06-28
（土）

　朝から、雨。思い出したように時々豪雨、たまに小雨。

　午後3時過ぎに、雨が小休止。その隙に、散歩。
そこで見た、ひまわり、紫陽花、ウミウシの花。
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　夕食後、娘のノートを買いに立ち寄った○2で、コナンの夏服とオモチャを購入。
オモチャはあげて30分後に･･･、粉砕されました。

2014
06-29
（日）

　昨日同様の天気も、小休止を見つけて朝の散歩。
昨日のおnewを来たコナン、よそのお宅で咲いていた百合系の花。

　巣立ちしたて？。羽毛でまだモコモコの燕に、紀伊国屋向いから社教向いに移転・openしたファミマ、アザミ。
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　openまであと4か月。外装工事が始まっているイオン多摩平、リエント多摩平、トウモロコシ収穫・第？段。

　娘は彩乃ちゃんとお出かけ。
正午前からは、青空ものぞきはじめました。

　すっかり夏モードになったので、部屋で原稿書きしていて、ふと外を見たら、黒い雲が北から侵入中。
降り出す前にと、急いで夕方の散歩。出てきた風に揺れる枝豆に、焦るこちらも何のその、出すもの出せずに畑を探検する一匹。
　で、出すもの出した途端に本降りとなり、撤収・退却。
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2014
06-30
（月）

　元「あやの寿司」、ファミマとしてopen。
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2014
07-05
（土）

　昨日からの雨は上がらず、朝から雨。
娘は、午後一から、塾の月例テスト。

　午後3時過ぎに雨が上がったので、一匹と散歩。
収穫進むトウモロコシ、北公園のアガパンサス、北公園の赤松と椎の木の間に生えたキノコ。

　同じく北公園で咲いていたユリ系の花に、通りがかりの桑の実、毎年恒例のウミウシの花。

　葡萄に、自生中の我家の「ネジリ花」。

2014
07-06
（日）

　早朝から、いい天気の予感。
原稿を一書きしてから、「HinoVoice」的散歩に出発。
　まずは、スタート地点の豊田駅南口へ向かいながらの三景。多摩平商店街の裏、よさこいのポスター、外装工事進むイオンモ
ール多摩平。
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　8：08、散歩開始。
スタートの南口、昭和10年台と番組で教えてもらった丸池の小便小僧、初めて渡った中央線の立橋（豊田駅東側）。

　崖線沿いの湧水で、夏でも涼しい公園の三連続。清水谷公園の鯉、山王下公園、そして黒川清流公園。

　8：40、黒川清流公園で一休み。
木々の呼気漂う森、多摩平時代に瑞とよく遊びに来た一角、亀とカモの日光浴。
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　崖を上がって、この３年くらいで景色の一変した辺りと、旧テラスハウスの一角、多摩平御料の森公園。公園は、openしてから
初めて。

　濃厚な昭和の香りを醸し出す二棟、休憩した多摩平第一公園のかどで像、ふれあい館。

　多摩平交番の団地時代の地図、青空の下のイオン、9：56ゴールの豊田駅北口。
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　午後、娘は英検の試験とかで、町田の法政大学に用事。
送り迎えなどをして、帰り路でコーヒーフラッペなど買い食い。

　夕方、母は「飲んだくれの会」。そのお出かけまえに、夕方の散歩。
大きくなる柘榴、ネムの木の花、豪華絢爛なユリ。

2014
07-11
（金）

　心配された昨夜からの台風の影響もなく、朝から晴天。

2014
07-12
（土）

　早朝は曇りも、時間が経つにつて青空全開モードに。
まずは、珍しいと時に咲いた柘榴の花と、先週より一回り以上大きくなった実。
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　長山団地の夏三景。かま首をもたげるトリトマ、ホウズキ、向日葵。

　そしてシーズンを迎えつつあるサルスベリ、旭ヶ丘中公園、トウモロコシの収穫が終わった畑。

　気温高く、ムシムシ。午睡などして過ごし、庭のトウガラシと蜜柑を愛でる。
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　夕方にコナンの爪切りとそこからの散歩しながら帰宅。ただ、カメラの持参を忘れ、画像なし。
今日は、八王子で30度を超えた真夏日だったとのこと。

2014
07-13
（日）

　今日は曇りで、幾分過ごしやすい感じ。
昨日より大きくなっている北公園の赤松茸？、アメリカ芙蓉。

　星形の花、夏祭りのポスター、会場の準備風景。

　母娘は、昼前にフラのレッスン。娘は、帰ってすぐ、お友達とお出かけ。
父と母は、テンヤで昼食。そして、父は、その足で散髪に。

　昼食後に原稿書きして、そのまま夕方の散歩。
百合、Aura243、無花果。
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2014
07-14
（月）

　祝、W杯、ドイツ優勝。1990年以来、24年ぶり。

2014
07-15
（火）

　濃い藍色の朝顔、咲きました。
ここ数年は白が多かったので、彩りが欲しくて、GW頃に買ったやつです。

　塾から、漢検の証書が届きました、準二級、合格です。

2014
07-17
（木）

　今朝、父は朝から外で会議のため、ゆっくりめ。
濃い藍色の朝顔第二弾と、ツユクサを鑑賞。
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2014
07-18
（金）

　瑞、一学期の終業式。
学校から英検の証書をもらってきました。英検3級にも、合格です。

2014
07-19
（土）

　朝から小雨時々曇り。

　娘は、朝から塾の受験生モード。それを送りに行ってから、散歩。
北公園の例年通りのキノコ、オニユリ、黄花コスモス。

　散歩後に朝食して、原稿書き。
書きながら、北海道への途中に横田へ立ち寄るというMV-22"オスプレイ"を密かに待つ。

　空振り？のまま、夕方。夕方のお勤め。
紫の小花、ユリ？、地区センターの夏まつり。
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　散歩後に夕刊を見たら、オスプレイは朝9時過ぎに横田に降りていたとのこと。
送りに行っていた時刻でした･･･。
　また、顧客情報流出のベネッセから、「すみません。漏れた名簿に入ってました。」の手紙が。
多摩平以前の、シマジローの時に、お世話になってました。まあ、住所も電話番号も変わっているので、実害なしです。

　17：45まで塾で頑張っていた娘を迎えにいき、そのまま夕食へ。
途中雨が激しくなり、地区会夏祭りは･･･恐らく中断に。 

2014
07-20
（日）

　昨夜半からの雨は上がり、今朝は降らなさそう。
原稿書きの後、駅前方面に散歩。まずは、鬼百合、ゆいま～る多摩平の森の槿（むくげ）。

　"AEON MALL"のロゴを見せたイオン。できてる感が一層。
交番裏のマンションもカバーが外されていました。手前の旧多摩平名店街の残影は、あと数か月しか見ることのできない景色で
す。

　もうじき橙色の実に代わる「冬珊瑚」、警備隊長と今朝の朝顔。
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　朝食しながら、仮面ライダー。
母娘はフラのレッスンでお出かけ。地味に、原稿書き。

　いっこうに帰ってこないので、夕方の散歩。 出がけは青空が覗く東の空、ネギの花、クヌギに集うカナブン。

　途中で雨が降り出したので、途中でD○へ直行。
そしたら中で高橋匠馬君一家に会い、久しぶりに匠馬君を見ました。大きくなって、大人びてました。

　帰宅したら母娘も帰っていて、社教へHome（ポケットの中高生版）の打合せへ行くという娘を送ったついでに、夕方の買い出し
へ。
アクエリアスの2リットルペットボトル、大人買い（箱買い）しました。

2014
07-21
（月）

　海の日も、朝から曇り時々小雨。

　娘はお友達と桑志高校の説明会へ。それを駅まで送ってから、散歩。
畑で残って頑張っているトマト。そして、いかにも「椎茸」な北公園の今日のキノコ。
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　正午前から、青空が覗くよい天気に。
昨日のD○で買ってきた日日草、畑。でも天気は一進一退。

　14：00前、2機のオスプレイが南に飛び去っていきました。札幌から岩国への、横田での給油立ち寄りでしょう。
音が以外に小さく、カメラの用意が遅れたものの、朝からスタンバっていた甲斐がありました。コナンもベランダで光合成してい
ました。

　娘は出てったっきり、音信不通。
　その帰りを待ってもいられないので、夕方の散歩。青空で、気持ちよし。
畑のトマトと33号鉄塔、朝より大きくなった（？）「椎茸もどき」、咲き始めたグリーンベルトのサルスベリ。
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　成長する木芙蓉に、ブドウ。そして夕日に輝くサルスベリ。

2014
07-22
（火）

　娘は、再び受験生モードで朝から塾。
今日、関東甲信地方は梅雨明けし、そして真夏日。 

2014
07-25
（金）

　娘、桑志高校の体験教室へ参加。この日、猛暑日。 

2014
07-26
（土）

　朝から快晴、雲一つなし。
気温が上がらぬうちに、朝の散歩。ナス、残念ながら切られてしまったザクロの枝、今日のキノコ。

　セミの抜け殻、コガネムシ、長山団地のヒマワリ。
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　明日の「日野よさこい」の幟、一層できてきた感充実のイオン、お目当てのツバメの巣はもぬけの殻。
昨夜は居たので、今朝、巣立ってしまったようです。（その後、夜は4羽が寝に帰ってきているようです。）

　受験生モードの娘を塾に送ってから、赤のアサガオ、赤くなりはじめたトウガラシを愛でる。

　日中は暑くて、クーラーを着けて消してを繰り返しながら、原稿書き。あまり進まず。 

　夕方、豊田駅南口近くでフラのイベントに母を送っていき、帰ちに娘をピックアップ。
それから夕方の散歩。秋に向けた大根フォームが始まった畑、35号鉄塔越しの夕陽、旭ヶ丘中央公園の夏まつり。
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　暑さにだれるコナンと涼んでいたら、テレビ東京が隅田川の大花火大会を、日野ケーブルテレビでは立川の昭和記念公園の
花火大会を生中継していまいた。
両会場とも、去年は途中で（立川は上げる前に）で大雨により中止でしたが、今年は最後まで行けそうです。

　イベント終了の電話で母を拾って、遅めの夕食。 

2014
07-27
（日）

　昨夜からの熱帯夜を凌いだら、朝からドピーカン。田んぼの緑を見て涼んでこようと、散歩。
まずは、出発を見送る朝顔、おnewの散歩服の一匹、工事が始まっている東芝跡地。

　踏切を超えて車両センター脇の栗林を抜け、平山の八幡さんにお参りして、弁財天で「しおからとんぼ」に挨拶。
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　用水のカワムツやハグロイトトンボにも挨拶しながら、目的地の水田に到着。青々しく、目が洗われます。
急速に宅地化が進むこの辺りでは、ここしか残っていない模様。いつまでも、このままで有ってほしい光景。

　夏の景色二景。で「ここまで来たら」と長沼橋へ。

　河原でショッカーの怪人ごっこするアオサギ。調べたら、「羽干し」をしているらしいです。
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　橋からの長沼方向の景色、自己撮影。
コナンに水分を取らせながら、ゆっくりめに帰還。

　母娘は、フラのレッスン。父は、録画しておいた今日の仮面ライダーを見ながら、朝食。 

　幾分回復したコナンを連れて、「ひのよさこい」を見物しに、11:15に家を出る。
直上からの猛烈な日光、地面からの照り返し、鮮やかなお揃いの衣装、皆で踊ることへの想い。全てが暑いです、まるで部活で
すね。
　旧・多摩平名店街の残影前で、新品のイオンモールのロゴを背景に、今年ならではの三景。

　会場では、よさこいを取材中の「さんぽみち」のお二人にお会いし、コナンはタカミンさんに頭を撫でてもらいました。 

　ただ、暑すぎてコナンが茹で上がりそうなので、会場を1時間ほどで撤収。一匹は、帰るなりノビテました。
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　父の暑さが一段落した頃、母娘帰宅。娘は、すぐさま、お友達と外遊。

　14:00過ぎより、北から黒い雲。時々、ゴゴゴロ。15:00過ぎは、とうとう大粒の雨。 

　雨が上がったので、夕方の散歩を兼ねて16:30からの「総踊り」を見にいくも、会場は閑散。
さきほどの雨で、中止になった模様。残念な帰りみちに見たセキレイ、畑からの太陽。

　思いがけず3回も散歩して、コナンはヘロヘロ。お疲れさんでした。今日の踊り子さん達にも、取材の方々にも。

　18:30すぎ、娘帰宅。夕食へ。 

2014
07-29
（火）

　昨晩は窓から涼しい風が入ってきて、過ごしやい夜でした。
朝、赤と薄青の朝顔が咲いてくれていました。

2014
07-30
（水）

　朝顔、二景。
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2014
07-31
（木）

　娘が塾長からもらったという、巨大なサングラスのオモチャ。

18/18ページ瑞季と「コナン」の部屋（2014年7月）

2014/08/01http://www1.hinocatv.ne.jp/mizuki-y/2014-07.html



2014
08-02
（土）

　昨夜の雨も涼しさを呼ばず、今日も朝から高温多湿。茹で上がらないように、朝7時、散歩に出発。
8月の空と畑、ゴーヤの赤子、モミジアオイ。

　昨夜の雨も涼しさを呼ばず、今日も朝から高温多湿。茹で上がらないように、朝7時、散歩に出発。
色づきはじめた葡萄、向日葵、オクラ。

　娘は受験生モードで朝から塾。その後に、Home（ポケットの中高生版）。母は、フラの集まりで、午後から外出。
ならばと、父も図書館で新聞記事漁り。マイクロフィルムのプリンターが新型になっていて、快適。昭和8年1～6月を漁ってきまし
た。
　図書館を出たのは16：00過ぎ。酷暑の真っただ中でした。母がもらったてきた新ジャガを茹でて、昼飯に。

　18:00過ぎ、娘が一旦帰宅。鞄を変えて、すぐにHomeへ。それを見送った後に、夕方の散歩。
夕雲、夕陽を浴びつつ西へ向かう旅客機、蝉。

　21:30過ぎ、母帰宅。駅で、匠馬母（フラで一緒だった）を通じて、匠馬くん経由で娘に帰ってくるように指示。
22：00を僅かに回って、娘、帰宅。 
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2014
08-03
（日）

　昨夜も寝苦しい熱帯夜。涼しげな水田を見てくるべく、06:50、昨日の朝刊に入ってきていたHino Voice8月号的散歩に出発。
　ただ、日野駅はスタート／ゴールに遠いので、七ツ塚をスタート／ゴールとすべく、まずはスタート地点を目指す。
サルスベリ咲く三本杉稲荷、緑ヶ丘公園（丸い公園）で見た秋の空、スタート地点。ここまで家から、ちょうど3km、50分ほど。

　散歩スタート直後のコスモス、和田ブルーベリー園のブルベリー、寄り道した「埴輪公園」。

　谷地川を遡って下田橋まで、橋を渡って八王子市側を下りつつ、谷地川の堰と鯉を眺める。

　旧谷地川跡遊歩道に折れて、コナンへの水休憩後、木陰を進む。
ハグロイトトンボ、石川堰。そして、新旭橋付近で谷地川と立体交差する日野用水。
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　都道169号線で見た往年の名車。ホンダS800クーペと日野コンテッサ1300クーペ。ツーリングでしょうか？

　都道169号線を東に。できてもうすぐ1年の巨大パチンコ屋、東光寺大根の心意気の看板、都道沿い日野用水の鯉。

　成就院・東光寺薬師堂に寄り道、ぼけ封じ観音にもお参り。そして、水田とコナン。
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　東光寺通りに出て、ようやくの目的地「よそう森公園」に到着。時刻は、9:00ちょうど。
休憩しながら、名前のように今年のコメの出来具合を予想。もっとも穂がまだ出ておらず、何も分からず。

　東光寺小方面に戻って、寿園さんの葡萄棚。そして、もうひとつの目的地、「水車堀公園」。

　東光寺緑地の山道を上って、帰路へ。
山道途中からの多摩川方面の景色と、先月のHinoVoiceTVに出ていた喫茶店Girl、去年の多摩平編に出ていた「ゆいま～る食
堂」。
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　帰宅は10：00過ぎ。歩いた距離、11kmとちょい。シャワーを浴びたら、父の両腕は日焼けしてました。

　母娘はフラのレッスンで、父が帰宅した時にはもうお出かけ。昼過ぎに戻るも、母は、またすぐにお出かけして、夕方にご帰
還。

　日中、父と一匹はダラダラして過ごし、夕方に軽めの散歩。
ビバヒルズの夕景、ボーイング787、山道からの景色と、畑の夕暮れ。

　娘は、お友達と祭り見物とかで、18：00過ぎに外出、21：30過ぎに帰宅。
話を聞けば、平山団地にいたとのこと。

2014
08-05
（火）

　朝から快晴、超高温。この日、お隣八王子市では最高気温37.7度だったとのこと。 

2014
08-06
（水）

　連日の、八王子で37.7度！。 

2014
08-07
（木）

　長年に渡り働いてきた我が家の炊飯器、釜のゆがみで蓋がうまく閉まらくなり、急きょ新型を導入。
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2014
08-08
（金）

　父、入社以来初の夏休み。12日まで。
娘も、今日は、受験生モードではない模様。

　夏休み初日は、台風の影響か薄曇り。せっかくの休みなので、日野橋まで遠出することに。
7：00に家を出発。薄日に光るゆいま～ると、ツバメに挨拶。

　順調に歩いて、8：00前には日野坂まで到達。坂上からの風景、レインボーなカナチョロ、日野図書館脇の高札場跡。

　懐かしい甲州街道の、今も残る蔵三景。
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　日野警察署を脇に入って、江戸時代の甲州街道へ。そして、20歳前の2年間住んでいたあたりへ。
アパートの前に広がっていた田んぼも今は住宅となり、元のアパートはとうに建て替えられていて、大家さんの家もなくってい
て･･･、どのあたりだったか分からないくらい。
　5～6年前に来た時は、まだ面影があったのにと、とぼとぼ甲州街道駅に向かう。

　8:40過ぎ、日野橋に到着。河原の緑、日野橋とコナン。

　休憩してから、橋の向こうへ。日野橋から立日橋を見るの図、アオサギ。そして、立川市側へ入ってＵターン。
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　この辺りから、雨がポツポツと。時折の雨をなんどか雨宿りしてしのぎつつ、そうは濡れず帰宅に成功。
時刻は10時過ぎ、歩いた距離は12km弱。 

　親子三人と一匹は、昼間、午睡やダラダラして、夏休みモードを瀬満喫。

　早めの夕食後、夕方の散歩。雲のすきまに青空が覗く南の空、グリーンベルトのサルスベリ。

　父、夕食後に立ち寄った靴屋で、新型スニーカーを購入。こんどのは、Nike・メインドロー。

2014
08-09
（土）

　今日より、父の実家へ顔見世興行。
四国沖にある台風の影響か、朝8時頃から激しい雨となり、散歩が危ぶまれるも、9時半過ぎに止んでくれたので、出すものだけ
出しに。
　そのコナンを預けて、興行に出発。 

　最近の定番、関越の横川SA経由で、父の実家へ。
SAの風景、富岡製糸場の世界文化遺産登録記念ラベルのおぎのやの「峠の釜めし」、ツバメのヒナたち。
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　雨には遭遇したものの、激しいものではなく、無事に父の実家に到着。
　今年は、高田が徳川家鵜脚が六男忠輝によって開かれて400年。そして、謙信公祭に今年もGACKTが来るようです。
氏が来ると2日感で20万人の動員とかで、要請する気は分かるような。なお、氏が乗る白馬は、持ち馬を持参しているとのこと。
さすが、毎年「一流芸能人」。

　右は、入れ替わりで東京へ行っている昌子伯母からも、贈り物。

2014
08-10
（日）

　翌朝も台風の影響は、天気が悪い程度。いつものように散歩。まずは、公園の蓮を愛でる。

　今年の目的地は師団長官舎。その看板に、「お馬出し公園」という新し目の公園ができていたので、寄り道。
行ってみたら、父が通っていた保育園（マリア愛児園）の跡地でした。しばし、懐かしさに記憶をひも解く。
　そして、乙吉稲荷神社。鎌倉時代からこの地にあり、昭和一桁まで、奉幣使が来ていたという由緒ある社。はじめて知りまし
た。
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　お目当ての旧師団長官舎。 明治43年(1910年)に陸軍第十三師団長・長岡外史中将(右）によって建てられたもの。
高校時代は、通学路にあって、毎日眺めていたもの。それ以来の再会。

　本町通りを散策。高田のラーメンの聖地・オーモリ、大正3年から創業100周年の大島画廊、いつもお世話になっている杉田味
噌屋。

　帰路で見かけたウシガエル、バンの親子、春に切られた家の柿木。
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　朝食後に、一泊小旅行へ。
まずは、去年のリベンジ、吉川杜氏館へ。母は試飲し、日本酒ジェラートに舌鼓。
そして、次の目的地への途中で遭遇した横川地区。

　次は、「日本一うまい心太」。父が高校か大学の時に、祖父母と来て以来。 瑞は、1本箸で、上手に食べていました。

　次の目的地への途中で出会った、棚田の風景。
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　第3の訪問先は、日本最初のワイナリー、岩の原ワイン。その石倉、雪室。母は試飲して、家用と今夜用を購入。

　最終訪問地は、米と酒の謎蔵。ここでも母は試飲して、父をうらやましがらせる。瑞が運転できるようになったら、また来よう。
そうなることに記念撮影。

　今日の宿は、謎蔵から車で2分の「米本陣」。部屋からの眺め。
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　風呂に入って、夕食して、部屋で酒盛り。宿の風呂の夜景に、ワインの香りに、6年後を誓う娘。

2014
08-11
（月）

　翌朝。台風も、日本海を北上して、曇りがちも悪くない天気。部屋からの眺めと記念撮影。

　市街へ降りて土産物店などを冷やかし、実家で一息入れて、帰京。
帰りも横川SAで、釜めし。「あおい」越しのSA（上り）からの景色。
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　帰宅後にコナンを迎えに。
父と一匹は、日野中央公園で市政40周年のカルタマンホール蓋を探しながら、散歩して帰り。

2014
08-12
（火）

　夏休み最終日。期待に反して、曇り、時々小雨。朝のお努めも、ショートコース。
長山団地の鉄砲百合、朝顔、熟して落ちたゴーヤ。

　久しぶりに、Coop高倉店パン屋で購入のパンで朝食。
その後も娘が起きてこないので、新聞記事整理。外は、小雨、時々降り止み。 

　特にイベントなく、夕方。雨の合間にコナンと散歩。
朝食の買い出し時、旧「東京都新都市建設公社」に建設計画が出ていたので見にいったら、Coop高倉店が移転するとのこと・
完成は、来年9月中旬。
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2014
08-15
（金）

　夜明け前の光景。気が付けば朝晩は秋らしさを増し、陽も短くなってきています。秋分の日まで、あとひと月ちょい。
今日は、終戦記念日。

2014
08-16
（土）

　市政40周年記念のカルタマンホール蓋の写真を撮るため、6時過ぎに家を出て、万願寺まで遠征散歩。
隣の畑に朝の挨拶、ゆり科の花、朝日の中のリエント多摩平。

　創立60周年の二中前を通り、ヤギさんによる除草の予定地を過ぎて、神明野鳥の森公園で、ミンミンゼミに遭遇。
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　神明二丁目の交差点から梵天山古道に降りて、滝坂下の水田を愛でつつ、収穫間近の梨を鑑賞。

　途中で出会った寺社にお参り。スシロー近くの金山神社、日清園さん奥の別府社、万願寺中央公園近くの八幡大神社と安養
寺の本堂。
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　8:00前、目的地の万願寺中央公園にて、マンホール蓋を撮影。そして休憩。
ここは、2004年の「新撰組フェスタin日野」以来、10年振り。建物はほとんど変わっておらず、ミニSLのレールも健在。
　その後、万願寺の一里塚を見て、帰路へ。途中で、撮りにきたマンホ－ル蓋とコナンを写す。この蓋は「ろ」、句は「ロマンある
新撰組」。

　途中で遭遇したトンボの二景。シオカラトンボに、ハグロイトトンボ。
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　09:30過ぎ、予想外に早く帰宅。
その後、一匹は遠征疲れで、バタンキュー。父は、CATVの「仮面ライダー響鬼」の一気見を堪能。

　午後も天気は良くならず、時折、小雨状態。手早く、ショートコースで夕方に散歩。

2014
08-17
（日）

　今朝も、曇り空。朝の散歩も、ご近所コース。
長山団地で見た、ゴーヤ三景。熟し中、キュウリ？、キュウリ？？。

　我が庭の景色。冬珊瑚、ショウリョウバッタ、シジミチョウ。
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　母娘は、午後からフラのレッスン。ならばと、父は、図書館で昭和8年下半期の新聞記事漁り。 

　4時過ぎに帰宅するも、母娘はまだ帰らず。コナンと夕方の散歩。
薄日で気温は高くないものの、湿度は充分･･･。その中でのサルスベリに、アブラゼミ。

2014
08-19
（火）

　赤とも青ともつかない朝顔、一輪。

2014
08-20
（水）

　暑かった1日。コナン、満6歳。
この日、コナンは暑い二階で長時間昼寝していたとのことで、熱中症のようになって元気なし。
父が帰った時も元気なかったが、水を多く飲ませて、徐々に回復に。

　写真は、元気ないなりに散歩した時に、母がもらったカレー屋さんのチラシ。
これを配っていた（お店の？）女の子が「ここはどこですか？」と迷子になっていたらしいので、近くまで案内したとのこと。
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2014
08-21
（木）

　コナン、ほぼ元気になる。

2014
08-23
（土）

　久しぶりに航空ファン来月号に、4ページもらえることになり、何を出すか思案。

　家の三連朝顔に見送られて、朝の散歩。まずは、件のカレー屋さん。前はラーメン一色。

　そして、イオンモール多摩平の森。
工事用の背の高い白い囲いが取り払われて、中の様子がうかがえるようになりました。イオンとテナント等の看板も付いて、植
樹もされてました。
　Openまで、あと２か月とチョイです。
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　帰りがけの、ゆいま～る多摩平の森。

　雨がポツポツ落ちる昼前、家族三人で、八王子の工学院大学付属高校を見学。その後、八王子で買い物。娘は本、母はバッ
グ。 

　夕方、早めの散歩。
青空の34号鉄塔、グリーンベルトのサルスベリ、日中帰りがけの、残照のモミジアオイ。

　2匹のアゲハ蝶、残照その２、蝉二匹。
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2014
08-24
（日）

　夜明け前、窓からの風がヒンヤリしていて、タオルケットを手繰り寄せました。

　今朝の散歩も、家の朝顔に見送られて。

　モミジアオイに35号鉄塔、スズメ、晩夏の富士山。

　旭ヶ丘中央公園での、アブラ蝉と蝶、ミンミンゼミ。
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　母マス目は、フラのレッスンで午前中にお出かけ。父は、航空ファン原稿手入れ。
相手を求めて、珍しくコナンが父の部屋で休んでいきました。

　原稿に飽きて、夕方の散歩。夕方のミンミンゼミに、名知らずの花。

2014
08-26
（火）

　バッタが家に闖入。それに驚いた娘が扇風機「風子」をなぎ倒して逃げたことにより、「風子」の羽1枚が欠損、もう1枚にヒビ。
動かすと首を縦に振るようにもなってしまい、1998年以来の働きも今季限りか・・・。 

2014
08-27
（水）

　昨夜からの小雨模様で、朝はすいぶんと涼し。今日の最高予想気温は21度とのこと。 

2014
08-28
（木）

　昨夜も肌寒く、毛布が必要でした。 

2014
08-29
（金）

　肌寒い朝。夏休み最後の勉強い、娘、登塾。
父は、航空ファン来月号の原稿を出して、一安心。

　夜。飲んで帰ろうとしてた父はその途中、どこかで転んだか、気が付けば中野あたりの病院。母娘も駆けつけ。
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聞けば、頭を切って、救急車で運ばれて縫ったとのこと。ご迷惑をおかけしました。
　親子三人で、電車で帰ってきました。 

2014
08-30
（土）

　娘、塾の月例テスト。ご苦労さんです。

　父はそんな訳で、今日はおとなしくしていることに。で、コナンの散歩も近所一周。
餅つきの先達池田さんのところの稲穂、木芙蓉、いつもの風景を角度を少し変えて。

　父は日中、新聞記事整理。夕方に、散歩。
畑、秋雲、openしたカレー屋さん。

2014
08-31
（日）

　暑くはないが、薄曇りお夏休み最終日。
駅まで散歩。散歩途中のアメリカ芙蓉、イオン。

　藤の種、ゆいま～る、庭のトレニア。

24/25ページ瑞季と「コナン」の部屋（2014年8月）

2014/09/01http://www1.hinocatv.ne.jp/mizuki-y/2014-08.html



　午後、青空出るも暑くもなく、いい感じ。庭の唐辛子も成長中。

　4時半、夕方の散歩。フタホシテントウ、コナン、サルスベリ。
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2014
09-01
（月）

　娘、二学期、始まる。父は、医者へ行くため、会社休み。
夕方からの娘の塾。母のフライベントと、送迎に人気。

2014
09-02
（火）

　久しぶりに、朝から一面の青空。11日振りだとか。

2014
09-05
（金）

　父、会社を早引けして抜糸。

2014
09-06
（土）

　曇天、ところどころに青空の欠片。
北公園のどんぐり、長山団地のブルーサルビア、百日紅。

　散歩後にインターネットを覗いたら、オスプレイが居るとの情報に、「横田基地友好祭2014」モードON。
　今年は電車で行こうと、北八王子まで歩いて、八高線で拝島まで2駅、拝島駅から約20分程歩いて、横田基地第5ゲ－ト。
手荷物検査に30分、入り口付近の売店から飛行機の地上展示地区まで10分、時時刻は10：00前。そこから、ビールを片手に飛行
機見物。今年は、展示地区に売店が出ていて、ビールをgetできたので、もう一周。

　炎天下も人出はすごく、あれよあれよという間に、広い基地が人で埋まっていきまたした。
写真は、警視庁のお回りさんが警備していた人気のオスプレイ、ファイズのヘリコプター、沖縄・嘉手納基地からのF-15の三景。

　午後になっても続々と入ってくる人を横目に、13:00過ぎ、基地を出て拝島駅まで徒歩。途中の16号沿いのコンビニは、大繁盛し
てました。
家に着いてシャワーを浴びようとしたら、かなり日焼けしていることが判明しました。

　夕方、重い身体をほぐすべく、コンナと夕方の散歩。
ゆいま～る多摩平のサルスベリ、エイリアン的”無花果”。
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　家族で夕食。その店を出たら、雨がポツポツ。予報通り、明日は雨か？。 

　夜、コナン、洗われる。 

2014
09-07
（日）

　昨夜からの雨、継続中の朝。横田基地友好祭二日目は断念、散歩も延期。

　昼前、母娘はフラの合同練習とかで、七ツ塚のファーマーズセンターへ。 

　夕方前に雨が止んだので、散歩。風が涼しく、秋の気配あり。
木芙蓉、（切られていない方の家の）柘榴、そして青空が覗き始めた北の空。今宵の横田の花火は、できそうか？

　20：30前、北の方からドンドンと花火の音。横田での音が届いてきているようです。 

2014
09-10
（水）

　イオンモール多摩平の森、11/20にグランドオープンとのこと。

2014
09-13
（土）

　三連休初日。朝は曇天も、回復の気配あり。
以前住んでいた西平山の山王さんにお参りに、朝の散歩。北公園のどんぐり、咲始めた彼岸花、名前知らず。
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　リンドウ、コスモス、見事な丸ナス。

　お目当ての山王さんにお参り。そして、裏の板碑と、大和田の関根神社にもお参り。

　帰り路。できてきた（元）母校の航空宇宙実験棟と、季節外れの庭のいちご。
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　日中、午睡などしてのんびりと過ごす。

　夕方、いい天気なので早めに散歩。出発時の景色、ツマグロヒョウモン蝶、旭ヶ丘北公園の彼岸花。

　多摩平第一公園のホウノキの葉っぱ、五小近くでの夕景、目的地「多摩平二号水源」。

　駅前を通って、夕刻のイオン工事を眺めつつ、帰宅。畑からみら夕景。
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2014
09-14
（日）

　昨晩の雷雨を吹き飛ばして、早朝から雲ひとつない快晴。庭の朝顔とトレニアを愛でる。

　そんな中、娘は模試で西八王子へ。送ってから朝食して、朝のお努め。
畑からの快晴の空、六小脇の多摩平第五号水源、ゆいま～る多摩平の森。

　そんな中、娘は模試で西八王子へ。送ってから朝食して、朝のお努め。
多摩平第一号水源？、草取りヤギさん、多摩平第四水源。
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　帰りがけに、人だかりができている放牧の草取りヤギさんたちへまた立ち寄って。

　午後1時半。模試が終わる娘を迎えにいき、一旦帰宅して着替えてから、昼食。暑いので、丸亀のウドン。 
　その後、百均でゴソゴソ買い込んだ母娘は、家に帰ってから、明日のフラの準備。

　父と一匹は、夕方のお努め。
畑の夕景、ニンジンの花。それに立ち寄るツマグロヒョウモン蝶（雄）。
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　給水タンク越しの夕陽、元ボンクラの解体中現場。何になるんだろう。

2014
09-15
（月）

　敬老の日の今日は、早朝から曇天。

　そんな天気に気合は入らず、朝の散歩は近所巡り。
小型の蝶セセリ、池田さんとこの稲穂、木芙蓉。

　昼前、フラのイベントに参加の母娘を、八王子いちょうホールに送り、一匹と留守番。

　夕方、早めに散歩。ニンジンの花にツマグロヒョウモン蝶（雄）、彼岸花にアゲハ蝶。
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　「サンマルク」跡のファミマに、Co-opの新高倉店予定地から、現店を。工事着工は10月31日へ延期になった模様。

2014
09-20
（土）

　朝からべったりした曇天。気温も上がらずなので、散歩はご近所モード。
北公園の彼岸花、長山団地の彼岸花の花列、早くも溜まりはじめている落ち葉。

　すっかり赤い姫りんごの実、色づき始めた池田先達の稲穂、白と淡い桃色の朝顔。
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　夕方前、コナンの爪切りに出かけるも、トリマーさん早退で残念。「それじゃあ」と、神社巡り散歩に。
まずは、鉄道技術総合研究所の日野土木実験場を渡って、日野駅脇の変電所を抜けて、駅を過ぎて、栄町の児童館を見て。

　目的地の人るの「日野宮神社」を見つけられないまま、ウロウロして東光寺界隈まで到達。
東光寺団地わきの田んぼ、石橋の記念碑、最終目的地「東光寺神明社」。

　帰路。東光寺ハケ上で見た見事な栗、七ツ塚の金毘羅さん、多摩平からの夕陽。
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　家の階段から見た日没後の夕映えの雲。肌寒いので、夕食は、伝家の「ほうとう」。

2014
09-21
（日）

　今朝は、一転快晴。

　仮面ライダーを見てから、朝の散歩。
すっかり赤いハナミズキ、サラチになった元ぼんくら、旭ヶ丘小から八王子市街方向。
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　訪れたのは、八王子大和田の神社。左から、謎の、日枝神社、ムラウチの栄寿稲荷。

　帰りに見た八高線の電車。家に着いて、朝食後の水やり時のバッタに、紫蘇の花。

　フラのレッスンから帰った母娘と昼食後に、トレニアを撮っていたら、ヒョウモン蝶が我が家の蜜柑に。
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　隣の畑を見に行ったら、違う色の蝶が来ていました。

　母は夕方、お出かけ。父と一匹は、夕方のお勤め。
畑から東の空、上から見た彼岸花、昨日ブルーを撮ったので、今日は地元のレッドを。

2014
09-22
（月）

　父、人間ドックで休業。

　夕方、コナンがせがんできたので、お勤め。
地区センターから見た、33号鉄塔越しの34号鉄塔。
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2014
09-23
（火）

　秋分の日、早朝から好天。今年の秋の大遠征は、土曜のリベンジ・日野宮神社から、上田の天満宮を回るコース。
6：50、出発。お彼岸の日の彼岸花、匂いはじめた国道20号の銀杏の実、スーパーサエキの近くにできたパン屋。
パン屋さんopenは、月曜日の「デイリーひの」で取り上げていました。

　日野大地の東端へ辿り着き、大坂上浄水場へ寄り道。すぐさま、坂を下りて。

　念願の日野宮神社へお参りして、線路を超えて飯綱大権現にもお参り。
そのまま目の前の坂を上って、矢の山公園の日露戦争戦没者慰霊の前で一休み。時に。9:00。
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　南下して日野中央公園を抜け、滝坂に。
滝坂下の田んぼは稲刈りが済んでいて、角上魚類の西側はまだでした。

　角上魚類、末広と過ぎて小道へ入り、天満宮へお参り。
これにて、父と一匹は日野市内の浅川以北の神社をフルコンプリートの一歩手前。

　ハケ沿いに西進。堀之内緑道を抜けて、石垣ふうなハケを眺め、myレンガ橋の御宅を見物。
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　白髭神社にも詣でて、中央図書館近くの稲荷神社にも挨拶。そして線路を渡って帰宅。時に11時、4時間の大散歩完成。

　午後２、三人で買い物。瑞の修学旅行ものやら、父のパンツなど。
そのまま夕食に向かい、帰って夕方の散歩。もう真っ暗で、写真なし。ごく近所を回っておしまい。

2014
09-27
（土）

　朝刊の折込チラシの中から、「日野Voice（Vol.119、最終号）」を手に取る。予告通りの最終号。終わるのは残念も、次の形に期
待。

　青空が覗くも、雲があり、気温低めの朝。
冬へ向けたキャベツ育成中の隣の博多、ドングリ大豊作の北公園、夏の名残り。

　秋モード化中の金木犀、久しぶりの歓迎、ススキ。
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　午後、コナンの爪切りにリトライ。その後、行き漏らしていた神社を訪ねる旅に。
まずは台地を下りて、一本裏へ入った道で東へ。恰好のいい住宅の前を通り、梨園を抜けて、第一目的地の万願寺稲荷さんへ。

　高速を北へ抜けて、昔の甲州街道・以前に住んでいたあたりを抜けて、日野警察あたりへ。
その途中、庚申塚を発見。万延元年とあるので、「桜田門外の変」の年、1860年もの。
　その後、人形の鈴藤さん近くに祠を見つけ、通り沿いの御宅にお稲荷さんが多くあるのを確認しながら、井上源三郎記念館を通
って、西へ。

　第二の目的地・姫宮権現を見て、「よそう森公園」裏のたんぼを抜けて、第三の目的地・栄町五丁目のお稲荷さんへ着くも、邸内
祠で残念。
　帰還途中に、閉店となった甲州街道沿いのKFC店を発見。イオンモール多摩平の森の店舗一覧に名前があったので、そちらに
引っ越しか？。
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　3時間近くの散歩、終了。その足で、夕食へ。 

2014
09-28
（日）

　立川の防災航空祭の今日は、昨日から一転、快晴。頑張って（？）咲いた朝顔、金木犀と鉄塔、コナン。

　朝食と仮面ライダーもそこそこに、ドピーカンの航空祭へ。楽しんできました。

　帰り道の昭和記念公園のススキに、立川駅前の像。
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　帰宅したら娘はお友達とお出かけ。立川の写真を整理して、父と一匹は夕方の散歩。
まだ咲いている朝顔、夕陽を受けて小金色のほうれん草、アメリカ芙蓉も咲いていました。

　こちらも金色に輝く第七幼稚園と、そこからの夕景。

　18：30前、娘帰宅。揃って食事。

　その後、昨日購入したガチャガチャを組立。
そういえば、左の写真の「仮面ライダー鎧武」は今日が最終回。今までのライダーとは違った面白さはあったが、なじめない感があ
ったのも事実。
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　夜、甥の宏一から電話あり。来年5月に結婚とのこと、新潟市での式に家族三人招かれました。ありがたや。 

2014
09-29
（月）

　娘、修学旅行の荷物を持って、登校。学校から宿泊先に、宅急便とのこと。 

2014
09-30
（火）

　娘、朝6：00前に修学旅行へ出発。初日は、奈良とか。
まずは、班ごとに電車に乗って、東京駅に集合とのこと。そこから「のぞみ」で京都へ。

　四中のブログで修学旅行の様子が分かります。夕食時の写真、左手前に娘が。
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2014
10-01
（水）

　修学旅行２日めの京都は、いい天気だったようです。
そして、夕食はスキヤキとか。豪勢なメニューよりも、ハンパない肉の量に驚かされます。食後には、漆器への絵付けを。

2014
10-02
（木）

　修学旅行最終日。ホテルを出て、タクシーで回ったようです。そして、予定通りに帰りの新幹線へ。

　19：00前、無事に帰宅。父と母への土産披露。母へはふわふわハンドタオルとフェイスマスク、父には扇子。
「疲れたけど、楽しかった」とのこと。

2014
10-04
（土）

　台風接近のためか、湿度の高い曇天。庭の唐辛子を収穫。
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　今日と明日で、八王子桑志高校の文化祭。
明日は台風でどうなる分からないため、今日のうちは行くだけ行くことにして、その母娘を送ってから、コナンと散歩。
　隣の畑の蕪、キャベツに桃色の花。

　旭ヶ丘保育園の運動会、四中南東端花壇の青い花、ハナミズキの実

　散歩の終盤に、イオンモール多摩平の森の様子を見にいく。お弁当屋さんは、10月18日で閉店とのこと。
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　午後、母娘を迎えにいく。
その後、ムシムシする感じのなか、近所をブラブラ。四中の青い花と、紅葉し始めているドウダンツツジ（灯台躑躅）。

　夕方、散歩。閉じているとピンクの、木芙蓉の花。

2014
10-05
（日）

　台風接近ににより、昨深夜から雨。御嶽山が心配。

　朝、仮面ライダー、新シリーズ始まる。
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　昼過ぎ、早々と明日の休校、決まる。メールと電話で連絡あり。

　結局、コナンは散歩に行けず、娘もパジャマのママ終日を過ごしました。
　夜は、レトルトのカレー。左は銀座カレー、右は「レルヒさんのカレー」。

2014
10-06
（月）

　早朝はタダの雨振り模様も、家を出る頃には激しい降りとなり、父は様子見のまま午前休。
その台風も行き過ぎれば急速に天候は回復し、12時前には青空も覗きはじめて。で、出すものツアー。
　くぬぎ豊作の北公園では台風の雨風で大量にドングリが落下、グリーンベルトも大量落下で歩く場所がないくらい。そして帰宅
時の青空。

　いい天気になったので、そのまま休暇に。
夕方の散歩はじめの畑から見た青空、Aura243、紀の國屋さんの「十三夜」の看板。
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　イオンの三夕景。OPENまで、あとひと月ちょい。郵便局と一緒の姿は、あと少ししか見られない景色。

　学校はお休みでも塾はある娘を送った脚で、夕食の買い物。
その時に見た、「十三夜に曇なし」の諺の通りの、綺麗なお月さん。

　21時過ぎに娘を迎えにいき、三人で鍋の夕食。

2014
10-11
（土）

　２週連続台風接近の三連休初日は、薄曇り。
腰いたく、散歩は近所。第七幼稚園の遠藤会、ハナミズキ、秋桜。
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　家で、ノンビリの休日。庭の白い花、トウガラシ。色づき始めた蜜柑。

　青空が覗く中、夕方の散歩。西の空、コナン、イオンと多摩平名店街の名残り。

　夜、母は「飲んだくれの会」。父娘で夕食＆おやつ買い。
そこで仕入れた、仮面ライダー・ドライブ「タイプ・スピード マックスフレア」。

6/19ページ瑞季と「コナン」の部屋（2014年10月）

2014/11/01http://www1.hinocatv.ne.jp/mizuki-y/2014-10.html



2014
10-12
（日）

　連休中日も薄曇り。母娘は、高校の説明会に。
父と一匹は、八王子市高倉町を一周散歩に。東端（向こうは、日野市さくら町）、北端（向こうは八王子市石川町）、凹んだ部分
の高倉緑地。

　北八王子駅からは八高線にそって、南西へ。お世話になってる、リンガーハット。南原団地を避けて高倉南公園へ。ここが南
端と西端。
（と思って家で地図を見たら、八高線沿いのファミマが西端でした！。しまった、写真を撮ってこなかった）
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　南端沿いに、八王子東高校、リカーキング、我が家のコンビニ「サンクス高倉店」を回って、帰宅。

　母娘は昼食して帰宅。よって、父はインスタントラーメン。

　そして、何事もなく夕方になり、夕方のお勤め。
今日も湯型には青空、母校の夕焼け、旭ヶ丘中央公園にて落ち葉のガソゴソ。
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2014
10-13
（月）

　連休最終日の「体育の日」。肌寒い朝。
起きて直ぐに、台風状況をチェック。接近中の台風は予報通り、東に変身していたので、雨にならないうちに朝散歩。
　落葉する無グリーンベルト、四中角の白い花、元・秋山さんさん斜め向かいの美容室がなくなってました･･･。

　遅めの朝食の頃から小雨が降り出し、TVで台風のことをチェック。
時々雨の様子を見に庭を覗けば、白い花に2本めの花が。

　そんなことを繰り返しているうちに夕方近くになり、買い出し。3日連続で、アルプスへ。
肉好き娘をターゲットに、今晩は「しゃぶしゃぶ」。

　夜8時ころから雨が激しくなり、風も出て、台風通過モード。
深夜1時前には、雨風はほぼ収まっていました。 

2014
10-14
（火）

　快晴に近い、台風一過の朝、

9/19ページ瑞季と「コナン」の部屋（2014年10月）

2014/11/01http://www1.hinocatv.ne.jp/mizuki-y/2014-10.html



2014
10-16
（木）

　娘、体育の授業にて、ハードルでこけ、右ひざを故障。
曲がらない方向に「ひざを曲げよう」としたらしく、幾分腫れており、伸ばしたままでしばし安静。
　医者は、幼稚園生当時に骨折して通っていたとこで、骨には異常ないとのこと。まずは、一安心。 

2014
10-17
（金）

　修学旅行での漆器への絵付け品。到着。
時間が足りなかったらしく、花の縁取りは向こうの職人さんが後日にやってくれたとのこと。

2014
10-18
（土）

　久々の好天の土曜日。畑、猫の日向ぼっこ、リエント多摩平。

　囲いの布が取られていて、御開帳のイオンモール。
あと、一ヶ月でOPEN。奥のAEON Styleも出来てきてます。
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　娘は学校公開で登校。学校近くの姫リンゴ、コナンのに日向ぼっこ。

　磯菊のつぼみ。水曜日の好天・高温か、花をつけたイチゴ。

　日中をノンビリ過ごし、午後4時過ぎに夕方の散歩。秋の夕暮れ景色になってきました。
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　帰りに立ち寄ったD2で、棚沢一家と会いました。碧ちゃんとは、5～6年振り。

2014
10-19
（日）

　昨日以上の好天の予報に、朝6時半、秋の大遠征開始。まずは三小前の「首塚稲荷」を目指して出発。
ゆいまーる食堂と茶葉ハナミズキ、多摩平第四公園の紅葉ハナミズキ、日野自動車東側の緑葉ハナミズキとその実。

　7時半、稲荷さんに到着。祠は崩れそうな気配。

　「では」と、次の日野市東端の「とうかん森」を目指して東進・南下。
大坂上から（昨日も来た）「花月 嵐」の前を通り、「お駒止めの松」を覗いて、高速のススキを愛でつつ歩く。
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　別府社にお参りして、万願寺公園を抜けて、八幡大神社にもお参りして、東浦地蔵へもお参り。

　月一程度にお世話になる夢庵、万願寺駅を過ぎて、第二の目的地「とうかんの森」へ。
土方歳三生誕地の近く、土方一門の鎮守様。「稲荷」を音読みして「ん」が付いたのが、名前の由来とか。

　とうかん森をあとにして、すぐ近くの「北川原公園」で小休止。時に、9時半。
2時間半歩くも、コナンは別段疲れた疲れた様子を見せず。多摩川河原を望めば、向こう側は国立市。コナンとの散歩、最東到
達点。
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　帰還開始。上空のモノレールを眺め、ご立派なお屋敷の土方さん宅に感嘆して、石明神社にお参り。

　浅川に出て、川沿いに西行。多摩川と浅川の合流地点から1.4km地点、コスモスアベニューのコスモス、2.4km地点のたかはた
橋。

　駒形公園のポニーに挨拶し、日枝神社にお参りして、3.4km地点。
そこでは、護岸工事で、ユンボが川に入っていました。オジサン的見学者が5～6名と、人気でした。
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　帰還もラストスパート。一番橋から川を離れ、大仏さんに挨拶し、若宮神社にもお参りして、清水谷公園を抜けて。

　イオンモール前を通ったら、記念植樹祭の準備中。店内敷地の小川（？）も流れていました。

　11時前、生還。4時間半歩いて、父もコナンもグッタリ。距離、おおよそ14km。
両稲荷を回って、浅川以北の神社、フルコンプリート。
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　昼過ぎ、母娘はフラのレッスン。留守番班の父は写真整理、一匹は爆睡。

　夕方、早めの夕食後、真っ暗の中、ショートコース散歩。

　娘のひざ、だいぶ曲がるようになっていて、まだビッコ気味ながら、ちゃんと歩いていて、大事ない模様。 

2014
10-25
（土）

　先週に続き、秋の好天。
青空とほうれん草の緑の畑、グリーンベルトの桜の紅葉、冠雪の富士山。

　ハナミズキの紅葉三景。

　わずかに紅葉を始めている、旭ヶ丘中央公園。欅に、早紅葉のモミジの種。
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　11：00過ぎ、耳慣れない音に外をみれば、オスプレイが。
百里基地で明日行われる観閲式に参列なのでしょう。10分程遅れて、2機目も飛来しました。

　夕方の散歩の好天下。
長くなった影、色づきはじめた欅、秋空と欅とリエント多摩平。

　今週のイオンモールに、多摩平名店街の閉店2店。
「ゆめや」と「蘭免ん」は、10月31日で閉店。特に「蘭免ん」は、昭和34年開業で、父より先輩。
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　紀の國屋さんの、ハロウィーンイベント会場。だんだん、立派になってきていま。

2014
10-26
（日）

　好天の朝も、今日の娘は模試で、八王子実践高校へ。

　娘を送っていってから朝散歩。ハクサイ、キャベツ、桃色の可愛い花。

　今朝は大坂上・神明辺りの水源巡り。
大坂上第二水源、神明第三水源はお役御免、神明第二水源。
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　帰り道での、ヤギさん除草隊隊員、たまむすびテラスのパンプキン、ドウダンツツジ。

　母は、多摩平のGirlでのフラのイベントに出演のため、13:30前、父一人で迎えに。
家で制服から着替えて、丸亀で昼食。その後、立川の世界堂へ。

　16:00過ぎに帰宅。母も、帰還済み。その足で、夕方の散歩へ。北の青空、四中グランド越しの母校。

2014
10-31
（金）

　瑞、中学最後の合唱大会。
「賞は取れなかったけど、有志の合唱も含め、今までで一番力を出した。」とのこと。 
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2014
11-01
（土）

　天気予報通りの、嬉しくない雨の連休スタート。
母娘はフラの発表会のため、8：30にお出かけ。父と一匹の留守番班は、雨あがりを見つけて、出すもの散歩。ほうれん草色の
畑、山茶花。

　その後も気温上がらず、一匹は暖を求めて父にベッタリ。
仮面ライダーのDVDを見たり、TVでヒコーキ物を見たりも一緒。そして、17：00前、暗くなりある中を散歩。

　18:00頃、母娘帰宅。夕食へ。 

2014
11-02
（日）

　今日は一転快晴、気温高し。
母は、八王子のアートムーチョに出店のため、8：30前に出発。娘は、その手伝いに召喚、

　朝食後に、散歩。隣の畑、ゆいま～る裏の枝垂れ桜、ゆいま～ると紅葉に染まりつつある欅。

　イオンモールは各種カードの受付け中。昨日から。イオン前の道路が3車線になっていました。

1/23ページ瑞季と「コナン」の部屋（2014年11月）

2014/12/11http://www1.hinocatv.ne.jp/mizuki-y/2014-11.html



　大仏さんにご挨拶して、今朝の目的地、遠藤和泉守の祠。多摩平泉塚の地名の由来。
足を伸ばして、紅葉の石垣。

　帰り道にであったハンターと、父の大好きな多摩平の緑地保護帯の一角。

　昼過ぎ、父は図書館で新聞記事漁り。今回は昭和9年前半。
16：30過ぎに帰宅したら、「遅い！」とコナンに怒られました。「すんません」と、夕方の散歩へ。

　散歩後、昨日録画しておいた、今月からの新番組「日野ぶらり道（どう）」を見る。
天気悪い中の散歩、ご苦労さまです。ぶらり中の写真、これからに期待します。

　18：00過ぎ、母娘帰宅。久しぶりに、近くの洋麺屋「五右衛門」へ。
父と娘は去年の5月以来、母は3年振りくらい。いつも駐車場が空いているので心配なのですが、今日は満席になってました。

　父、明日の入間に備えて、早寝。 

2014
11-03
（月）

　今日は「入間の日」。去年の雪辱を果たすべく、今年は早く着くために早起き。払暁の北の空は、雲一つない快晴。
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　コナンとの早朝散歩も、ソワソワと。いざ、出陣。

　8：00前に国分寺駅で西武線に乗り、8：40に稲荷山公園駅に着。
既に大混雑も、少しづつずつ動いていて、9：00ちょうどに踏切を渡り、念願（年願）を果たす。
　航空自体隊60周年記念塗装機、10時半の抜けるような青空。

　C-1は機数を減らしながら、今年も健在。何時まで、見られるか。
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　ブルーの頃は雲が出てきていましたが、それをものともしない、小気味よい演技を見せてくれました。

　今回は、第一課目と第三科目との混成科目で、披露された第三科目の「サクラ」は初見。綺麗でした。
そして、会場にどよめきを呼んだ「タック・クロス」。
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　14：00過ぎにブルーが終わって、帰途へ。基地内、そして稲荷山公園駅での混雑を抜けて、16：30前に帰宅。
その足で、コナンと夕方の散歩へ。夕焼け、たち昇るようにみえる雲、地区センターの南天。

　入間からの帰りに買ってきた「ひの新撰組」WAONカードに、昨日届いたイオンメンバーズカード。
イオンモール多摩平の森、準備よし。

　入間は、29万人の入場者だったとのこと。 

2014
11-08
（土）

　今週も天気予報通りの、曇天の土曜日。
肌寒い中、朝のお勤め。山茶花、猫、落葉進むグリーンベルト。
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　菊、三色。

　赤く色付いた「名前知らず」、木芙蓉の色。

　母娘は、学校説明にお出かけ。それを送っていった父は、一匹と仮面ライダー「響鬼」をCATVで堪能。
　予想以上に早い「終った」との電話に、また迎えに。
聞けば、向うの手違いで間違った時刻がWebのあるページに載り、うちを含めた数家族だけが集まったもよう。食堂で数家族を
対象に説明があり、クレープをごちそうしてもらったとのこと。

　花月「嵐」で昼食して、母は明日の準備、娘は部屋にこもり、父は新聞記事整理。 

　お日様をおがめないまま、夕方の散歩。
点灯のイオンモール、元「多摩平名店街」でまだ営業中の「サロン・ド・マーチ」。12日まで営業とのこと。
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　イオンモールの「和幸」、そして、17日から営業の「サロン・ド・マーチ」新店舗、イオンペット。

　多摩平の煎餅屋、越後屋「たちばな」。

2014
11-09
（日）

　今日も曇天の朝。母は社教の「おひさま手作り市」に出店、娘はその手伝いにと、朝からお出かけ。
　父は仮面ライダーを見て朝食を済ませてから、「いざ、散歩」という時点で、小雨に。コナン、玄関から出ようとせず、散歩中
止。
父はその後新聞記事整理、一匹はずっと、昼寝。

　昼過ぎ、雨があがったので、散歩へ。
花壇とコナン、花壇の磯菊。六小南門の枝垂れ桜の紅葉。
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　手作り市会場、隣の駐車場でのユリの木の紅葉、会場一角のイオンのカード申込み出張所。

　旧20号まで出て、散策。
更地になっていた元KFCの店舗跡、着工日を過ぎても進展ないCO-OP新高倉店予定地、グルーンベルトの北端。

　午後4時、母帰宅。娘は、店番を放棄して、Home（ポケットの中高生版）の打合せに出ており、その二次会とやらにも出席。
腹減りの父母は、食事。18：00過ぎ、娘、おにぎりを買って、帰宅。 

2014
11-10
（月）

　「イオンモール多摩平の森」の、近隣向けチラシが家に配られていました。
グランドOpenは20日からですが、近隣者を対象として17日からOpenのようです。従業員の習熟もあるんでしょう。
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2014
11-14
（金）

　イオンモール、看板に店名が入りました。塾帰りの娘を迎えにいって、撮ってきました。
元「多摩平名店街」は、工事用の囲いがされはじめていました。

2014
11-15
（土）

　気温低めも、早朝から快晴。冬の気候。新聞整理してから、朝のお勤め。
畑の小松菜、南天、公園。

　グリーンベルトの紅葉、桜、ドウダンツツジ。
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　営業店舗がなくなり囲われてしまった元「名店街」、郵便局も囲われ始めています。そして、今日が最後の「交番前」バス停。

　今週のイオンモール。

　帰り道の皇帝ダリア、花壇の磯菊に、パンジー。
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　寝貯めしていた娘は、午後1時半過ぎに起き出してきて、そのまま試験勉強？、してました。

　お日様が地平線に近づくころ、夕方の散歩。畑、柿の葉、グリーンベルト。

　富士山と夕日。ダイアモンド富士までは、あと、2週間ちょいくらいか？。

　そのまま首都大学沿いを回って、旭ヶ丘中央公園へ。
上るのが好きな首都大学のブロック、平山台竣工記念碑、夕陽の抜け道にある欅。
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2014
11-16
（日）

　雲多く、青空やお日様を拝めない朝。少し雲がしく切れた頃に、朝の散歩。
畑のホウレンソウ、蔦の紅葉、第七幼稚園。

　すっかり囲われてしまっていた元「多摩平名店街」、準備中の竣工式、そして今日からの新バス亭「イオンモール多摩平の
森」。

　散歩から帰ったら、娘は起きて勉強（？）してました。
父の楽しみ「仮面ライダー」は、録画がうまくできておらず、1回見損ないました･･･。

　朝刊には、明日からのソフトOPENのチラシが入っていました。
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　昼前から快晴になり、父は庭いじりなど。ストーブも押入れから出して準備しました。

　西へ夕景を求めて、夕方の散歩。母校に、母校での紅葉、旭ヶ丘中央公園の桜。

　元東芝の工事現場、なくなっていた車庫区の突当りに面した栗林、近くの整地箇所での発掘現場。

　生憎、今日は富士山見えず。帰道での「西豊田駅実現を」の看板と、線路沿いの祠。
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　今晩はホウトウ。凛々しく、おこぼれを待つ一匹。

2014
11-17
（月）

　イオンモール多摩平の森、ソフトOPEN。かなりの人出で、混雑したとか。
父も、帰り道に敷地だけは、歩いてきました。

2014
11-18
（火）

　娘は、今日・明日と、期末試験。
母は、この日、自転車で転倒し、ひざを打撲。イオン探検の気力、萎えたそうです。

　寒かった今日、帰宅したらストーブが稼動していました。
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2014
11-19
（水）

　朝刊に明日の厚い広告、入っていました。いよいよです。
母の気力、萎えたまま。

2014
11-20
（木）

　いよいよ今朝、「イオンモール多摩平の森」がグランドOpenします。
イオンのス－パーマーケットに専門店数約130店、敷地面積約30,900m2（延床面積…約75,000m2）、駐車台数980台というの巨
大店舗です。
　「来週イオンが開店、と日野は有史以来の大型店の襲来。文明開化するのか？黒船を見る思いです。」とは、新撰組関連のツ
イッターにあった一言。言いえてます。
一区画隣の「西友」はどうなってしまうのか、交通渋滞は？、ケーキショップ「バーゼル」をはじめ、地元多摩平の「紀ノ国屋」、高
幡の「マロニエ」「松盛堂」などご当地店も入っているが･･･など、気になることも少なくありません。イオンモール自体、長続きす
るのか？、という心配もないわけではありません。
　ただ、しばらくは、「夜も眠れず」にならない程度に、楽しみたいと思っています。

　午後から雨。

　帰宅時、母から帰り道の買い物を頼まれ、期せずして「横川家初イオン」。夜の10時近いにも係らず、、大勢の人がいました。
紀ノ国屋、マロニエ、松盛堂の場所だけはまず確認し、WAONに1,000円をチャージして、頼まれ物をWAONで購入。10ポイント
get。

　初イオンの買い物は、頼まれ物の醤油に、記念の仮面ライダー・ドライブと愛車「トライドロン」。
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　翌朝の新聞地方版では、OPEN前に2,000人の行列だったようです。

2014
11-22
（土）

　朝から晴天、気持ちいい青空。
青空と大地とほうれん草、紅葉と落葉が進むグリーンベルト、ユリノキ。

　紅葉の蔦に桜、そして皇帝ダリア。

　晩秋の地区会イベント「もちつき」の、今年のポスター3種。トレンド物は、ジバニャンでした。
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　もちつきの主役「臼」、会場の地区センターの「青空と鉄塔と南天と」。

　わが庭の晩秋のいちご、いちごの紅葉、花壇の苺の花。

　CATVでの仮面ライダー響鬼、終る。

　昼過ぎ、立川北口の方にある高校の学校説明に母娘を車で送り、家に向うも渋滞でなかなか進まず。
迎えに行く時の渋滞を考えると、このあたりに居た方がいいと、昭島市福島の新奥多摩街道沿いのセブンイレブンで、コーヒー
飲んで時間つぶし。
　そこで、横田に降りるライアン航空のB767が、低い高度のまま着陸前に360度旋回。ちょうど、セブンイレレブンを中心にしたか
のよう。低さと旋回の場所的にちょっと心配しましたが、無事に降りていきました。

　また、父の予想より、幾分早くに「迎えに来ての電話」。
征服の娘を着替えさせるべく一旦帰宅し、その後に遅い昼食（兼夕食）へ。帰宅後の夕方散歩は、もうすっかり暗くなってまし
た。
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2014
11-23
（日）

　今日も快晴。朝は、多摩境での模試に娘を送ってから、地震があった実家に電話して、仮面ライダー見て、朝の散歩。
北公園での勇姿、ブドウ、欅の銀杏の黄葉。

　散歩のついでに、コナンの爪切り＠イオンへ。
駐車場への車の列、メイン・エントランス、イオン・ペット。

　コナンをやってもらっている間に、店内散策。屋上のオブジェ、屋上景色、店内景色。
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　足先も軽やかに帰り道。晩秋のたまむすびテラス三景。

　地区センターでのもちつき、そしてご近所の「ゆず」。

　13時半過ぎ、試験を終えた娘をピックアップして、マックを買って家で昼食。
腹が満たされて、父、昼寝。

　起きたら、陽は隠れる寸前。ダイアモンド富士は諦めて、イオンの夕景を撮りに夕方の散歩。 まずは、畑に、リエント多摩平。
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　夕刻というのに、まだ駐車場待ちの車の列で、付近は渋滞中。葵と入場できる日はいつか？

2014
11-24
（月）

　三連休の最終日は曇り空、肌寒い感じ。朝の散歩も、ショートコース。
旭ヶ丘北公園、カモフラージュ、チロリアンランプ。

　母はフラのイベントで昼前からお出かけ。父は一匹とゴロゴロし、D○にて買い物。

　午後遅く、低燃費娘と昼食にイオンへ。フードコートを一回りして、ステーキにしました。
その後、二人で店内散策。屋上庭園にいるとき、C-17が降りてきました。3F（GFありの）からか意外に高く、いい撮影ポイントに
なりそうな気配。

　帰ってから、夕方散歩。訓練なのでしょう、ハークが多く飛んでいました。
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　母、23時過ぎに帰宅。 

2014
11-26
（木）

　朝の出がけに、いつもと違う景色に目をこらせば、ミカンの実が見えません。水曜日の風で、実のついた大枝が折れてしまっ
たようです。
2月の雪と今回、今年はミカンにとって、災難続きの年のようです。

2014
11-29
（土）

　早朝から、肌寒い曇り空。朝の散歩中、北公園あたりで雨が落ちてきて、退散。
エゴノキの黄葉、欅の落葉で埋まった園路、落葉進むグリーンベルト。

　午後いちに、母娘は学校説明を受けに立川に。雨の中、駅まで送った父は、資料整理。ただ、雨は、小降りに。

　3時半過ぎ、「迎えに来て」の電話で、駅へ。その時には青空に。
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　家で娘に着替えさせて、スシローに。

店を出たのが17：30頃でしたが、珍しく、席待ちの行列ができていませんでした。イオンに流れてるせい？。途中の「浜寿司」も、
混雑していませんでした。

　帰宅して、夕方の散歩。その後、父は散髪へ。
その西友のQBカットは今年いっぱいで終了、その後はイオン店だけになるとのこと。

2014
11-30
（日）

　11月の最終日は、快晴の予感。

　･･･との予想は見事に外れ、雲りがち。朝散歩も、ご近所コースへ変更。
畑、20号沿いの銀杏二景。

　紅葉の蔦、桜の落葉、地区会掃除前のグリーンベルト。
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　今朝は、グリーンベルトの地区会掃除。お土産は、いつもの。

　フラのレッスンだった母娘は、母が「その気になれなくて」により、お休み。
母はコナンと午睡、娘は勉強（？）。ではと、父は録画しておいた仮面ライダーを見てから、図書館へ昭和9年の下半期の新聞記
事漁り。 

　図書館から帰って、早めの散歩。
今日から暖かい服のコナン、紅葉した桜の色に染まる夢風船の駐車場、掃除後のグリーンベルト。

　早めの食事は、しゃぶしゃぶ。

　明日から、師走。
この11月は土日が5回しっかりあって、そのうち文化の日と勤労感謝の日との3連休が2回。平日が18日間しかなかったです。 
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2014
12-03
（水）

　最低気温1度の、天気予報通りの寒い朝。出勤時の畑には、霜柱が立っていました。 

2014
12-06
（土）

　今朝も、寒い。そんな中、娘は、桑志高の体験学級へ。

　少し暖かくなった9時半過ぎに、朝の散歩。陰に残る霜、南天、日向ぼっこする猫。

　すっかり坊主になったグリーンベルトに、沿道の紅葉。

　旭ヶ丘中央公園では、第9回「たきび祭」。今年から、焼き芋が中学生以下限定に･･･。

　芋がもらえないので、園内の紅葉を堪能してから、帰路へ。
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　昼頃より「曇り」となるなか、午後1時近くに娘帰宅。

　そして、娘がを塾に送る午後3時近くには雨に。
娘を送るついでにアルプスで買い物。その後に、夕方散歩。散歩の頃は青空になるも、気温は急激に下がり、ショートコースに
て撤収。

2014
12-07
（日）

　快晴。冬型で、えらく寒い朝。
暖かくなってから散歩することにして、新聞記事整理後の、遅めの10時過ぎに散歩スタート。
まだまだ健在の日蔭の霜柱、さんざし、元多摩平第四団地一角の原っぱ。

　ゆいま～る多摩平の森、そこ近くでの地面の紅葉、イオンモール多摩平の森。
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　元石塚医院あたりの十月桜、松、紅葉。

　散歩後の花壇水やり中に降りてきた、アトラスエアーの747。

　日中、母と父はダラダラ。娘は、勉強（？）

　気温が落ちる前、午後3時過ぎに夕方の散歩。柿をついばむメジロ、降りてきたC-17。
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　「呼んだ？」、旭ヶ丘中央公園の紅葉、公園近くで見かけた懐かしい光景。

2014
12-08
（月）

　昨日の最低気温、八王子で-2.6度だったとか。寒いはず。 

2014
12-09
（火）

　母、イオンで注文していた迷子札を受け取る。図柄は、ミニピン。そして、父の帰りがけの仮面ライダー、ドライブにファイズ。

2014
12-13
（土）

　朝からいい天気。気温もそうは低くなく、9時過ぎから散歩。
青空とほうれん草とお月さま、今晩の「電話でGet」に当たりますようにとお参りしてきた近所のお稲荷さん、冬枯れのグリーンベ
ルト越しの34番鉄塔。

　そして、残り紅葉。
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　母は、製品作り。父は、昭和9年の新聞記事整理を終え、ノンビリ。新聞チラシなどを熟読。
娘は、昼まで寝てるとかで、午後1時過ぎに起きだしてきました。

　母と娘、新聞チラシにあった、コーチャンフォー若葉台店という大型書籍・文房具・音楽店に行ってみたいというので、稲城市ま
で30分ちょいのドライブ。
店は大きく広く、1フロアであそこまで大きいのは、記憶にない大きさ。駐車場も、ここだけで650台数。
今年の10月にOPENしたばかりで、札幌に3件、釧路、旭川、北見にあり、関東初進出点のもよう。娘と父は手帳を、母は本を購
入。

　帰宅したら、「もしもしクイズ電deゲット」の時間。期待して見るも絵葉書が選ばれることなく、2年連続はならず。
ただ母が作った問題が「Best of 視聴者クイズ」に選ばれ、何か貰えることに。棚沢家は、今年もプレゼントに縁なし。

2014
12-14
（日）

　今日も快晴。ただし、娘は模擬試験。それを送ってからの、朝の散歩。
凍るほうれん草、木蓮の蕾、そして富士山。
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　海老ぞるメジロに、見事な丸い穴のコゲラ。

　デッケェー柑橘系の実、旭ヶ丘小裏に回っての富士山、冬枯れの旭ヶ丘中央公園の竣工記念碑。

　今日から、新型炬燵布団。それと同じくD○で買ってきたコナン用ベッド。

　昼前、父の実家から餅や大根とともに、柿の種届く。
新潟アルビレックスの「勝ちの種」と、レルヒさんのカレー柿の種。前者は、受験生用か？
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　午後1時半、模試終りの娘をピックアップして、昼食。
娘は着替えて、Homeのクリスマス会へ。母は、炬燵で午睡。父と一匹は、夕方の散歩。冷たい空気は、夕焼けの景色を際立た
せていました。

2014
12-15
（月）

　今日も寒い。
土曜に父実家から届いた横川家の庭産の大根は、トン汁の具へと姿を変え、一家を温めててくれました。
コナンは特等席で、暖まってました。

2014
12-16
（火）

　午前中、日野や立川で、初雪。

2014
12-17
（水）

　寒かったこの日の夜、1日早く、母娘から誕生日プレゼントをもらいました。
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2014
12-20
（土）

　陽がなく、肌寒い朝。資料整理後に、朝の散歩。
ただ、出てすぐに雨が落ちてきて、出すものだけ出して、帰還。

　その後も、時折日が差すも、雨または小雨。先月見た遺跡（平安時代のものの大規模館跡とか）の説明会にも、行けず。

　昼すぎ、J：COMから先週のプレゼント、ZAQグッズ届く。
　一番右ののZAQのリストホルダー（手首置き）はムニュムニュしていて、「癒される」と母娘に人気。

　15：00前、冬期講習の娘を送ってから、夕食の買い出し。
　雨やまず、夕方の散歩できず。

　18：00過ぎ、娘を拾って、夕食の「具沢山ほうとう」。

2014
12-21
（日）

　青空の下の散歩開始も、次第に雲が増え、途中で全面曇りに。
途中、元「希望の家」に工事囲いがあり、解体の標識が。「あっ」と見に行けば、サクランボの木は、切られていました。
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　母娘がフラのレッスンに行く前、昌子伯母からクリスマスプレゼントが届きました。

　15：00前、母娘がフラのレッスンと服の買い物を終えて、帰宅。

　しばらくして、夕方の散歩。午後は、青空が広がっていたようです。夕景の2点に、雀のお宿。

2014
12-22
（月）

　冬至。しかも、19年ぶりの朔日（新月の日）とかで、目出度い模様。 

2014
12-23
（火）

　快晴の天皇誕生日。
暖かくなってから散歩。富士山、メジロ、グリーンベルト。
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　日中は、年賀状作成などして過ごし、早めの夕方散歩。
柿食うメジロに、冬の菊、冬のゆいま～る多摩平の森。

　たまむすびテラスの原っぱ、開店一か月を経たイオンモ－ル、畑越しの夕景。

　散歩後に、「電話でget」でもらったケーキを「MILI」さんに受け取りに行き、買い物など。
アルプスからの帰りに富士山が夕陽に映えていたので、家に車を入れ走って駆けつけるも、鮮やかさはもう終わっていて･･･。母
が飾ったZAQ。
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　1日早いクリスマス会。オードブルなどを食したあとに、いざケーキ。
豪華なケーキで、丸いのは久しぶり。期待の娘。

　おいしい生クリームと絶妙なスポンジで、おいしいケーキでした。

2014
12-25
（木）

　娘、終業式。中学学生活も、あと一学期を残すのみ。 

2014
12-26
（金）

　娘、朝から夜まで6コマ（1コマ90分）の塾。さすがの低燃費娘も「お腹が空いた」とのこと。

　父、仕事納め。2年続けて、年末年始9連休。 

2014
12-27
（土）

　父の冬休み第一日目。陽ざしある、穏やかな朝。
娘を塾に送ってから、朝の散歩。多摩むすびテラス越しの富士山。
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　榊の身、父と犬と猫と、ヤマガラ。

　午前中で終わりの娘を迎えに行き、昼食を丸亀で。本が見たいというので、その足で、2週間前に行った大きな本屋へ。

　本屋から帰って、夕方の散歩。夕焼け空が綺麗でした。

2014
12-28
（日）

　連休2日めも、快晴。今朝は、娘が玉川上水駅近くの塾に遠征、母は匠馬母と立川でフラのお遣い。
ということで、二人をモノレール駅まで送ってから、コナンと散歩。
　冬鳥見物で上を見ていて気づく、六小メタセコイアの背の高さ。そして、今月から工事しはじめている元「私立病院」。飲食店
（しゃぶしゃぶと珈琲コメダ）２棟とか。

　爪切りに立ち寄ったイオンは、12月初。ジェットスター機に、冬の多摩ムスビてらす。
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　日中、父は立川飛行場史の資料整理、一匹は、昼寝。

　夕方の散歩は、風の冷たさに負けて、ショートコース。

　散歩後の16：30過ぎ、玉川上水まで母と娘を迎えに出発。
17：30終わりの娘を拾って、夕食（浜勝）して、帰宅したのは19：30過ぎ。
「腹減るは・寒いは」の一匹は、娘風に言うと「激怒（げきおこ）ぷんぷん丸」だったとか。 

2014
12-29
（月）

　連休3日めは、朝から雨。
今朝の娘は、立川駅南口で、塾。母娘を豊田に送って、その足で葵と初イオン。母とイオンで待ち合わせ。

　昼食の惣菜を買って、車での初イオン終了。 

　雨は夕方前に止むも、肌寒く、夕方に出すだけ散歩に留まる。

　17：30過ぎに塾を終える娘を、立川南でピックアップ。
「今日は、お腹空いていない」そうなので、何かを買って帰ることに。せっかくだからと、親子三人で初イオン。 
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2014
12-30
（火）

　連休4日め。青空。
木蓮の蕾、シジュウカラ、名前知らずの実。

　大掃除中、F/A-18が2機並んで、横田に降りてゆきました。
その後、ホークアイも降りていきました。

　16：00近く、大掃除に疲れて、夕方の散歩。
気の早い水仙、元「希望の家」脇道の夕景、富士山の稜線に沈む太陽。

　夜、新年に向けて、コナン洗われる。 

2014
12-31
（水）

　連休5日め。中日、そして、大晦日。
気温低く、凍る雑草、霜たつ畑、霜。
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　昨年同様、近くの三社に、一年の無事の御礼参り。最近所、サイゼリア、高倉神社。

　その行き帰りに見た、メジロと甲州街道からの富士山。

　日中は、玄関廻りなどを掃除して、大掃除終了。

　正月の買い物に付き合った後に、散歩納めに。
大晦日の夕景、去年も撮った菊、飛行機の撮り納めは横田に降りるATI機。
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　今夜はしゃぶしゃぶ。コナンも御馳走。
そして、「明けまして。おめでとうございます。」
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