
2015
01-01
（木）

　新年、明けましておめでとうございます。

　今年も、娘と一匹とで、初日の出拝みに豊田陸橋へ。
生憎、日の出る方向にだけ雲があって、稜線からの初日の出ではありませんでしたが、しっかり拝んできました。

　昼前から、曇りに。何か、白いものも落ちてきて･･･。 

　遅い朝食のお雑煮後、白い物ふる中、若宮神社さんに初詣。
おみくじは「末吉」、絵馬も奉納してきました。コナンは、○○チも奉納してきました。（持ちかえりましたが）

　その後、娘と一匹を下して、イオンに初参り。
店内をブラブラして、タコヤキを買ってきました。「薄皮」に、「クロワッサン」。
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　気温上がらず、寒い1日。夕方の散歩もなし。
それでもお腹は空くので、娘と三人でまたイオンへ。今度は、結構、混んでいました。
何もしていない一家には特に食べたいものがなかったので、ピザを買って帰宅。家で、新年の宴。コナンに御馳走。

　夜、花札などして、正月気分を満喫。 

2015
01-02
（金）

　新年２日め、曇り。新年の初遠征「お不動さん詣で」、今年は娘も一緒に、8：30に出発。
昨日は断念した大仏さんにご挨拶して、浅川へ。日枝神社にお参りして、セグロセキレイを見て、氷結していた市民プールに
「へぇ～」。

　駒形公園で、富士山を背に。なくなっていたポニーの小屋。高幡橋近くのコンビニで父のコーヒーを買う娘とそれを待つ一匹。
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　10時過ぎ、お不動さんに到着。混雑するも、天気が今一つのためか、去年ほどは人出はまだなし。
山門前で並んで入山、お賽銭前の混雑、五重塔にて（娘撮影）。

　合格のお守り、合格達磨などお購入し、ヤキトリを買い食いして、御神籤を引いて。記念撮影して、一旦、高幡符号の駅へ。
この頃から青空が広がり、人出倍増。

　11：00過ぎ、帰路へ、線路沿いに西へ抜けて、南平の八坂神社へお参り、
ここから、川沿いに娘とバードウォッチング。浅川と富士山、アオサギ。
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　遠くに望むイオンモール、ツグミン、ジョウビタキ（雌）。

　一番橋から見たコサギ。残念ながらなくなってしまっていた、シマムラ裏のお宅の長屋門、豊田駅南口のお地蔵さんにもお参
り。

　13：00、帰宅。今日の成果は、お守りに、白い合格達磨、厄除けのウチワ、定番の七味唐辛子、日野名産の東光寺大根を使っ
た「東光寺たくあん」。
　楽しい遠征でした。そして、昼食に餅。
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　腹が膨れた父は午睡。起きたら、もう夕方。夕方のお勤めでの夕景三景。

　娘が液晶ペンタブレットを見たいというので、電器屋さんを巡り、夕食は今日もイオン。
父はCampExpressの「1日の野菜カレー」、母は海の穂まれの「海鮮おひつ御膳」。低燃費娘は、ハワイアン・パンケーキ。

　幾分お疲れの娘は、もう眠い一匹にくっつき、まったりして、新年2日めを終了。

2015
01-03
（土）

　9連休の8日めの朝は、雲一つない快晴。
青空と畑、富士山、グリーンベルト。
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　ゆいま～る多摩平の森の食堂、お食事中のヒヨ。12/30に見つけた黄色い実を食べてました。

　正月モード最終日の娘は、昼過ぎまで数度寝。
その隙に、父は年始に録りためていたケーブルTV番組を視聴、寒そうな「ひのぶらり道」のお二人も拝見。写真は綺麗に、構図
良く撮れてました。

　娘が起きてきたので、GACKTの36連勝を三人で拝見。

　夕方の散歩は、全天に雲一つない空を見上げながら、散歩。
飛行機雲がそこかしこに見え、東の空も綺麗に赤く色づいていました。

　2015年の撮り始めは、ATI機でした。
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2015
01-04
（日）

　9連休もとうとう最終日。昨夕から若干期待外れな曇りがちの天気。

　今日からまた受験生モードの娘を塾に送ってから、朝食と散歩。
　散歩しているうちに青空モードの天気に。高幡線26番鉄塔に、ファナック、高幡線と東京西線の交差点。

　朝の散歩でセブン○レブンでの「仮面ライダー」スタンプラリー、やってきました。

　午後はノンビリ過ごし、早めの夕方の散歩・冬鳥ウォッチング。
メジロ、ヤマガラ、ジョウビタキ（雌）。
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　荒野のツグミンに、「呼んだ？」。

　18：00過ぎ、塾が終わった娘を迎えにいき、ゆいま～る多摩平の森を写す。

　「ほうとう」の夕食で、父の9連休は終了。

2015
01-05
（月）

　父、仕事始め。 

2015
01-08
（木）

　瑞、始業式。中学校最後の学期、始まる。 

2015
01-10
（土）

　3連休の初日は。風のない穏やかな冬空。冬鳥観察に、黒川清流公園へ。
北公園で見かけたコゲラ、解体の足場が組まれた元「名店街」、清水谷公園。
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　黒川の空中マリモ「ヤドリギ」、公園の一角、マガモ。

　残念がら公園では冬鳥を見かけず。観察したのはシジュウカラに、コゲラに、･･･コナン。
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　ただ、野太いドライミングを音を聞き、ストーンの森では（初の）アカゲラを見かけることができました。 

　娘は午後から塾。

　母は一匹と午睡。父は資料整理などして、夕方散歩。そろそろ「年明けのダイアモンド富士か？」と、西へ。
夕陽を反射する四中、夕陽に映える赤い葉っぱ、いつもの通りではお日様はまだ高め。

　と思って油断していたら、旭ヶ丘小に着くころにはもう沈んでしました･･･。

　トボトボの帰り道で見た、ブッ○センターイトウの豊田店の閉店セール。と、降りてきたB-767。
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　散歩後に母の買い物に付き合い、塾を終えた娘を拾って、鍋の夕食。
その前に、達磨に目を入れました。

2015
01-11
（日）

　連休中日も、穏やかな朝。遅めの散歩は、遠周りで旭ヶ丘中央公園の方へ。
グリーンベルトに、ヒヨちゃん。

　少しずつできて来ている、東芝跡地の物流センター。中央公園のセキレイ。
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　帰宅したら娘も起きていて、朝食。その後、父と母は、ダラダラ。 

　夕方、早めにダイアモンド富士に再チャレンジしに、旭ヶ丘小裏へ。
家を出たら丁度飛んできた全日空のB-787、すっかり建物がなくなっていた元「希望の家」、関根神社にもお参り。

　今日は余裕をもってスタンバイ。待っている時に飛んできた、スカイマークのB-767。

　今日は、残念ながら頂上には雲が･･･。それでも、綺麗な夕陽でした。
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2015
01-12
（月）

　連休最終日の、成人の日。今日も、朝からいい天気。
北公園の一角の木の瘤？、すきま富士、高いところのツグミン。

　コゲラに、エナガに、地面のメジロ。

　母はフラのレッスン、娘は2階でガサゴソ。
昼過ぎ、祖母よりの荷物。その中の合格お菓子群。
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　夕方、「今日こそ、綺麗なダイアモンド富士を」の再リベンジ。今日は、日野市観光協会のWebを見て、中組踏切あたりへ。
そこまでに見た、全日空のB-787に、ジョウビタキ（雄）、できつつある母校の航空宇宙実験棟。

　10年前と景色が全く違う帝人坂下を抜けて、中組踏切脇へ。お一人同好の士がいて、「ダイヤですか？」と聞かれ、挨拶。
川へ出て、線路をくぐり、大和田運動公園の土手へ。ここにも、同好の士が既に5人。その後増えて、10人超に。

　ブルブル震えるコナンを待たせて、今日は雲が掛かっていない綺麗な富士を撮り、父満足。
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　帰宅後、食べたいものが決まらないので、困った時のイオン詣で。
父はラーメン定食、母はギュウタン定食、娘はオムライス。 

2015
01-13
（火）

　富士の写真をJCOMの櫻井さんに送ったら、放送に使っていただきました。

2015
01-17
（土）

　阪神大震災から、今日で20年。合唱。

　旭ヶ丘は陽ざしあり、気温も低くはない土曜。娘は、学校公開で登校。
9時過ぎから散歩。柚子、裏のユリの木も切られてしまった元「希望の家」解体工事現場、水仙。

　中学生成生活最後の学校公開、雀。
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　午後から、娘は塾。送り届けてから、大人は昼食。

　昼寝してたら、すっかり夕方。夕焼け三景。先週からは、20分以上、日没が遅くなっています。

2015
01-18
（日）

　冷え込み厳しい朝、娘は模擬試験で立川。それを車で送ってから、仮面ライダーと朝食。そして、朝の散歩。
北公園のヤマガラ、ゆいま～るの原っぱ、南天。

　イオン脇の、元「多摩平郵便局」の建物は既に取り壊され、元「多摩平名店街」も、前面と丸々は１店舗分を残すのみ。
昭和は、風前の灯。
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　帰り道で見つけた、春の予兆。

　母は昼過ぎから、お出かけ。父は娘を迎えに行って、マックで昼食。
店の様子を見た娘は、「良かった。お客さんが居る。」と、マック好きの発言。 

　昼寝したら、すっかり暗くなっていて、急ぎの夕方散歩。
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2015
01-18
（火）

　大寒。 

2015
01-24
（土）

　午後から曇りの予想も、次第に雲が広がってきて、急いで散歩へ。
CO-OP新高倉店予定地、ようやくクレーンが入って、工事着工（？）。それに、アオキの実。

　多摩平名店街は、あっけなく「昭和」とともに滅していました。

　娘は、午後から塾。父は送ってから原稿書き、母は昼寝。

　夕方、曇り空の下を散歩。更地になった元「きぼうの家」、34号鉄塔。
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　18：00過ぎ、塾が終わった娘をピックアップして、夕食へ。 

2015
01-25
（日）

　今日は快晴。昨日の曇り空のリベンジに、元「多摩平名店街」へ。イオンもいつもの朝より、人出があった感じでした。

　冬鳥の「カシラダカ」？、と梅のつぼみ、早咲きの梅。

　散歩から帰ったら、娘も起きておて、朝食。

　午後はそれぞれに過ごし、父は図書館へ新聞記事漁り。今回は昭和10年前半。

　16：30過ぎに帰宅して、夕方の散歩へ。 飛行機雲が多く残っていて、明日以降、天気は下り坂の様子。
　散歩途中、厚木へ降りるであろうF/A-18の4機編隊を望遠。
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2015
01-28
（水）

　父、来月発売の航空ファン誌に、また8ページをもらえることになり、原稿をメールで送付。いと、嬉し。 

2015
01-30
（金）

　昨夜からの天気予報通り、起きたら、雪。
朝食中に降りがよくなり、ワクワクしながら、午前休暇して、父、様子見。8時前、9時前、11時前の定点観測。

　雪は午後になって止むも、道路は歩くのが憚られるくらいの雪で、結局、父は終日の年休に。 

2015
01-31
（土）

　朝から快晴。風もなく、雪も解けてくれそう。
解ける前に、雪景色散歩へ。隣の畑、北公園、空き地。

　雪の多摩むすびテラスに、コナン。
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　朝食兼昼食後に、新聞記事整理。
今日の娘は、15：00前から塾。それを送って、また新聞記事整理。そして、夕方の散歩。
雪がなくなっている畑、34号鉄塔、水仙、

　CO・OP新高倉店予定地。工事内容に、内装・外装とあるので、残っているビルはリフォームか？

　18：00過ぎ、塾を終えた娘をピックアップして、夕食へ。 
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2015
02-01
（日）

　父、早起きして、編集部から送られてきたゲラをチェック。

　今日は、母は「お日様手作り市」へ、娘は「都立判定まとめ」とかで高幡へ、それぞれ朝からお出かけ。 

　二人を送って、仮面ライダーを見ながら朝食。その後に散歩するも、冷たい風で早々に撤収。
北公園の椿に、風のせいか人影薄い「手作り市」会場。

　ロケット、打ち上げられる。

　ゲラチェックや新聞記事整理をして、昼食。その後母を迎えに行き、風が冷たいの夕方の散歩。
夕陽、長山団地の水仙、ムクドリの列線。

　母が手づくり市で仕入れた、ゴム印。
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　母は「飲んだくれの会」で、またお出かけ。
　18：00過ぎに娘をピックアップ。「HottoMotto」の手羽先がたべたいというので、HottoMottoの夕食に。

　風呂上りに、録画しておいた「ひのぶらり道 2月号」を拝見。再びカワセミと邂逅されていて、羨ましい限り。

2015
02-03
（火）

　節分。
父は、早く帰れたので、塾終わりの娘を迎えに。帰宅後、二人揃って西南西を向いて、黙々と恵方巻を頬張る。 

2015
02-05
（木）

　娘、都立高の願書提出日。
　前日晩からのTVでの「雪だ、大雪だ！」の大合唱に、スノーブーツを引っ張り出すやらして、急備え。
ただ朝起きてみたら雨もなく、6：30頃から雨が降り出した程度。その後も大して降らず、無事に提出してこれたようです。 

2015
02-07
（土）

　畑は霜柱の林立も、暦は立春過ぎ。近づく春の気配を感じさせる、木蓮の蕾、水仙と柚子。

　今日は、コナンの爪切りにイオンへ。ついでに覗いてきた、元「多摩平名店街」解体工事現場。
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　帰り路で見つけた春の三景。シジュウカラ、白梅、庭のチーリップ三本槍。

　CO･OPのパン屋で朝食兼昼食の惣菜パンを買い、娘を午後からの塾に送って、ゲラを再チェックした後に、新聞記事整理。
その後は、夕食の買い物につきあって、夕方の散歩。曇りの西の空、夕陽、長山団地の中の夕陽。

　18：00過ぎ、塾を終えた娘をピックアップして、家で夕食。今夜は「しゃぶしゃぶ」。

2015
02-08
（日）

　朝からドンヨリしとた曇り空。散歩もショートコース。
ジョービタキ、D○で買ってきたクロッカス。

　曇り空は昼前から雨に。肌寒いこともあって、午睡などして過ごす。

　午後4時頃に雨はあがり、散歩へGo。セキレイに、鉄塔二景。
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　夕食は食べたいものが決まらず、困った時のイオン頼り。
その際、いい時間帯だったので、前から撮りたかった景色を。紀の国屋交差点を下に西の空と、イルミネーション。

　娘はオムライス、父と母は中華「童童」の鉄鍋チャーハン。父は麻婆豆腐チャーハン、母は油淋鶏チャーハン。美味。 

2015
02-10
（火）

　娘、私立高の受験日。 

2015
02-11
（日）

　父、通算5代目のデジカメをヤフオクで購入。CanonのSX600 HS。新年度から使おう。

　建国記念日は、穏やかな温かい朝。フラフラと、高倉から甲州街道沿いに周遊。
進捗が見えないCO・OP新高倉店？、蝋梅、ツグミン。
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　梅を見かけ、高倉稲荷へお参り。

　昭和を色濃く残す多摩平第二公園近くの一角に、工事進捗著しい市立病院跡地。

　朝食後に眠くなったので、窓際で日光浴する警備体長と並んで午睡。
そして、早めの夕方散歩。自生（？）の菜の花、雀、先週買ったデイジー。
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　娘を塾に送って、ゆいま～るを。父と母は、夕食。

　21：00過ぎ、塾から娘を拾って、祝日は終了。 

2015
02-14
（土）

　昨夜の今季一番の冷え込みもあってか、快晴。
そんな朝、ゆっくりめに散歩。耕された畑、霜柱、進む母校の宇宙航空実験棟工事。

　らしくない花付きの梅、メジロ、外装工事中のD○のバックヤード。
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　Fanuc、異国情緒、できつつある東芝跡地の物流センター。

　散歩後、朝食して図書館へ。新聞記事漁りは、昭和10年後半。
予想以上にと間取り、帰宅したら、娘の塾の時間。送って行って、散歩の写真などを整理していたら、早や夕方の散歩の時刻。

　木蓮の蕾、グリーンベルト、枇杷の花。。

　散歩中に降りてきた横田フライングクラブのセスナ172。刀の塗装やN4972Rのレジと、しばらく見かけなかった機体。それと、コ
ナン。
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　18：00過ぎ、塾を終えた娘を迎えにいき、家で「ほうとう」の夕食。
食後、祖母からの荷物の、合格お菓子群を披露。

2015
02-15
（日）

　朝から快晴。昨夜の天気予報でいっていた風もなく、8：30前に散歩。
寒くないので、谷地川へ冬鳥観察へ、北へ遠征。

　出がけから横田に降りるB737に遭遇。
ただ、手前で右旋回してしまい、日野バイパスを渡った頃に、再度アプローチしてきました。
国籍マークのない機体で、調べたら米海軍のC-40Aクリッパーごのこと。

　東京精密脇を抜けて、北八王子駅の北で八高線を越え、UR多摩研究所を横目に。
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　16号バイパスを田島橋から東に折れ、見知らぬ道をウロウロしながら、石川踏切でまた八高線を越えて。
初めての大星教会を間近に見て、和田造園さんを前を抜けて。

　石川パーキング脇を通り、ようやく谷地川の支流へ出て、本流へ。

　マガモの夫婦に、コガモ。
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　ただ、カモ以外は、ジョウビタキが姿を見せる程度。鳥を求めて、川沿いに下ることに。
水と立体交差する新旭橋、旭川橋の下流からマルハンを眺める、そして谷地川と多摩川との合流地点。

　以降、多摩川を東へ。東光寺グランドの少年野球、アオサギ、河口から42km標識。

　ダイサギ、多摩川、ホオジロ。
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　10：30頃、中央線鉄橋近くで休憩。薬王寺さん横を通って、日野駅を抜け、帰路へ。

　飯綱権現さんにお参りして、お地蔵さんにも挨拶。実践女子大の脇を抜けて、懐かしい大久保公園で、再度休憩。
最後は、「ゆいま～る多摩平の森」の原っぱで、再び「カシラダカ」と遭遇して、帰宅。時に。12：00近く。

　帰宅するなり、一匹は疲れてバタンキュー。父は、待っていてくれた母娘と朝食。
地図で測ったら、約12kmでした。
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　腹が膨れて、午睡。起きたら、早や夕方散歩の時間。

今週も夕食が決まらず、イオンで夕食。母娘は京都ラーメン、父は仙台の牛タン定食。 

2015
02-15
（金）

　朝にPCで作業していたら、Windows8.1への切り替えを最大4時間後から行うと強要され、「え～っ」と急遽データのバックアップ
を開始。会社も午後出に。
結局バックアップしきれないまま切り替えが始まってしまい、1時間以上かけて、Windows8.0から8.1へ移行完了。時に、午後0時
30分近く。
　今からでは会社に行っても･･･と、有給休暇に変更。PCも、データはなくなっておらず、そのまま使える形で移行されていて一
安心。

　母が昼食にスシローに行こうというので、寒ブリを堪能。帰りがけに、ガチャガチャも堪能。タイヤが出ました。

　帰宅後は、新聞記整理などして、夕方の散歩。
畑に植えられた大麦、長山団地越しの東京西線35番鉄塔、グリーンベルト。
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2015
02-21
（土）

　平山橋でのカワセミ目撃情報と黒川にヒレンジャクが来ているとのWeb情報で、鳥観察散歩へ。
中央線跨線歩道橋からの物流センター工事現場、電車区公園を抜けて、滝合橋へ。そこから浅川景色。

　浅川右岸を、平山橋まで。セグロセキレイ、ハクセキレイ、シジュウカラ。

　残念ながら、平山橋付近でもカワセミの姿は見えず･･･。左岸を川下へ。カワウ、ダイサギ、モズ。
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　浅川に別れを告げ、黒川の踏切を渡って黒川清流公園へ。

　ハケを上って、ヒレンジャクにご対面。ヤドリ木の黄色い実を食べてます。そして、ヒレンジャクハンターの皆さん。

　〆は、多摩平を抜けての家路途中の、ツグミンとハクセキレイ、
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　夕方、入試前最後の塾に娘を送って、夕方の散歩。
ブルーインパルスのように、旅客機が飛行機雲を描いていました。天気は、下り坂のようです。

　塾を終えた娘を拾って、夕食へ。
その帰りのコンビニで、半額になっていた一番くじライトに2回挑戦。ミタオルステッカーをゲット。

2015
02-22
（日）

　朝からどん曇り。薄日もなく気温も低くて、写真のない近隣周回散歩。
朝食後も良くない天気にこれという気力が起きず、朝に昭和10年の新聞記事見出しを公開したこともあって、ダラダラ。

　夕方近く、大きな本屋に行きたいというので、例の稲城の本屋へ。
帰りに早めの夕食をしたので、帰宅したらもう真っ暗。夕方の散歩も、写真なしのていたらく。

　結局、今日は雨も降らず、風もなく、ただの曇りの1日でした。 

2015
02-23
（月）

　受験前夜。大好きな母のカツを自ら所望し、平らげたとか。
明日は寒くない、試験日和になりそうです。 

2015
02-24
（火）

　受験当日、薄曇り。6時起し。
朝ごはんを完食、7:30に豊田駅に待ち合わせすべく、身支度。
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　午後3時過ぎには、試験終了。
帰宅後、塾で答合わせと自己採点。何はともあれ、お疲れさんでした。 

2015
02-26
（木）

　娘、今日・明日と、中学最後の期末試験。
ただ、1日め終了後、母と娘は服を買いイオンへ行ったとのこと。

2015
02-27
（金）

　瑞、中学最後の期末試験を終える。 

2015
02-28
（土）

　やや薄青空の２月最終日。ヒレンジャクを見に、コナンと朝散歩。
春への準備中の畑、近くの白梅、そして「しっぽの先が赤いヒレンジャク」。

　帰り道の桃梅三景。多摩平の森、目つむりシジュウカラと、濃さを増した青空と梅。

　母と娘は、フラの創立記念イベントで、八王子の京王プラザホテルに。
10時前にホテルまで送って、朝食。朝散歩の写真を整理してから、図書館へ昭和11年前半の新聞記事漁りへ。

　昭和11年は記事数多く、予定を超過して4時近くに帰宅。母たちも帰ってきていました。まずは夕方の散歩。
畑、アブラチャンの蕾、梅。
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　母娘は、フラのイベントで昼食も、父は空腹を覚えたので、長崎チャンポン「リンガーハット」で、野菜たっぷりチャンポン。
母娘は軽めの夕食。

　食後、中学入学前からの「携帯は、高校になったら」約束を果たすべく、イオンのソフトバンク・ショップへ
調子の悪い母スマホ、父も合わせてケータイ持ちからスマホ使いに。
　左から、母の赤、娘の白、父の黒。家族、皆、同じ機種です。
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2015
03-01
（日）

　早や3月。

　父、早起きして、新聞記事整理。
夜が明けて窓の外を見れば、夜のうちに雨が降ったようす。

　落ち出しそうな天気を睨みつつ朝の散歩に行くも、途中で降り出して、帰還。
途中で見た水仙、長山団地脇で咲いていた青みの強い花韮。

　雨はその後も終日降り続き、一匹はふて寝。母娘はスマホに夢中で、父は資料整理。

　早めの夕食に「お好み焼き」。
食後の足でビックカメラにて、娘のスマホ用ケーブルやらイヤフォンやらを購入させられました。

　夜、昌子伯母からの誕生日プレゼント、届きました。
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2015
03-02
（月）

　都立高校の合格発表の朝、雨は上がり、綺麗な青空になっていました。

　朝、父と発表に付き添いの母が食事していると、珍しく娘が起きてきました。
さすが、に気になるようです。 

　父は通常出社。

朝9:00に、発表。母から、「桜、咲く」のメールあり！。

　父、定時に退社し、合格証書に対面。

　では、三人で合格祝いの食事に。
といっても、せいぜい、「しゃぶ葉」で食べ放題のていど。帰りに立ち寄った、コンビニで、再び一番くじライト。
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　今日は、とても良い一日でした。

2015
03-03
（火）

　父、今月と来月発売の航空ファンへの記事連載が決まり、原稿を送付。

2015
03-05
（木）

　夜、帰宅したら玄関先に大きな荷物が3つも。スマホの特典、スピーカーのようです。
「これ何ですか？、今日、こればっかり運んでるんです。」とは、母が訊かれた宅急便屋さんの素朴な疑問。

2015
03-07
（土）

　夜半から小雨の、やや肌寒い朝。

　父、朝の原稿書きと資料整理を終えるも、雨止まず、朝の散歩は断念。

　ポケットに進路報告など挨拶しに行くというので、娘を送ったついでに、夕食の買い物。
その後に、ようやくの散歩。畑、桃梅、紫木蓮の蕾。

　白梅、工事が始まった雇用開発事業団官舎。
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2015
03-08
（日）

　今朝も雨･･･。朝の散歩は断念。

　母娘は、フラのレッスンへ。父は原稿チェックして、雨の合間を見つけ、一匹と散歩。
紅椿、桃椿、桃梅。

　母娘帰宅。マックが食べたいというので、昼食はマック。

　その後、ポケットから連絡があり、娘お出かけ。文集と色紙を貰ってきました。

　夕方の散歩も、曇天の下。
一戸建て13戸に代わる雇用開発事業団官舎、黄梅、ボケの蕾。
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2015
03-09
（月）

　瑞季、15回目の誕生日。
学校で救命訓練を受け、「救命技能認定証」をもらってきました。

　さて、誕生日の夕食。「何がいい？」の問いに、拘りのない低燃費娘は「考えらんない。何でもいい。」「それでもさ･･･」という問
答の結果、二週連続で「しゃぶしゃぶ」へ。

　左は、睦子祖母からの誕生日カード。右は、同じく今日が誕生日だというZAQ。黄ばんで来ました･･･。

2015
03-10
（火）

　花の名前を覚えるための図鑑、買ってきました。
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　娘が温泉に行きたいとので、母が箱根あたりの空き部屋を捜し、仙石原に見つけました。
月末に、箱根から鎌倉～江の島と、観光の王道を行きます。 

2015
03-11
（水）

　朝は冷え込んで、畑が霜で白く薄化粧。
あの大震災から、丸4年･･･。未だ、合唱あるのみ。 

2015
03-12
（木）

　娘、校内球技大会。
4組女子は、「女バス（女子バスケ部員）がいない」とのことで、全敗だったとか。 

2015
03-13
（金）

　娘、3年生の給食生活のフィナーレ(？)を飾るバイキング給食。今日は、瑞の3年4組。
献立は、きなこ揚げパン、豆腐と鶏肉のトマト煮、粉ふきいも、きゅうりの南蛮漬けに、牛乳。

　「揚げパンも鶏肉と豆腐のトマト煮も好評な料理なので、全体量が多くなりましたが、3年4組にも食べてもらいました。
びっくりするほど食べ、すべて完食でした。」と、四中のHPに載りました。

　そして、夜は6年間通ったECCの最後の教室。
先生の娘さんお手製のシフォン・ケーキをご馳走になったそうです。 

2015
03-14
（土）

　父、朝の原稿書きと資料整理を終えて散歩へ。薄い雲あるものの、嬉しい青空の下の散歩。
トウモロコシ準備中の畑、紫色をのぞかせ始めた紫木蓮。てんとうむし。
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　水仙、咲き始めたばかりのアブラチャンサンシュユの花、白梅。

　（豊田とは思えない景色の）多摩平交番前、そこに置かれた「昔の多摩平」を伝える看板、元多摩平名店街の工事現場。

　桃梅、沈丁花。
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　庭のクロッカス、デイジー、パンジー。

　北陸新幹線開業で新聞に出ていた実家近くの駅、欠伸する警備隊長。

　大人は遅い朝食。
娘は午後2時近くに起きてきて、「お腹、空かない」と、また2階へ。

　夕方の散歩も、薄いながら青空の下。沈丁花、水仙、母校の梅。
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　旭が丘中央公園の春らしい雰囲気、黄梅の花、降りてきたKC-10。

　旭が丘中央公園のまだまだの桜の蕾、元「ぼんくら」の売地看板、もうすぐの「早咲き桜」の蕾。

　娘と三人で夕食、ラーメン。 

2015
03-15
（日）

　朝から曇り。暖房がないと、肌寒い。
父、早起きして、新聞記事整理。

　10：00頃、朝の散歩。猫に、雀が大挙集合していた紅梅。

9/25ページ瑞季と「コナン」の部屋（2015年3月）

2015/06/01http://www1.hinocatv.ne.jp/mizuki-y/2015-03.html



　散歩後、娘を起こして、朝食。
父は、仮面ライダーなどを見てダラダラ。母、お出かけ、娘は部屋籠り。

　夕方は雲が薄くなり、所々に青空が覗く散歩。梅、三景。

　謎の黄色い花「ギンヨウアカシア」、紅梅、ボケの花。

2015
03-17
（火）

　暖かかったこの日、都心で21℃超、八王子でも20℃超え。
帰りの電車は、汗ばむくらいでした。 

2015
03-18
（水）

　娘、中学校生活最後の給食。そして、人生最後の給食･･･でしょう。
四中のHPには、次が掲載されていました。
------------------------------------------
「卒業祝い献立」
　赤飯、鯛の揚げ煮、のり和え、かきたま汁、ジェラード。（卵とジェラ－ドの原材料は、日野市百草産）
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　今年度の給食は、今日で終了です。
3年生の大部分の人は、最後の給食となるでしょう。給食は「生きた教材」、バランスよく食べるには、給食を思い出せば食べら
れます。
------------------------------------------

　家に着く前に、旭が丘の早咲き桜に寄り道したら、もうほころびはじめていました。 

2015
03-19
（木）

　娘、3年間お世話になった明光義塾を退会。「お世話になりました。」
娘は、YDK（やればできるこ）になれた･･･でしょうか。 

2015
03-20
（金）

　娘、中学校の卒業式。3年間お世話になった、四中とお別れ。

　卒業アルバムの娘。よい笑顔です。

2015
03-21
（土）

　春分の日。父は、今朝も早朝から次連載の原稿書き。

　原稿書きを一段落させて、散歩。朝からの曇り空で残念、春をそこかしこに見つけました。
沈丁花、咲いた木蓮、アジサイの芽。
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　梅吹雪、ショッカツサイ、レンギョウ。

　ギンヨウアカシア２景、ゆいま～るの菜の花。

　イオンモール多摩平の今秋open予定のレストラン棟。2Fには、よさこい展望デッキも。
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　白の沈丁花、コデマリ、猫。

　帰宅後、朝食。
録画しておいた「ウィークリーひの」を見ていたら、金曜日に二中の卒業式を放送していて、匠馬くんが写ってました。
娘が連絡したら、「本格的なカメラを持った人がいるなぁ」と、思っていたとのこと。 

　資料整理して昼寝したら、早や夕方近く。雨が来ないうちに、早めの夕方散歩に出発。
北公園北のお宅のヒヤシンス、まだまだのグリーンベルトの桜の蕾、スズランズイセン。

　ヒマラヤユキノシタ、四中、出てきた陽に映える早咲き桜。
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　アブラチャンサンシュユ（別名ハルコガネバナ）、コブシ、見かけたらラッキー（？）のj:com新塗装車。

　今日は土曜日でしたが、横田にはいろいろ降りていきました。
昼過ぎにミシシッピからのC-17、16:50頃にC-20、17:00過ぎにはレガシーF/A-18が3機。

　夕食はいつものように決まらず。で、新規の南大沢・東京ミートレアへ。
「極トンテキ丼」を食べてきました。

　その帰りに立ち寄ったイトーヨーカドー南大沢店のLOFTで、娘用新型弁当箱、購入してきました。
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2015
03-22
（日）

　今朝は青空。原稿書きを終えて、8時半過ぎに、花見散歩 to 黒川清流公園。
道筋の紫木蓮、六小の枝垂れ桜、イオンモール。

　ハケ上を歩いて、残りヒレンジャクに挨拶し、春の保全緑地を愛で、前の多摩平七丁目の家近くから、ハケ下へ。

　ヤマブキ、羽の様子から成虫のまま越冬したと思われるタテハ蝶の仲間、咲き誇るコブシ。
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　10月桜を見に立ち寄った清水谷公園で、カワセミに遭遇。背中のコバルトブルーに、父感激。
下のくちばしが赤色（黄色）なので、メスでしょう。エサ取りダイブも見せてくれました。
あとから二羽めが来て、最初のが去っていきました。この2月から頻繁に黒川などで姿を見せている「つがい」のようです。
　カワセミは、父の実家前の堀で見て以来。

　帰宅したら、母娘はフラのレッスンでお出かけ中。
庭木に水遣りして、今朝の写真を整理。ハナモモの蕾、父の部屋でだれるコナン。写真整理中に届いた、睦子祖母からの苺。

　母娘、マックの昼食ともに帰宅。
そして、デカい本屋に行きたいという母のリクエストにより、コーチャン・フォーへ。娘の新型筆箱等も、仕入れました。

　家について、夕方の散歩。早咲き桜、三景。
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　グリーンベルトも、南側の枝には蕾に桜色が。花韮の群生に、夕焼け。

　夕食が決まらなかったので、困った時のイオン頼み。
母と父はオムライス、娘はパンケーキ。娘の新型弁当手提げも買いました。

2015
03-24
（火）

　娘と母、学校説明会に参加。体操着や教科書を購入。
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　教科書の一つに、アドビ社のイラストレータも。流石は、デザイン科。

2015
03-25
（水）

　娘、HOME（社教ポケットの中高生版）のお友達と、埼玉県入間市にあるスポッチャ（Round・1）へ遠征。
そこはボウリングやダーツ、バッティング、ミニサッカー、3on3（バスケットボール）、テニス、アーチェリーなどのスポーツに、カラ
オケやゲームセンターもあるアミューズメント施設。

　3on3やアーチェリー、バブルサッカーに、エアホッケーなどのゲームを楽しんできたとか。
聞けば、送迎バスが満員だったので、行き帰りとも歩いたとのこと。さすが、42kmを歩破している者同士。

　夜、最後の苺の相伴にあずかりました。

2015
03-26
（木）

　ロケット、上がりました。（写真は、毎日新聞社のHPより）

2015
03-26
（木）

　晩。娘、明光義塾の「お疲れさま会」に出席。
苦労を共にした友と食べる、直ぐ下の階のピザ屋さんからの（熱い）ピザは、美味しかったようです。 

2015
03-27
（金）

　母娘、国分寺の猛禽カフェへ。ふれあってきました。
外人さんにも人気なこのお店、両サイドのテーブルは外人さんだったとかで、ふれあい中に彼らからカメラを向けられて、一層う
つむいた娘だったそうです。
右は、その時のガチャガチャ。
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　父、帰宅途中で、地元系本を買ってきました。

2015
03-28
（土）

　薄曇り。次連載の原稿を整理して、朝の散歩。
木蓮、紫木蓮、北公園で咲いていた花。

　薄く桜色づくグリーンベルト、そして、北端の桜の蕾、スズランズイセン。
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　白の花韮の二景に、進む解体工事。

　グリーンベルトの先陣、満開の早咲き桜、寝癖のツグミン。

　そして六小学校の枝垂れ桜も、七部咲き。
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　我が庭の春の三役、揃い踏み。一番槍チューリップ、ハナモモ、イチゴ。

　その後はいい天気になり、早めの夕方散歩。
大空に木蓮、夕日に映える水仙、旭ヶ丘保育園の早咲きソメイヨシノ。

　午後はいい天気になり、早めの夕方。
満開の早咲き桜、青空に辛夷、ローズマリー。
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　早めの夕食に、買い物。娘は黒のローファーと渋いスニーカー、父も30%offに負けて派手なAdidasを購入。

　明日は早めに家を出るので、一匹はペットホテルに預けられました。
その際に仕入れた、ガチャガチャ。ディケイドにドライブ。

2015
03-29
（日）

　原稿整理後に、グリーンベルトの桜を愛でる。だいぶ咲きました。
その後、身仕度して、一泊温泉旅行に出発。
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　出発時の青空も、初日の目的地「横須賀」に着く頃には、曇り空に。
高速を降りて横須賀市街に向かう際、えらく渋滞。その渋滞中に見た新型護衛艦DDH-183「いずも」。全長248mは護衛艦中最
大で、戦前の戦艦長門（224m）よりも大きいとか。

　目的地周辺は、もの凄い人。どうやら米軍横須賀基地のスプリングフェスタ（基地公開）が今日で、「みかさ」周辺も見ただけで
諦めが付く長蛇の列。入場者は39,000人と、か翌日の新聞報道。
めげて宿に向かうことして、一号線を西行。江の島を眺め、トビとサーファーを見て、途中、小田原の「かまぼこ鈴廣」に寄って遅
い昼食。

　箱根・仙石原の宿に着くも雨となっていて、自慢の景色も雲ばかり。

2015
03-30
（月）

　明ければ快晴。
朝風呂後の景色に、朝食後の記念撮影。近くの「箱根ガラスの森美術館」に寄り道してから、昨日のリベンジに横須賀へ。

　高速もスイスイと横須賀に戻り、記念艦「みかさ」へ。
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　艦内見学に興奮する「艦これ」娘。帰りがけに、東郷さんにもご挨拶。

　近くで、海軍カレーを食べて、家路へ。時間切れで、ヴェルニー公園はまた今度に。
キーホルダーは、みかさ艦内でゲットした来艦記念品で、名前や来館年月日を大音響とともに刻印する懐かしいタイプ。

　帰りに一匹をピックアップして、一家勢揃いで我が家へ。

　最近の都立高校は入学前に課題が出ているそうで、遊びほうける気満々の娘は、夜、課題をやってました。 

2015
03-31
（火）

　出勤前のグリーンベルトの桜。満開に近いです。
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　きょうの娘は、お友達とカラオケとか。 
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2015
04-01
（水）

　新年度始業。父の所属部署、今日付けで子会社に事業移管。半年間、出向扱い。
今の事務所は来週いっぱいで、4/13から新しい勤務地へ。と言っても、今のところからは、徒歩5分ほど先。

　午後、ブルーインパルスのスケジュールを発表を見て、まさに「青い衝撃」！。
　　4月11日（土）　新潟県上越市　第90回高田城百万人観桜会
　実家向かいの高田公園上空で、ブルーが飛ぶっ！。絶対、撮りに帰らねば！！。

2015
04-02
（木）

　出勤前に、満開のグリーンベルトの桜を愛でる。

　娘、今日は彩乃ちゃんとカラオケ。11：00～18：00までと、豪遊。 

2015
04-03
（金）

　今日は風が吹くというので、散り始めているグリーンベルトの桜を愛でてから、出社。

　日中、娘と母、スク－ルバッグを調達し、娘は髪の毛を切ったとのこと。 
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2015
04-04
（土）

　天気予報通り、朝から曇り。原稿をまとめてから、朝の散歩。
庭の苺、桃、枝垂れ桃。

　グリーンベルトの桜も、最後か。青空なら、最高だったのに･･･。北端、中央、南端の三景。

　マーブル椿に、咲き始めた庭のチューリップ。

　朝食後に、録画しておいた「ひの ぶらり道」を見る。
今回は、北八王子から豊田駅と、テリトりー内の散歩で、一目で「ああ、あそこだ」と、自分と一匹で散歩しているかのよう。

　娘、2時近くになって、起きてきました。

　昼過ぎ、散髪。イオンモールに引っ越してから、初めて。
繁盛していました。

　夕方の散歩の前の、家の苺。13年目の「さくら」に、「とよのか」。
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　桜、三景。近所の枝垂れ桜、六小の染井吉野、社教の染井吉野の古木。

　リエント多摩平の三色桃（？）、ゆいま～る多摩平の森の「準備中」の八重桜、ミツバツツジ。

　「お腹空かない」娘を着替えさせて、夕食。帰宅後に、グリーンベルトの夜桜を愛でる。
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2015
04-05
（日）

　今日も花曇り、時々雨。
母娘は、フラのレッスン。録画した仮面ライダーを見ながら、朝食。

　朝の散歩は、天を睨みながら。庭のヒヤシンス、枝垂れ桃、エゴノキの若葉。

　グリーンべルトの桜、三景。青空でないのが、悔やまれます。

　散歩後、「ウィークリーひの」と録画しておいた「風たちぬ」を見る。
母娘帰宅するも、途中から「風たちぬ」に参加。終わった後、夢庵で遅い昼食。

　夕方の散歩。一輪の水仙、桜吹雪、桜隧道。
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　四中と桜、ビバヒルズと桜、花海棠。

2015
04-06
（月）

　5月並みの気温で暖かかったこの日、市内の小学校の入学式。

　我が家では、夜、明日の準備。
アシックス（父の時代風に言えば、鬼塚タイガー）の体育館履きに、スクールバッグ。

2015
04-07
（火）

　瑞季、入学式も、天気予報通り、生憎の桜散らしの小雨。

　できたばかりの新入学生に、校章。
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2015
04-08
（水）

　朝から、冷たい雨。父や娘が家を出る時は霙まじりになり、その後、都心でも雪に。

　今日から、お弁当。第一号を、記念撮影。

2015
04-10
（金）

　父の実家向いの「第90回高田城百万人観桜会」で飛ぶブルーインパルスを見るべく、会社をズル休み。
07:22に中央線へ乗り、西国分寺から武蔵野線で大宮まで一本。そこから北陸新幹線で、10：27に「上越妙高駅」に。
北陸新幹線「はくたか555号」、駅名、駅から見た妙高。

　上越妙高駅から、越後トキメキ鉄道と名を変えた旧・信越線の「妙高はねうまライン」にて、高田駅に。
この駅舎外観になって、初めて来ました。その後懐かしモードに浸りながら、実家まで徒歩。青田川の桜、実家前の桜。
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　午後、予行を見に、高田公園へ。
天候偵察の後、飛行の予行。三重櫓と堀と桜とデルタ360度に、サクラ。

　一旦家に戻ってから、夕方、公園を散歩。忠霊塔脇の枝垂れ桜、桜ロード、実家前から。

　夕食は、母姉と割烹居酒屋へ。敷地内のお稲荷さん。料理と酒、美味しかったです。
写真は2枚撮ったのですが、姉貴は2枚とも目つむり。娘の高「目つむり率」は、伯母さん譲りか？
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2015
04-11
（土）

　ブルーの祝賀飛行本番の日。天気予報通り、朝から雨。
何とか雨は上がるも、雲底低く、天候偵察機が公園上空に進入すらできず、予定時刻直前に中止に。残念。
　写真は、開放された陸上競技場にブルー見物に集まった方々。翌日の新聞報道では、約6,000人とか。

　ションボリしながら実家へ。
実家近くで、バードウォッチング。バン、オオバン、ハシビロガモ。ハシビロガモは、初めて見ました。

　午後4時前に帰還を開始し、大宮で20分ほど列車の待ち合わせして、午後7時過ぎに豊田駅着。
　雨降りだったので、母娘とイオンで待ち合わせ。食事と買い物をして、帰宅。
今日の食事で、父は「森のキッチンコート」の8店を制覇。あと、6店舗。 

2015
04-12
（日）

　朝から好天の日曜日。
朝散歩での、ハナミズキ、藤の蕾、アヤメ。
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　エゴノコキの若葉、先行開花したヤエザクラ、梅の実。

　多摩むすびテラスの準備中の八重桜、三色桃、ゆいま～る多摩平の森。
多摩むすびテラスの八重桜は、来週が見頃か。18日に、「さくらまつり」のはず。

　〆は、庭のチューリップ達。
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　午後3時、父が昨日もらってきた桜餅と桜の笹団子でお茶。

　夕方の散歩。庭の芝桜、畑の大麦、たんぽぽの綿毛。

　オオシマザクラと貯水タンク、桜色に染まる「夢ふうせん」の駐車場、名前知れずの紫色の花。

2015
04-13
（月）

　天気予報通り、冷たい雨。
父は、今日から新しいオフィスに出勤。フロアは寒く、好印象なし。

　娘、先週の部活動勧誘にて「デザイン工芸部」で作成の、七宝焼きとトンボ玉のアクセリーをもらってきました。
ミサンガも一本は部活勧誘で、もう一本は自宅で。「デザイン工芸部」に、関心が向いている模様。どうなる「美術部」？！
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2015
04-15
（水）

　朝、晴れいていたので、新しいオフスのビルを。
　帰宅時の発見。豊田駅前の紀の国屋さんに、今年も燕がやってきてくれました。

　娘、部活は「漫画部」と「デザイン工芸部」にしたとのこと。 

2015
04-18
（土）

　気温低めも、快晴の土曜日。娘は、特別に登校。

　朝の散歩は、春の花巡り。 お隣のモッコウバラ、ハナミズキ、オオムギ。

　アヤメの二景に、ラフランスの花。
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　裏のモモ、柿の若葉、八重桜。

　ゆいま～る多摩平の森の「さくらまつり」。ちょっと風がありました。

　わが庭のイチゴ、オキザリス、警備隊長とチューリップ達。
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　娘、今日から「眼鏡」生活者に。 

　日中、ダラダラし、早や夕方の散歩の時刻。
著莪（しゃが）（別名　胡蝶花）、西洋石楠花、ゆいま～る多摩平の森の残照八重桜。

　カラスノエンドウ、昨年の大雪で幹が折れまだ回復に至らぬ多摩平第一公園の白系八重桜、「ひの ぶらり道」でお二人が訪れ
た「さんぽ道」。

　昼食時に買ってきた娘用10桁電卓に、夕方に離陸していったC-5。
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　夜、父の高校時代の友人「田村 敦」から電話。
幾分、元気がない感じだったが、今、高田に来ており、実家前を通って懐かしさで電話したとのこと。 

2015
04-19
（日）

　今日は、花曇り。
早朝には顔を覗かせていた青空も、時刻とともにお隠れに。

　遅めの朝散歩での、アネモネ、サヤエンドウ、千日紅。

　長山団地で咲いていたカンパニュラ・グロッセキー（ハンガリー・キキョウ）、新「CO･OP高倉店」の八重桜とようやく囲われだし
た店舗地。

　あそビバレッド「旭ヶ丘児童館」、姿を現した航空宇宙実験棟、牡丹。

14/24ページ瑞季と「コナン」の部屋（2015年4月）

2015/06/01http://www1.hinocatv.ne.jp/mizuki-y/2015-04.html



　旭ヶ丘中央公園近くのさつき屋敷のさつき、旭ヶ丘中央公園の新緑、銀杏の若葉。

　もうすぐ午後になろうかという時刻に、朝食。

　花曇りで肌寒く、コタツで午睡などして、夕方に活動。
畑のトウモロコシ、咲き始めた藤、こちらも咲き始めたツツジ。

　白山吹と黒い実、ツルニチソウ、ドウダンツツジ。肌寒い1日でも、春は広がってゆきます。
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　夕食は、しゃぶしゃぶとなりました。 

2015
04-21
（火）

　先月に買った本には木に咲く花がなかったので、新型の図鑑も購入しました。
「ウミウシの花」など、知らなかった名前がいっぱい載っていました。

2015
04-24
（金）

　娘、遠足。 

2015
04-25
（土）

　朝、立川飛行場の原稿書きしたてから、朝の散歩。青空でいい気持ち。
藤、緑の箒となった北公園のケヤキ、工事が始まったCO・OP新高倉店。

　緑の隧道グリーンベルト、咲き始めたシラー・ペルビアナ、ハンガリー・キキョウ。
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　コガネムシ、紅白のサツキ、ツツジ。

　朝食後、去年に引き続き、タチヒでの昔の飛行機公開。R-53とR-HMに、今年はソーラー機SP-1も。
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　工場を出たら、早くも曇り空で、ポツポツも。早歩きで見た、ヤギさん除草隊。タチヒが落札した土地を除草中。

　何とかそうは濡れずに帰宅。母娘は、来週末のお買い物で外出中。
その後雨は本降りになり、コナンとダラダラ。夕方に雨があがり、近所を周回。雲がちな夕空と花つけた大麦。

　夜、一匹洗われる。 

2015
04-26
（日）

　早朝から快晴、「五月晴れ」に「こいのぼり」の季節。藤の花を訪ねて、旭ヶ丘を周遊。
　まずは、2軒東のお宅の藤、畑の枝豆。

　大麦にテントウムシ、近所で一番のお宅の藤、北公園北のお宅。
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　そのちょい東のお宅、お稲荷さんと豊作の梅。

　高倉南公園は三分咲き、五分咲きのさつき屋敷、帝人の銀杏。

　旭ヶ丘南公園は二分咲き程度、東芝跡地尾の物流センター、〆は西三軒隣のお宅の藤。
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　母娘は、フラのレッスン。
朝食して仮面ライダー。そして、お隣の二人に遊んでもらいました。

　遊びにも疲れた頃、ちょうど母娘が帰宅。昼食して、娘はポケットへ。 

　午後5時頃、夕方の散歩。
ケヤキと鉄塔、サルスベリの若葉、こちらも夕焼けに映える欅。

　すっかり更地になった元「雇用開発事業団官舎」跡地、セキレイ、「明日も好天間違いなし」の夕焼け。
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2015
04-29
（水）

　GW初日の天皇誕生日。晴天。諸事片付け後に、散歩。
畑のシラー・ペルビアナ、成長するトウモロコシとコナンと父の頭、エゴノキ。

　アカバナ・ユウゲノショウ、咲きはじめたグリーンベルトのツツジ、オダマキ。

　藤、祭塚公園のツツジ、クレマチス。
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　シャクナゲ、庭のキンギョソウとシラー・ペルビアナ。

　家に着いたら、空はドンヨリ曇空。
朝食後、娘が休日にしては珍しく早起き。四中から同じ高校へ通うお友達と、イオンに行くとのこと。

　父と母は、陽平の子供への贈り物を調達しに、八王子へ。
帰ってきたら、娘は出かけた後で、空は再び晴天になっていました。 

　夕方の散歩も、初夏の晴天下。
矢車菊、藤、八重桜の絨毯。

　ヒヨドリと月、無花果、唐もろこし。
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　19:00前、娘帰宅。イオンのフードコートで紀の国屋やスーパーで売っている和菓子でお茶していたとのこと。
三人で夕食しに出てでて、その足で買い物。そのアルプスで仕入れた、仮面ライダーマッハ（左）と仮面ライダードライブ「タイプ・
デッドヒート」。
第２ライダーであるマッハが、この「The 仮面ライダーズ」シリーズに登場してくれて、父は嬉しい。

2015
04-30
（木）

　父、会社をズル休み。
早起きして、原稿整理と来月からの7回連載分の初回ゲラのチェック。

　朝、娘の登校を眺める。

　食直後、初夏の青空の下に、朝の散歩。
白のヤグルマギク、シラー・ペルビアナ、サヤエンドウ。
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　シロツメクサ、オオムラサキツユクサ、我が家の蜜柑の花。

　2か月ぶりに、図書館で新聞記事漁り。今回は、昭和11年後半。 

　パソコンに新聞記事取り込みなどして、午後4時半過ぎに散歩。
夕焼け前、藤の花と戯れるクマンバチ、高倉南公園の欅。
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2015
05-02
（土）

　朝の散歩。トウモロコシとコナン、大麦とテントウムシ、名前知らずの木に咲く花。

　コナンを預けて、甥の結婚式に出席のため新潟市へ。
GWのど真ん中に、高速で移動するのは初体験。TVでは7:00過ぎには中央道・八王子インターの大渋滞を流していて、先行き不
穏。
どうせ関越道に乗るので、あきる野インターから圏央道で関越に合流しようと思ってますが、どうなることやら。

　結局、心配した程のことはなく、三国山脈を無事に越えて、13：00前に「大和」PAで昼食。

　14:30前。初日の目的地である新潟空港へ。19才以来なので、30数年ぶり。すっかり、立派になっていて･･･。
父はウロウロ見物、母娘はお茶して、休憩。ちなみに、娘は上げ底中。

　16:00過ぎ、新潟市内のホテルへ到着。万代橋たもとの老舗ホテルでした。
信濃川沿いを三人で散策。さっそく、新潟限定のビール「風味爽快ニシテ」で、喉をうるおして。
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　娘は････、まだ飲んでいません。

　朱鷺メッセの展望台にて記念撮影（上げ底中）と、万代橋あたりの眺め。
父は、この間電話をもらった田村の姿を見かけました。

　上げ底サンダルは歩きにくいと言うので、靴調達と夕食しに街中へ。
ホテル越しの夕日に、ゲーセンで太鼓中の娘（上げ底撤去後）、万代橋の夜景。
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　母娘のツインルームに父シングルルームで、お休みなさい。 

2015
05-03
（日）

　一夜明けて、朝の散歩。朝の万代橋、朝のホテル。

　ホテルでおめかしして、式場の護国神社へ。

　待ち時間にて二景と、祖母と曾孫。甥・陽平の子「陽翔（はると）は、今日が2歳の誕生日。
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　結婚式終わってと、披露宴。

　盗み撮りのつもりが･･･、バレてました。

　その後、ホテルの中華レストランにて、こちらの親族だけで、懇親会。 

2015
05-04
（月）

　今日も朝の散歩。今朝は、父と祖母との親子散歩。信濃川、こいのぼり、祖母とホテル。
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　朝食後、祖母と曾孫、その２。陽翔のアップ。昨夜プレゼントした積木は、気に入ってくれたとのこと。

　鳥山一家に挨拶して、ばかうけの「新潟せんべい王国」へ。
40度の工場内で手焼きする職人さん、ばかうけ神社でおみくじ。

　大判センベイの手焼き体験。焼いて、醤油で絵付けした後にも焼いて、味付け後に焼いて乾かして･･･。熱いのなんの。
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　作品。父の「仮面ライダーファイズ」、娘のFFのキャクター「ジタン」、母の「シロフクロウ」もどき。
祖母は「アンパンマン」を書くも、恥ずかしいと自主撤回。

　実家へ戻って、さっそく散歩。菖蒲？、頭隠した妙高山、アオサギ。

　夕方、四人で「上越の湯」にいって汗を流し、そこで夕食。 

2015
05-05
（火）

　今日も早朝散歩。
黎明時は青空を期待させるも、雲空。それでも、今日は全貌を見せた妙高に、三重櫓。

6/30ページ瑞季と「コナン」の部屋（2015年5月）

2015/06/01http://www1.hinocatv.ne.jp/mizuki-y/2015-05.html



　朝食後、一気に青空モードへ。ケンカする鳶とカラス、青空に映える妙高。

　記念撮影して、10時過ぎに帰路へ。

　渋滞もあったけれど、16：00前に帰宅。
渋滞中に撮影した妙高山、トイレ休憩した関越道・横川SA、トイレ休憩にアイスで一休みした圏央道・狭山SA。
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　荷物を家に置いてから、コナンをピックアップ。一家勢揃いして、お疲れさまでした。 

2015
05-06
（水）

　GW最終日、好天。三日ぶりに一匹と朝散歩。
畑のキュウリ、咲きはじめたカルミア、準備進むエゴノキの花。

　ようやく工事らしきものが始まった（？）CO・OP新高倉店、ノースポールにハナアブ、サルスベリの若葉。

　娘は、朝食も早々にGW中の課題に奮戦。

　父、昼過ぎにGWの庭を愛でる。ナデシコ、蜜柑、先々週に買った花。
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　曇天となった夕方の散歩。
キュウリ畑を物色するキジバト、第七幼稚園裏のサクランボの木、一年振りのご馳走。

　カモミール？、ゆいま～るのペチュニアに、ヒメシャリンバイ。

　初夏への準備進む、リエント多摩平の三色桃、梅。
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　娘、4つの課題のうち3つを終え、気分転換も兼ねて夕食。
その帰り、久しぶりに「お水のアルプス」（豊田南店）で、買い物。そこで買った、ドライブ（タイプ・スピードに、タイプ・フォーミュラ）
とフォーゼ。

2015
05-08
（金）

イオンモール多摩平店状況。
「First Love Clothing イオンモール多摩平の森店は、 5月10日（日）をもちまして閉店する事となりました。」と、同店HPに出てい
ました。
開店から約半年、初の閉店だと思います。これが、広がっていかないことを願っています。 

2015
05-09
（土）

　この土日は「第18回　ひの新選組まつり」。
天気が良ければ一匹と高幡遠征しようと思ってましたが、あいにくの曇天。今朝は、新聞記事整理に邁進。

　9時過ぎに雨。本降りにならないうちに、一匹と出すもの散歩。
ただ、その後に雨は上がり、それを見た娘は、イオンでお友達と終日を過ごすべくお出かけ。
新選組まつり関係各位には、一降りで済んで不幸中の幸い。 

　曇り空のまま、夕方に。
初夏フォームにチェンジのトウモロコシ、カルミア、北公園のエゴノキ。
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　菖蒲、エゴノキ？と間違えそうなくらい花をつけている柚子、サクランボ。

　昼咲月見草、夏薔薇、準備中の紫陽花。

　そして、我が家の庭。南天に、蜜柑の花。
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　18：30頃、いきなりの豪雨。娘も帰ってこないが、新選組まつりも心配。 

　19:30頃、イオンで買った母の日ケーキとコンビニのラザニアを持って、雨に濡れて娘帰宅。

2015
05-10
（日）

　朝から快晴の「ひの新選組まつり」２日め。
今年も、一匹と馳せ参じました。まずは、鉄砲。見学者も、昨年より増えていました。

　メイン会場の旧「甲州街道」。高張提灯、藁筒切り、籠。
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　大太鼓でパレードの露払い、幼稚園隊、小学生による春日隊。

　はにかみ気味の今年の歳さん、良い笑顔の勇さん、今年もはじけていた聡司。
聡司の一番隊の勝鬨も斬新で、11日付けの読売新聞多摩版の写真で取り上げられていました。

　源さんに、平助。そして、一匹。
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　パレード沿道の観客も去年より増えていている印象。今のほのぼの感を有したまま、回数を重ねていって欲しいです。

　帰りがけに、jcomの櫻井さんにお会いし、お着物姿の女史に挨拶できました。眼福、眼福。
水分補給しながら、1時間かけて帰還。

　夕方、母の日の花を調達しに、一匹をともに○2へ。それが下の左写真。両実家には、ペチュニア三色咲き（下写真右）。

2015
05-12
（火）

　季節外れの、気が早い台風接近。
足も速く、父が会社を出るころに新福でポツポツ、豊田では豪雨も、23：00頃には雨音が止んでいました。 

2015
05-13
（水）

　台風一過で、快晴。都心は夏日で27℃超。八王子も同温に。 

2015
05-14
（木）

　今日は、都心でも真夏日。
父の会社近くの噴水で、カラスが豪快に水浴びしているのを見ました。 

2015
05-15
（金）

　娘、学校の宿泊防災訓練とかで、校舎に泊まり込み。期限付き非常食を食べるのだとか･･･。 

2015
05-16
（土）

　早朝から雨。母のアートムーチョは出欠自由になったとのことで、欠席。

　朝方の雨も9時過ぎには止み、娘も帰宅。
ではと、散歩。その出がけに、お隣のおチビちゃん二人に、苺をご馳走。
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　初夏フォームにチェンジ完了の畑。そこのキュウリに、トマト。

　北公園の天を覆うエゴノキの花。雪に如く降り積もった、エゴノキの花。それに、見かけない青い花

　ジャガイモの花、売れ残っているサクランボ、柿の花。

15/30ページ瑞季と「コナン」の部屋（2015年5月）

2015/06/01http://www1.hinocatv.ne.jp/mizuki-y/2015-05.html



　オオムラサキツユクサ、ドクダミ、膨らみはじめたラ・フランスの実。

　娘、昨夜は良く寝られなかったのか、午睡に落ちてました。。

　早めの夕方散歩。カルミア、夏薔薇、バラ系の花。

　基礎工事中（？）のCO・OP新高倉店、見かけない花（その２）、グリーンベルト。
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2015
05-17
（日）

　日曜日は、早朝から快晴。母は、アート・ムーチョ。

　父と一匹は、日野産トマトを食べに、浅川へGo。
まずは隣の畑三景。エダマメ、トモロコシ､ナス。

　日野ファーストには遅く夏物には早かったか？、日曜日は営業しておらず、トボトボと川で休憩。川べりからのイオンモール。

　川沿いの果樹園。ブドウに、梨の実（赤ん坊）。
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　川からの帰路で見つけた「モコモコの木」（スモーク・ツリー）、Open半年のイオンモール多摩平の森、ゆいま～る多摩平の森。

　帰宅後、チューリップを抜いて、朝顔を種蒔きしました。
ナデシコと警備隊長、イチゴ。

　昼前、娘、起床。

　昼過ぎ、いちご「とよのか」を今年初収穫。冷やして、娘に献上。
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　娘、「お腹空かない」とのことで、母の帰りを待つことに。

　夕方の散歩。北公園天地白一色化も、今週限り？のエゴノキ、スィートアリッサム、旭ヶ丘中央公園。

2015
05-20
（水）

　朝、苺の収穫、12粒。虫に食べられていた一粒は、コナンに献上。あとは、お隣の住谷さんちへ。

2015
05-23
（土）

　早朝から晴れ。新聞を取りにいって、豊作の苺を愛でる。
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　原稿書きの後、先週の「日野産トマト」にリベンジ。
まずは、成長著しいトウモロコシと、出始めた蕾。そして、コップ洗いの花「カリステモン」（別名ブラシの木）。

　工事囲いが少なくなった「多摩平交番前交差点」側のイオンモール、昨日朝の雷雨で濁っていた清水谷公園の池、山王下の
緑。

　豊田のイトスギ、遠藤農園祖ぞで休んでいたカルガモ、山口家と豊田用水。
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　「今日はやってる、やってる。」と近づけば、もう毎日営業になってました。
Open前に並んでいた10程度の待ち人に続いて、真っ赤なトマト2袋とキュウリ1袋を買って、浅川の河原で特に真っ赤なのを半
分個。味が濃くて、美味しかった。

　浅川で、バードウオッチングしながらブラブラ。コサギ、アオサギ、ウミウとコサギの黒白対比。

　河原の広っぱでは、日野市合同防水訓練と関連イベントが行われていました。
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　のんびりと家路。中央図書館下湧水、アジサイ二景。

　昼過ぎ、苺の収穫。26粒。

　苺一粒をあげてから、夕方の散歩へ。何事もなかったかのような北公園のエゴノキ、早くも咲き始めたタチアオイ。
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　八重咲きのドクダミ、サルスベリの新芽、サツキ。

　早めの夕食から帰った時、お隣の上と下の兄弟に、遊んでもらいました。
下のトモ君にはコナンも吠えず、匂いを覚えたようです。

　風呂上り、父と娘は、冷やしておいたトマトを堪能しました。 

2015
05-24
（日）

　薄曇りの朝。雨降りの天気予報だったので、原稿整理後に、早めの朝の散歩。
コナンの新型服、黄花コスモス？、ブルーサルビア。

　ナツユキソウ（別名 セラスチウム）、ぶどう、目つむりコナン。
いい天気になってきました。
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　母娘は、フラのレッスン。
父は、柳沢さんのお誘いで、横浜の展示会へ。ブリキの大型可動飛行機は、人気でした。

　豊田についたら、初夏モード。夕方4時半過ぎの散歩も、まるで夏。
畑二景に、北公園のネムノキ。

　CO･OP新高倉店工事現場、グリーンベルトに34号鉄塔、第七幼稚園の姫リンゴ。
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　第七幼稚園の夕景、ホタルブクロ、全日空の777。

　娘が「酢豚が食べたぃ」というので、近所の「酔東坡 高倉店」へ。美味しかった。 

2015
05-25
（月）

　娘、今日から中間考査で午前中終わり。

昼過ぎ、震度3の地震。震源は茨城県南部とか。

　晩、父は、晩に航空ジャーナリスト協会の総会。 

2015
05-26
（火）

　娘、今日も中間考査。
都心で真夏日となった今日、娘は試験帰りにお友達と、八王子ラーメンで知られた「吾衛門」でラーメンしてきたとか。
母は「女子高生とラーメン」、父は「この暑い日に」と、関心する点が違ってました。 

2015
05-27
（水）

　娘、今日も中間考査。今日も暑く、帰宅後に水遣り。
その時、大きな苺一粒を見つけました。今年、最後の収穫かと、娘に献上。

25/30ページ瑞季と「コナン」の部屋（2015年5月）

2015/06/01http://www1.hinocatv.ne.jp/mizuki-y/2015-05.html



2015
05-28
（木）

　娘、中間考査の最終日。 

2015
05-29
（金）

　娘、お友達と、信州善光寺の御開帳へ、晩に出発。
大宮から、北陸新幹線で長野へ、向うではお友達の家にお世話になることに。 

2015
05-30
（土）

　朝から快晴。天気予報通り、真夏日になりそうな気配。
暑くなる前の7：00に、真夏の格好で散歩。まずは、夏の畑三景。トウモロコシ、キュウリ、大麦。

　ネムノキと鉄塔、真っ赤な花、芙蓉。

　旭ヶ丘中央公園、物量センター（ロジスティック・パーク）の二景。

　この暑くなるであろう日に、四中は体育祭。ご苦労さまです。
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　午後3時。暑さのピークが終わった（？）ので、豊田駅南口でやっている「豊田クラフトビール祭」へ、父母と一匹で。
残念なことに、クラフトビールは終わってしまっていたので、瓶ビールを飲んできました。TOYODAビールも、楽しみです。

　庭の苺、南天の花、アマリリス。

　20：30前、地震。横揺れが長く、震源との距離を感じさせる揺れ方。震源は深さ600km強と、そもありなん。
震源地に近い小笠原の震度5弱は納得も、神奈川県や埼玉県のある町だけで震度5強や福岡で震度3とは、不思議な揺れ。

　長野の娘からは、「こっちは無事、そっちは？」のメールあり 

2015
05-31
（日）

　天気崩れるの予報に反して、いい天気。暑くなりきる前に、朝の散歩
畑のトウモロコシ、ヒルガオ、北公園の松。

　昨日の赤い花の隣で咲いている黄色い花、CO・OP新旧店舗（右側が旧店舗）、その新店舗は完成予定が来年の2月に変更さ
ていました。
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　六小のメタセコイア、交番側が通行可能になったイオンモール、明日（6/1）から有料化される駅前通り駐輪場。

　りえんと多摩平、紫陽花、ザクロの花。

　散歩から帰ったら、恒例地区会のグリーンベルト掃除。参加賞は定番。
その後、本当に最後（？）の苺の収穫。24粒。一匹にも、おすそ分け。
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　朝食後、母は午睡。父は、図書館で昭和12年前半の新聞記事漁り。

　帰宅後、娘から長野を出た旨の連絡。
娘が帰ってくる前に、水遣りと夕方散歩。庭のクチナシの花、ガザニア、準備中のユリ。

　変わったところに出ていた北小園のキノコ、まだ掃除しました感残るグリーンベルト、気の早いトウモロコシ。

　娘からようやく連絡あり、イオンに居るとのこと。拾いあげて、夕食へ。

　家で、長野話の披露。面白かったとのこと。
土産もの披露。父へのハンカチ（母にはピンク）、お友達の御祖母さんにからプイレセントされた松代焼のナグカップと回向柱ミ
ニ。
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2015
06-04
（木）

　昨日の雨もあってか、朝、一番ユリが咲いていました。アマリリスも、咲いてくれています。

2015
06-05
（金）

　ピンクの一番ユリ、橙の二番ユリ、三番ユリと続いて咲きました。

2015
06-06
（土）

　昨夕からの雨で、掛布団が欲しいほどの気温だった朝方。濡れて、こうべを垂れるゆり達。

　先週に漁った新聞記事整理が終わる頃には雨もあがり、一匹が散歩に行こうと2階に上がってきたので出発。
天へ延びる畑、大きくなる実、枝豆も成長中。
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　雨上がりには、紫陽花が似合います。

　ヒノキの蕾、ザクロと北の青空、青空と畑。

　遅めの朝食は、久しぶりのCO・OPのパン屋さんで調達。食後に、もらったカップでコーヒーを。
その後、父は倒れていたユリを奮い立たせました。
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　撮りためておいたTV番組を見るなどしていたら、はや夕方散歩の時刻。
鮮やかな黄色のユリ、赤紫色お花、タコさんウインナーのようなザクロの花たち。

　リンゴに、猫に、雲間からの日差し。

2015
06-07
（日）

　母、誕生日。朝方は曇りも、だんだんと青空に。

　瑞、レタリング検定とかで、学校へ。 

　青空がまぶしくなってきたので、梅雨前遠征に急遽出発。
トッパン前を通って、旭ヶ丘中央公園を抜けて、ハケ下の「豊田住宅団地」に出て、中込踏切から浅川へ。
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　浅川沿いを南下して、サイカチゼキ沼のカメ達に挨拶、用水を飛び抜けるカワセミにも遭遇して、長沼橋へ。

　目的地の田んぼは、未だ田植え前。その前の用水のカワムツ、近所で咲いていた花。

　うえのまち公園を通って、八幡さまにお参りし、将来の国道20号用地を見物。
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　マツバボタンの近所で日野産トマトを買い、豊田車庫区脇を通って、跨線陸橋から物流センターを眺めて、帰還。約2時間強。

　帰宅後に朝食。仮面ライダーを見る。

　写真整理などしつつ午後3時近くに、軽い昼食。その最中に、娘帰還。

　夕方の散歩。
畑のトウモロコシ。コゲラの鳴く越えに見上げたら、元の日野自動車多摩平寮のビワが頃合い。その向かいの六小でも、梅か何
か成っていました。

　ムクドリ、サカキの花、藤の実。
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　夕景のイオンを眺めて家路へ。途中の色づく梅の実に、無花果。

　夜、一匹洗われる。今夜も、Tシャツ1枚では肌寒い夜。 

2015
06-08
（月）

　関東甲信と東海、梅雨入り。時期は、例年なみだとか。 

2015
06-10
（水）

　朝、花をふやす花壇のユリ達。

　娘、体育祭。
梅雨の晴れ間とのことで、今日の予想最高気温29℃。暑い1日になりそうです。

　娘は、青団に所属ということで、青い団のTシャツとプログラム。団対抗のリレー代表で、1位だったそうです。
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2015
06-12
（金）

　宏一の披露宴引き出物、ケトルにして注文してぽたのが、届きました。
ピッカピカです。

2015
06-13
（土）

　朝、廊下で何かを踏んづけ、見てみればコナンの歯でした。さすがに、もう7歳というところか。
そのもうじきシニアと、朝の散歩。ユリと記念撮影、お隣で実った苺を次男坊の「ゆうま」くんから貰いました。

　畑は、枝豆とトウモロシが、遠くない収穫。
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　ツユクサ、北公園のエゴノキの実、例年通りのキノコ。

　バラとカナブン、みつばち、七幼裏のノウゼンカズラ

　七幼裏のリンゴに、柿。旭が丘保育園のラ・フランス。
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　朝食後しばらくして、娘はお友達との待ち合わせ場所へ、父は図書館へ新聞記事漁り（昭和12年後半）、母は明日の手作り市
の打ち合わせと、それぞれおでかけ。
シニア一匹は、留守番。 

　父と母は帰宅して、父は新聞記事整理。母は明日の準備。

　そして、夕方の散歩。
畑のトマトに、首都大学東京のネムノ木の花、ビワの実。

　工事進むCO・OP新高倉店、ユリ、「売地」の看板がなくなってからしばらくたつも変化ないマツダ向いの空き地。

　風呂上りに、祖母からのサクランボを堪能す。
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2015
06-14
（日）

　朝から小雨、時折り止み。
娘は、武蔵美術大学のOpenキャンパス見学へ。母は、手づくり市へと、それそれお出かけ。父と一匹は、留守番。

　雨があがったようなので、朝の散歩。
花、ウォークラリーの参加チーム、開店前に行列ができていた手作り市。

　多摩平第一公園内のウォークラリーのチェックポイント、ギンバイカとクマンバチ、桃色の花弁の中心に青色のめしべ？の紫
陽花。

　午後3時半過ぎ、母帰宅。人の波が山と谷、極端だったとか。
4時過ぎに、夕方の散歩。畑のキュウリの花と実。畑で昼寝する猫。息してました。
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　旭ヶ丘保育園の梅の実、四中の泰山木、色づき始めた桑の実。

　サンシュユの実、謎の花、すっかり色づいた梅の実。

　娘は8時頃に、ようやく帰宅。面白く、刺激を受けたとのこと。 

2015
06-17
（水）

　遅ればせながら、母に誕生日プレゼント「アマゾンGift巻」を進呈。 

2015
06-20
（土）

　終日の雨だった昨日は散歩に行けなかった一匹、快晴の朝、朝6時前に散歩いこうと迎えに。
一仕事片づけて、6時半から散歩。いい天気なので、遠回ししてトマトを買いに。まずが、畑、ノウゼンカズラ、ゆいま～るとノリウ
ツギの白い蕾群？。
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　イオンを抜けて、黒川清流公園・あずま池の亀とカルガモ、カルガモの子、クロアゲハ。

　線路を渡って、ぶらり道でお二人が訪れていたカー・ミュージアム「レプリカー」を横目に、若見さんにお参りして、しばし休憩。

　若宮さんの鳥居を潜ってハケ下に。喫茶「ナラの木」、ふたば幼稚園近くの石像、浅川沿いの梨園。
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　児童広場、浅川、ダイサギ。トマトに、キュウリも仕入れました。

　市立図書館50周年の図書館脇で、トマトを半分個して帰路へ。庭のネジリ花と、今朝の成果。トマトは、2つ食べた後。

　起きていた娘は、朝食もそこそこに、お友達とカラオケしにお出かけ。

　では、と父は日恒もせずに、資料整理。
そして、夕方の散歩。夕日に映える、畑の茄子、北公園のネムノキ、第七幼稚園の林檎。
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　ラベンダーとクマンバチ、桑の実、ノウゼンカズラ。もうすっかり夏･･･。

2015
06-21
（日）

　朝、まだ雨落ちず。その隙に、朝散歩。
収穫の始まったトウモロコシ、北公園のキノコ、CO・OP新高倉店工事現場。

　「夢風船」前のキノコ、今朝もご執心なクマンバチ、紫陽花。
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　母と娘は、フラのレッスン。外は小雨が、降ったり止んだり。
仮面ライダーの映画のDVDなどを見ながら、留守番。

　午後１時過ぎに、母娘が帰宅。
父の日のプレエント「甚平」を、貰いました。

　母は、フラの会合とかでお出かけ。

　17時前。雨が止んで、陽が指してきたので、夕方の散歩。刈り取られたトウモロコシ、陽に映える花と葉。

　アガパンサス、ゆり、ヒノキの蕾。
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　一周してきたら、北に青空が広がっていました。

2015
06-22
（月）

　夏至。 

2015
06-27
（土）

　昨日の雨で散歩に行けず終いの一匹、今朝も早々から行きたいコール。小降りを見計らって、行ってきました。
庭では、淡系橙色ユリが咲き始め、金魚草も彩を添えていました。

　ひまわりと35号鉄塔、白い花と葉っぱ、赤系のノウゼンカズラ。
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　娘が起きてきて、朝食兼昼食。
その後、母娘は夏服などの買い物へ。父と一匹は留守番。

　女子組の帰宅と入れ替わりに、男子組は夕方の散歩。
トウモロコシの収穫進む畑、北公園のアカマツタケ？、トリトマ。

　シモツケの花、野生のタマムシ？（死骸）、クレマチス。

　足をイオンまで伸ばして、コナンの爪切り。
工事も進んでいました。
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　ゆいま～る多摩平に寄り道して、藤の実、ビヨウヤナギの花、ノリウツギの蕾とケムシ。

　広報「ひの」に出ていたTOYODA BEER復刻。
来月26日の「ひのよさこい」にブースが出るとのこと。楽しみです。

2015
06-28
（日）

　早朝から、夏の空模様。７時半過ぎから、散歩。
夏の畑、キュウリ、アガパンサス。
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　空き地と雑草とは思えない景色、ユリの花、陽を反射する新CO・OPのビル。

　20号と旧20号を超えて、高倉稲荷さんにお参り。
木洩れ日の高倉緑地を東へ抜けて、久しぶりに三本杉稲荷さんにもお参り。

　「大星教会入口」交差点で20号バイパスを北に越え、中央道下りの石川PA脇を抜けて、中央道の下を潜り、大星教会を横目
に七ツ塚へ。

　目的地の七ツ塚、お稲荷さんからの眺め、富士山のアップ。
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　七ツ塚で休憩して、帰路へ。高速を超え、タチアオイを愛でて。日の台の旧東芝施設、更地になってました。
予定通り、2時間で帰宅。

　男子の帰宅を入れ替えに、母がフラのイベントでお出かけ。
朝食して、仮面ライダー実て、なでしこJapanのBest4入りを祝う。 

　父と一匹は、午睡などして、夏の休日。

　そのうちに、空模様が怪しくなってきたので、降り出す前に夕方の散歩。

　第七幼稚園の向日葵、あと少しの桑の実、冬に向けて成長著しい皇帝ダリア。
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2015
07-01
（水）

　月曜日から一家全員「喉が痛く、時折咳」。母の症状が一番重い様子。 

2015
07-02
（木）

　淡橙色のユリ、三本揃い咲き。

　そして、なでしこ、FIFA 女子WorldCup 2015、祝・決勝進出。

2015
07-04
（土）

　昨夕からの雨も上がって、朝の散歩。
　畑は収穫が進み、トウロモコシも一角を残すのみ。

　北公園の「（赤）松のそばのキノコ」、盛んにさえずっていたシジュウカラ、ブルーサルビア。
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　長山団地のゴーヤ、桑の実、カミキリムシ。

　母、熱も出て、フラのイベントを休んでの養生中。
父は図書館に行って昭和13年前半の新聞記事漁り、娘は期末考査のお勉強。

　父の帰宅時には雨となっていて、コナン、夕方の散歩に行けず。
母も薬等もあるので、娘と食事＆買い出し。父、久しぶりに、野菜スープを作る。 

2015
07-05
（日）

　早朝から、梅雨らしい雨。午前中は、散歩はいけなさそうな気配。
母の熱は下がったようで、一安心。

　11時過ぎ、雨が上がったので、散歩。多くの犬が散歩していました。
もうすぐ終わりのネムノキの花、キノコ、意外に深く広く掘っているCO・OP新高倉店。

　咲き始めたサルスベリ、C-17、第七幼稚園畑のトマト。
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　昼過ぎ、娘は「勉強会」と称するお友達との集まりに、お出かけ。

　夕方の散歩。 高橋のおかあさんちのオシロイ花、キノコ二景。

　フルーツトマトの整列、モントブレチア（姫檜扇水仙）の花。

2015
07-06
（月）

　撫子、米国に散る。 

2015
07-11
（土）

　久しぶりの夏の青空。

　隣の畑ではトウモロコシの収穫が終わって、残すはキュウリとエダマメ。それに、北公園での萌芽更新。
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　始まった、元職業開発公団官舎跡地の一戸建て建築工事と、その看板。そして、フヨウ。

　熟した桑の実、ムクドリ、木芙蓉。

　ウミウシの花（ブッドレア）、野イチゴ、サルスベリ。
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　2週間ぶりに訪れたイオンモールでは、新しい建物の鉄骨が組み上がっており、階段も３階へ延長されていました。

　再来週の「ひのよさこい」のポスター。来週の自治会夏祭りポスターと、岩崎愛子さん来場のポスター。

　聞きなれない音と、「土曜なのによく飛んでくるな」と見上げれば、FAAのチェック機でした。10回ほどアプローチしていました。
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　午後１時過ぎに。娘はお友達と映画で、府中の東宝シネマに。
その頃、八王子市上柚木公園球場では、八王子桑志高校が久しぶりの単独校で夏の西東京大会に出場。でも、松陰に11：0の
5回コールド負け。

　日中、父は新聞記事整理。午後5時過ぎから、夕方の散歩。
34号鉄塔。35号鉄塔、CO・OP新高倉店工事。

　第七幼稚園では、恒例「ようじまつり」。

　ゆり、色づきはじめたブドウ、夕日。
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　散歩中に娘帰宅。夕食と買い出しへ。 

2015
07-12
（日）

　早朝から、夏。新聞記事整理も早々に、7時前、多摩大橋へ遠征。
元ユニクロの車屋さんミツクニ（3292）、小宮原の踏切で八高線下り電車に挨拶し、らーめん「いっぱしや」を過ぎて。

　島橋で谷地川を超える八高線下り電車を田島橋で眺め、ラーメン「荻窪」、懐かしの「ごくうらーめん大千元」の前を通過して。

　長続きしているラーメン江川亭、麺屋樽座、ドミノピザに変身していた多摩大橋南交差点の元ローソン。
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　1時間半弱を歩いて、多摩大橋へ到着。そして、一匹とは初の「昭島市」。

　河畔で休憩。

　いざ、帰還。八王子市へ帰り、ラーメンおがわの前を通り。
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　日野用水の取水口から日野用水に入り、涼みながら、蜻蛉などを観察。

　立体交差から谷地川を遡り、アオサギを発見。石川PA近くで、RC-135Sを見て幸福に帰還。

　帰宅した父と入れ替わるように、母がフラのイベントにお出かけ。
朝食後、あまりに暑いので一匹とシャワー。
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　娘、起きてきて、チョコタルトを試作。

　暑い日中、父は新聞記事整理。
台風を避けて避難してきた輸送機らが、盛んに帰っていきました。

　18：00近く、近所を散歩。
鉄塔と夕日、長山団地と夕日、咲き始めたグリーンベルトのサルスベリ。

　来週の地区の夏祭り準備、できていました。

　遅くなるという母からの連絡に、食べたいものない娘からの「コンビニでいいや」という味気ない返事により、コンビニ弁当。
19：00過ぎに、母帰宅。夜、再びシャワーしたら、日焼けしているのに気付きました。 

2015
07-13
（月）

　梅雨なぞ、消し飛んでしまったかのような、朝からの暑さ。日中の最高気温は、35℃の予報。
早起きして、昭和13年前半の新聞記事整理を完了。

　予想最高気温は見事に的中し、勢い余って八王子で36.9℃まで上昇。
父の実家の上越市高田では、38.5℃だったとかで、この日、日本一。晩に電話したら、「ドアノブが熱かった。」とのこと。 

2015
07-14
（火）

　今日も暑かった。 
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2015
07-15
（水）

　今日も暑かったものの、深夜には大雨に･･･。 

2015
07-17
(金）

　娘。一学期の終業式。 

2015
07-18
（土）

　娘は、多摩美術大学でOpenセミナー（？）、父は久しぶりの休出。 

2015
07-19
（日）

　昨日までの愚図ついた天気も終わって、朝からいい天気。

　7時過ぎに、一匹と散歩。エダマメも収穫された夏の畑、ツユクサ、首都大学東京のネムノキ。

　笠かぶる富士山、桔梗、オニユリ。

　旭ヶ丘中央公園のヒヨドリの親子、近所のムクゲ
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　蕎麦で、朝食と兼ねた昼食。そして、母と娘はフラの合同レッスンで、昼過ぎにお出かけ。父と一匹は留守番。
暑いのか、涼しいところを求めて一匹はあちこちでゴロン。なお、関東甲信は梅雨明けとのことも、午後からくもりがち。

　3時半頃、母娘帰宅。久しぶりにスシローへ。
帰宅後に夕方の散歩。色づいたフルーツ・トマト、小っちゃいゴーヤ、が鳴り出したアブラセミ。

　ハロウィーン用の巨大カボチャ、うみうしの花、立体的に輝いていた夕焼け。
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2015
07-20
（月）

　「海の日」の休日も、朝からむし暑い天気。

　畑に残ったトマトにナス。そして、らしくない青空。

　昨日買ったばかりのおnew服に匂い付けする一匹、活動準備中のヤギさん除草隊、多摩平第二緑地の朴の木。

　社教の朴の木に花、そして無花果。
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　今日も、蕎麦＆うどんの朝食兼昼食。

　そして、日野高校vs早稲田実業の試合に見入る。三度追いつき、一度は逆転するも、地力の差か、サヨナラ負け。
お疲れさまでした。楽しい試合でした。

　明日から北海道へ帰省の母娘。
「お礼参りしてない」と、急遽、若宮さんとお不動産にお礼参りしてきました。

2015
07-21
（火）

　父と一匹、今日からの留守番モードに備えて、朝の散歩。

　正午、母娘、北海道への避暑に離陸。
この日、東京は都心でも34.9℃と、今年一番の暑さ。

2015
07-22
（水）

　父と一匹、朝6時に散歩。庭の朝顔が咲き、雲一つない空でした。
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　この日も、東京は暑かった。
夜7時半前に帰宅。今宵も、ごはんをあげてから、コンビニ弁当買いがてら、夜の散歩。 

2015
07-23
（木）

　真夜中から、雨。朝散歩は、断念。

　夜7時半過ぎに帰宅。ごはんをあげてから、小雨の中、コンビニ弁当買いがてらの、夜散歩。

　ところで、今日は、現居に引っ越して、ちょうど丸10年でした。 
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2015
08-01
（土）

　今朝も暑いので、7時前から散歩。
　キュウリとトマトも終わってガランとした畑、工事進むco・op新高倉店、花虎ノ尾。

　長山団地の芙蓉、向日葵、モミジアオイ。

　真っ黒にまで熟している桑の実、ムクゲ、ミンミン蝉。

　大きくなりつある柘榴、わが庭の日々草とトレニア。
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　暑い日は食欲なく、娘の希望によりマック。
食後は、一家三人と一匹、居間でダラダラ。外は、うだるような猛暑で、岐阜県多治見では最高気温39.9℃だったとか。

　夕方、北から黒い雲と遠雷。雨になる前に、夕方の散歩。百日草、洋梨、やたら居るミンミン蝉。

　晩、母は立川での集いにお出かけ。
父と娘は、「困った時のイオン頼み」で、イオンモールにて夕食と買い物。夕食は、洋風「丸亀饂飩」にしました。

　食後に、トヨダビールがあるか見に行って、なかった変わりに梅酒を買ってきました。

2015
08-02
（日）

　早朝から熱く、6時半から散歩。
庭の白朝顔、スロープが付いたco・op新高倉店、マテバシイの花。
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　朝のAura243、イオンを回って、清水谷公園へ。

　清水谷公園のカルガモ、山王わきの湧き水のハケ、そして黒川清流公園で蝶を観察。

　涼しげな湧水二景に、コナン。
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　休憩してから帰路へ。
早朝から休日出勤中の山羊さん除草隊、ゆいま～る食堂のゴーヤカーテン、「ゆいま～る多摩平の森」の盛夏の風景。
　これにて2時間半の朝散歩は終了。

　母はフラのイベントで多摩センターへお出かけのため、個々に朝食。
散歩帰えいの父は、録画しておいた仮面ライダーを見ながら朝食。暑さに起きてきた娘は、「腹減らん」と朝昼食兼用。

　猛暑の中、父は図書館で新聞記事を漁りに。今日は昭和13年後半。
帰宅後に、新聞記事を整理して、18時過ぎに夕方散歩へという問いに、母帰宅。入れ替わりに散歩。
夕焼け（一部）、VivaHillsの実、羽化したばかりの蝉。

　父、今晩も昨日買ったベルギービールと梅酒で、涼をとる。 

2015
08-03
（月）

　昨夜は21時半過ぎに寝た父、一匹の「腹減った攻撃」にも耐え、5時半過ぎまで熟睡。
一方、部屋のクーラーが壊れている娘は、暑さに起き出して、父と入れ変わりに寝室で仮眠。

　娘、部活で登校。 
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2015
08-04
（火）

　朝、暑くなる前に、一匹と軽く散歩。アブラゼミの姿が目立ってきました。

　娘は、今日も部活で登校。

　日中はとにかく暑く、都心でも連続5日間の猛暑日新記録とのこと。 

2015
08-05
（水）

　今朝も、暑くなる前に、一匹と軽く散歩。
朝から、連続記録の更新は、間違いない暑さ。

2015
08-06
（木）

　抜けるような青空。7日連続の猛暑日は、当然の帰結か･･･。

2015
08-07
（金）

　薄雲。畑では肥料が撒かれていました。北公園では、どの木を見ても、アブラゼミが･･･。
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　8日間連続猛暑日間違いなしの今日、母は「飲んだくれの会」で。恵比寿と銀座に飲んだくれ遠征。

　早めに帰れた父は、帰りがけにイオンによって、再販されたTOYODA BEERを、一人購入限度の5本を仕入れてきました。

　日付けが変わろうという頃、ゴロゴロと大雨。
明日は予想最高気温33℃と、猛暑日ではないらしい。 

2015
08-08
（土）

　予報通りか、昨夜の雨か、蒸し暑さはあるものの気温はそう高くない朝。7時に散歩。
庭の朝顔二輪、空模様。

　全貌を見せたCO・OP（新）高倉店。
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　長山団地の夏の風景。ほおずき、朝顔二色、カボチャなみに丸々としたまだ白いゴーヤ。

　色づきを増した林檎、鶏頭。

　朝食後、父は新聞記事整理、母は午睡、娘は宿題。

　夕方、新型冷蔵庫の情勢を窺いに、家電量販店へ3人で。その足で昼食兼夕食。

　家に帰ってから、また新聞記事整理。
そして18：30を過ぎて、夕方の散歩。畑、近くのマンション。
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　今日は最高気温33℃とのことで、連続猛暑日記録は昨日までの8でストップ。

　風呂あがりに、Toyoda Beerを味わう。 

2015
08-09
（日）

　朝から曇り空。新聞記事整理後に、朝散歩。
まずは家の朝顔に、小さな花。

　いつものように北公園に向かう途中、コナンが匂い付けした電柱をふと見上げれば「競馬場支18」。
「おお、ずっと見つけられずにいた『競馬場支』線電信柱が、こんな灯台元暗しだったとは。」ってことで、近所をウロウロ。
　煎餅の越後屋さん近くで「競馬場支1」、その東側で「競馬場支S1」～「競馬場支直5」までを発見して満足、満足。

　充福して帰宅。生で仮面ライダーを見ながら、朝食。 

　母と娘は、フラのレッスン。
父は散髪と漁り損ねた新聞記事の補足に図書館へ。帰ってきたら、母娘も帰宅してました。

　午後は青空となって、気温も上昇。
お友達と「八王子まつり」を見に行く娘は、気温に負けて夕方にシフトだとか。
「八王子まつり」は、ケーブルTVで生中継もしており、盛り上がってました。

　父は新聞記事整理、母娘はダラダラして過ごし、夕方、娘は「八王子まつり」へ。
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6時過ぎ、夕方の散歩。

　散歩してから、買い出し。

　今日も、風呂あがりに、Toyoda Beerを味わう。
その後、一匹洗われる。

　人身事故だとかで、娘、八高線・北八王子駅から22：00過ぎに帰宅。 

2015
08-11
（火）

　朝から一面の曇り空で、涼しめ。
一匹も、朝散歩をねだりに来ず、母のもとで二度寝か。

　昼真は青空になり暑くなるも、夕方にはまた曇りがちに。

　母は、昼間と夜に用事。
父が帰宅したら、「コナンの散歩がまだ」と書置きがあったので、夜散歩。 

2015
08-12
（水）

　朝から小雨。一匹、朝散歩をねだりに来るも、雨を見て玄関から出ようとせず。 

2015
08-13
（木）

　早朝に一時豪雨も、上がってくれて、朝の散歩。
庭の朝顔、肥料の撒かれた畑。

2015
08-14
（金）

　今朝も曇り空の下、朝の散歩。庭の朝顔三輪。
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2015
08-15
（土）

　終戦記念日。曇りがちな空の下、朝の散歩。
庭の朝顔、エゴノキの実、ネムノキの実。

　店舗入り口側も鉄骨が組みあがってきたCO・OP（新）高倉店。

　グリーンベルトにサルスベリ、Last Oneとなっていた七幼の林檎、旭ヶ丘保育園の洋梨は大きさ変わらず。
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　今日から、父の実家に顔見世興行。コナンを預けて、いざ出発。
今回も関越を使って、横川SAで休憩。ただ、意外に大混雑で、車中で釜飯を食べました。

　大きな混雑もなく、ごご3時半過ぎに到着。陽はあるものの、風は心なしか涼しげ。
実家のど根性「クレオメ」を愛で、夕方に親子3世代でハス散歩。南掘は、ものすごい数が咲いていました。最後に、弁天さまに
お参り。

2015
08-16
（日）

　一夜明けて、昨日は見えなかった妙高も、黒姫も姿を見せてくれました。
そして、珍しく朝散歩するというので、東京・横川一家でハス鑑賞散歩。

　家でシオカラトンボを観察して、墓参りへ。
盆には少し遅れたけれど、10数年振りの墓参り。寺の本堂で、瑞の祖父が供した「永代読経」を見つけました。
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　その後、今回の温泉地「赤倉温泉」へ。
宿に入る前に、ケーブルカーで高地避暑。高度1,256mで、アイスを食べてきました。

　宿のチェックインにはまだ早かったので、「赤倉観光ホテル」に立ち寄って、ロビーで一休み。

　今日の宿「赤倉ホテル」へ。こちらも、眺めは負けてないです。それと、夕食にむけて着替えた浴衣勢揃い。
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2015
08-17
（月）

　夜半から、雨風。朝は、一面の雲でした。

　宿は、江戸時代から続く、創業200周年の老舗。いつまでも続いていって欲しいです。
新しい風呂もいいけれど、父の幼少期に入った記憶のある古い風呂「楽々の湯」「石割の湯」が、温泉の香りとともに熱くて、父
は大好き。

　雨の中、実家に戻って、すぐ東京へ。
途中、高速もはずっと雨。横川SAは時間帯もあってか、大混雑だったので、一つ向うの「甘楽SA」で昼食して、午後4時前に帰
宅。
　コナンを迎えにいって、一家勢ぞろい。夏の興行、無事終了。
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2015
08-18
(火）

　父は夏休み。昨夜半から雨も上がってくれたので、朝の散歩。
ホウレン草フォームへチャンジした畑、秋の気配ただよう空。

　北公園の「赤」松茸、木芙蓉、ミンミンゼミ。

　午後から、娘は塾で宿題片付け。
父は、新聞記事整理。

　そして、夕方の散歩。陽が落ちるのは、だいぶ早くなってきた感じです。
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2015
08-19
（水）

　朝は、薄雲り。新聞記事整理中、コナンが上がってきたので一段落まで待たせ、「じゃぁ」と玄関をでたら、小雨。
結局、玄関から出ず。 

2015
08-20
（木）

　朝から、土砂降り。そして、コナン、満七歳。

　母娘がイオンで買ってきたバースデイ・ケーキを、父が帰ってから、コナンに献上。
エサ皿も、新調されました。

2015
08-22
（土）

　曇り気味も、暑くなりそうな予感に、西平山の水田を見に、小遠征。
まず、CO・OP（新高倉店）の様子を伺いに、北上。2回りほど、大きくなっていました。

　そして、南下。
ロゴの入った物流センター、その前の道が延長されてその橋脚部となる土地（何で空き地なのか不思議だった）、線路を跨いで
橋脚部となる元・市民農園。
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　お目当ての水田は、もう穂がでていました。しばし愛で、ハグロイトトンボも観察。

　八幡さまのお祭りポスター、長沼橋、その袂の「橋北公園」で休憩。

　再び水田を見にいけば、川北用水にカルガモ。まだ婚姻色を残すカワムツに、シオカラトンボ。アキアカネも飛んでいました。
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　ずっと、残っていてほしい景色。

　帰りがけに八幡さまへ。社内に橙の花がいっぱい咲いていました。弁天様にもお参り。

　遠くない将来に「国道20号」となる用地。出がけに見てきた物流センター前の道は、この20号に接続予定。
見事なサルスベリに引き寄せられ、豊田車庫区南の「ハケ下公園」に。
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　汗だくになりながら、約2時間強の散歩、終了。シャワーが気持ちよかったです。

　朝食後に、父は図書館へ、昭和14年前半の新聞記事漁り。娘は夏休みの課題。母ダラ。

　図書館から帰り、陽が落ちかけての夕方散歩。
夕景、長山団地とサルスベリ、そのグリーンベルトのサルスベリ。

　ミンミンゼミ、Viva Hillsのサルスベリ、色付き悪い（？）ブドウ。

2015
08-23
（日）

　曇り空。一雨来る前に、早めの朝散歩。
庭の朝顔、畑、ヒルザキツキミソウ。

18/22ページ瑞季と「コナン」の部屋（2015年8月）

2015/09/01http://www1.hinocatv.ne.jp/mizuki-y/2015-08.html



　8時過ぎ、雨は本降りに。

　そのうちに雨は上がり、母娘はフラのレッスンで午前中にお出かけ。
父は、昨日漁った新聞記事整理。一匹は昼寝。

　15：00過ぎ、聞きなれない音に勇んで外に出てみれば、オスプレイが！！

　暑くないので、16：00過ぎに夕方の散歩。
モミジアオイ、洋梨、紫のサルスベリ。

2015
08-24
（月）

　今朝も一匹と朝散歩。ただ、短パンでは肌寒く感じる気温。
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　父が帰宅すると、娘が夏休みの課題「正32角形の対角線引き」をやってました。

2015
08-25
（火）

　昨日より一層肌寒い朝。散歩は、やんぴ。 

2015
08-29
（土）

　8月5回目の土曜、そして最終土曜日も、今週の天気を引きずって、小雨交じりの肌寒いくらいの気温。
　コナンも玄関から出ず仕舞い。

　2時過ぎ、娘は映画にお出かけ。母は、近所のマンションで一踊り。父は、先週漁った新聞記事整理を完了。
そしてようやく雨も上がって、散歩。黄花コスモス、ホウズキ。

　木芙蓉、柘榴の実、テッポウユリと皇帝ダリアのぶっ太い茎。
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2015
08-30
（日）

　曇り空。昨夜の天気予報で、土曜日は10月中旬の気温だったと言ってました。

　雨が落ちてこないうちに、朝の散歩。
完成近い雇用開発事業団社宅跡の宅地造成、近所の朝顔、畑と東京西線35号鉄塔。

　ほぼ最終形を見せ始めているCO・OP(新高倉店）。

　20号を東に進んで、多摩平方面へ。
ぎんなん、名前知れずの赤い花、ゆいま～る多摩平の森。
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　こちらは、一足先に外壁を見せ始めたイオンの追加レストラン棟。

　小雨が落ちてきたので、帰還開始。
その途中で見た、コップ洗いの花、サルスベリ、雌蕊を閉め出すモミジアオイ。

　小雨は、そのまま本降りに。
朝食後、母娘は、フラのレッスン。父は、ゲラの校正。

　結局、夕方も雨はあがらず、散歩は行けないまま、終わる。 
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2015
09-01
（火）

　娘、始業式。
二学期初日から7次限授業で、弁当。 

2015
09-02
（水）

　朝は、雨模様。昼過ぎ、父が気づいたら青空のいい天気に。
約10日ぶりの青空で、気温も上昇。夜は、寝苦しさが戻ってきました。 

2015
09-05
（土）

　天気予報通り、いい天気。
一匹がアピールするので、中遠征で、大和田橋まで行くことに。
まずが、北公園の彼岸花、長山団地の白彼岸花、辛夷の実。

　「ブックセンター伊東　旭ヶ丘店」跡地、寄り道した畑でみた色とりどりの「イシミカワ」の実、明日のお祭り準備中の関根神社。

　大和田の栗、謎のお社と、その向かいの祠にある献納額。「昭和七年一月元旦」とありました。

1/23ページ瑞季と「コナン」の部屋（2015年9月）

2015/11/01http://www1.hinocatv.ne.jp/mizuki-y/2015-09.html



　いよいよ、目的地の大和田橋。
昭和10年以前の竣工時から残る橋柱に、昭和20年8月2日の空襲での傷跡。ただ結露して、何も見えず。

　上流への眺め、橋にあった距離標示、袂に佇む英国の城（結婚式場）。

　帰路に見たコスモス、蝶、上流への眺め、橋にあった距離標示、タマスダレの花。

　2時間15分の中遠征を終え、9時前に帰宅したら、娘が珍しく起きていました。
聞けば、お友達の文化祭へ行くとのこと。

　娘が出かけた後に、父と母は朝食。
その後、父は図書館で昭和14年後半の新聞記事漁り。帰ってきて、記事整理していたら散歩へ移行と2階へ上がってきたので、
夕方散歩。
名前知れずの葉、シジミ蝶、花虎の尾。
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　娘、18時過ぎに帰宅も、「お腹空いていない」とのことで、三人でアルプスへ買い出しして、銘々に調達。 

2015
09-06
（日）

　天気予報通り、朝からベタ曇り。

　新聞記事整理していたら、散歩をせがまれたので、朝のお努め。
北公園の彼岸花、モミジの種子、多摩むすびテラスの藤の種。

　イオンの新棟を見にいけば、覆いが外されており、外壁が覗いていました。完成まで、あと2ヶ月です。
最後は、帰りがけに見つけたヤマブキ。

　帰宅して、仮面ライダー見ながら朝食。

　母娘は、フラのレッスン。 二人が出かけてから、父は新聞記事整理。一匹は、ゴロ寝。

　フラ組の帰宅までに、新聞画像のスキャンは完了。
蕎麦の昼食後、娘は学校の課題、父はスキャン画像のトリミング、母は一匹とゴロ寝。
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　午後から降り出した雨で、夕方散歩は行けず。
腹が減らない娘と、今日はサン○の弁当。

2015
09-07
（月）

　朝方までの雨が上がっていたので、出すもの散歩でも･･･。
と思って6時過ぎに玄関に出れば、また雨が落ちてきて断念。

　日中も、時折止むものの、基本的に雨降り。 

2015
09-08
（火）

　今日も、朝から雨。よく降る･･･。 

2015
09-09
（水）

　台風、午前中にも東海地方に上陸か。今日も、朝から大雨。

　台風は愛知県辺りに上陸。離れた関東は、その影響で断続的な大雨。多摩川、浅川も水位上昇。 

2015
09-10
（木）

　朝も台風一過の空にならず、相変わらずの雨。
栃木県には特別警戒警報が出され、茨城県では鬼怒川の堤防が決壊し、床上・床下浸水多数。行方不明者も出るも、東京の
雨は収束方向に。

　夕方、久しぶりに、赤く染まった夕焼けを見ました。小雨の天気雨でしたが。 

2015
09-11
（金）

　雨ないまでも、曇りがち。
一匹が迎えに来たので、朝の散歩。畑からの、青空。

2015
09-12
（土）

　朝6時前、新聞記事整理中に、大きめの地震。
横揺れなく、いきなり縦揺れが来たので、震源の近さを想像。仮面ライダーのフィギィア数体が落ちてきた程度でおさまり、一安
心。
　コナンは起きて吠えたものの母娘は起きもせず、至って平和。
震源地は東京湾、深さ60km弱。調布で震度5弱、日野は震度4。 

　7時過ぎ、コナンが誘いにきたので、朝の散歩。
北公園の彼岸花、ほおずき、長山団地の紅白彼岸花。
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　第七幼稚園裏の冬瓜（？）、畑の隅のニラの花、帰宅時に会ったお隣の兄弟。
3兄弟に、そのお友達2人を加えた総勢5人に、庭で遊んでもらました。

　娘はお友達とお出かけ。朝食後、父は新聞記事整理。母はゴロ寝。
　昼前からいい天気になり、青空。

　2時過ぎに帰ってきた娘は、「お腹へらない」というので、父母は蕎麦の昼食。

　陽があるうちに、早めの夕方散歩。
辛夷の実の袋剥ける前後に、34号鉄塔。

　整地なった雇用開発事業団官舎跡、姫リンゴ、イオンモール。

　豊作の柘榴に、韮の花群。
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2015
09-13
（日）

　朝、好天。6時過ぎに迎えにきた一匹をしばし待たせて、区切りのいいところで朝散歩へ。
青空と33号鉄塔、青空のゆいま～る多摩平の森、その敷地内の野放図に伸びた藤棚。

　増築中の二中、多摩平緑地帯の彼岸花、跨線橋近くで咲いていた朝顔。

　梵天山古道に着くころは、雲が多くなってきました。その古道を抜けて滝坂の南側へ。滝坂近くで見た、工事現場。
国道工事かと思いましたが、住宅っちぽかったです。
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　滝坂下の穀倉地帯”日野”の記憶三景。

　角上魚類、梨園、山法師の実。

　スシロー近くの金谷神社、別府神社、そして帰路に見つけたバイパスそばの祠。
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　駒形下公園近くで見た石碑、エンジェルストランペット、公園看板。

　多摩平の除草隊、シラカシの腰掛、改造中の二中（多摩平第一公園側）。
2時間半の中遠征、完成。

　母娘は、今日はフラの合同発表会。
二人が出た後に朝食しながら、仮面ライダー”ドライブ”。先週はチェイスで、今週はメディックが消滅。ああ、あと2回！！。

　コナンはゴロ寝、父は新聞記事整理。昭和14年後半は世界一周のニッポン号で記事多く、時間かかるかかる。 

　新聞記事整理も飽きて、夕方の散歩。
また、青空が戻ってきていました。ハナミズキの実、サンシュユの実にいたカメムシ（？）、高幡線29番鉄塔と夕日。
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2015
09-14
（月）

　父、人間ドックのため、会社はお休み。
昼前に検査は終わり、午後の結果を聞くために、検診所の裏手にある浅川で時間つぶし。彼岸花が綺麗でした。

　帰ってから、新聞記事整理に没頭。なんとか、終わりが見えました。 

2015
09-19
（土）

　天気予報通り、早朝から好天。ピーカンの気配。

　今日はヒコーキ好き歴40年以上でも初の「1日に航空祭のハシゴ」する日。
はやる気持ちを抑えつつ、朝のお務め。富士山遠景、辛夷の実、ロシアン・セージ（？）
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　朝食もソコソコに、一軒目の立川・防災航空祭へ。

　8：30過ぎに正門に着いたら、既に長蛇の列。早めに、開門してもらったようで、待ち時間なく入場できました。

　このあいだの台風の災害派遣中ゆえか、展示機体は寂しいものでしたが、警視庁・消防庁やあとわずかしか見ることのできな
いOH-6が頑張って飛んでくれました。

　12：30前、２軒目の横田へ移動開始。西立川まで歩き、青梅線で拝島へ。
　13：00に拝島駅に着。案内板と地図が出ていました。
チェックもそこそこに、13：30前にゲートを通過。売店地区では配置が変わっていて、広々してました。
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　去年に引き続き展示されたMV-22オスプレイ。ノー・ロ－プ、ノー・ガードでした。
もう本当に最後か？のEA-6プラウラー、はじめましてのP-8ポセイドン。

　朝から歩きっぱなし、高温・炎天下、そしてビールで疲れが出てきたので、15：30過ぎに帰還開始。
八高線の待ち時間などもあり、16：30過ぎに北八王子駅に着。途中で見つけた旧甲州街道沿いにできるOKストアの完成予想図
に、CO・OPのシールが貼られたビル。
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　帰宅して、休む暇なく夕方の散歩。朝8時から夕方17時半まで、立っ放しの1日、ようやく終わる。 北公園の隅で、彼岸花が見
事でした。

2015
09-20
（日）

　今朝は雲がありながらも、好天。7時過ぎに一匹が迎えにきたので、昨日の写真整理途中で朝の散歩。
彼岸花、秋空、七幼裏で見つけたひょうたん。

　色づきを増すキウイ、紅葉、柘榴。秋は深まりゆく･･･。
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　今日も横田へ出かけるつもりだったが、疲れからかその気にならず。
仮面ライダードライブの、事実上の最終回を見る。

　母娘は、フラの合同レッスンとかで、正午過ぎにお出かけ。
父と一匹は、ゴロゴロ・ダラダラして凄し、夕方の散歩。どんぐり2種に、五連ひょうたん。

　帰宅したら、母娘も帰ってきていて、娘が「問肉のトマト煮」なる料理に兆戦中。
晩御飯は、娘の手料理。

2015
09-21
（月）

　敬老の日、連休中日。曇り空に下、朝の散歩。
畑は、大根と白菜フォームに転換中。
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　北公園の彼岸花群生、秋空、銀杏。

　高倉神社と境内の椿の実、トキワサンザシ。

　母娘はイオンに用事とのことで、昼過ぎにお出かけ。
父は一匹とゴロゴロ寝。庭では、コスモスが咲いてくれていました。
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　母娘帰宅。入れ替わるように、午後4時前に夕方の散歩。空はベタ曇り。
C-5、一回り大きくなった洋梨、ロシアン・セージ(?)。

2015
09-22
（火）

　連休4日め、国民の休日。好天の気配に、浅川遠遊。
畑、赤系のリコリス？、イオンは新棟のガラスはめ込み中でした。

　黒川の踏切り手前で、浄水場跡のマンションが工事進行してました。
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　線路を越えて、コスモスの花、蜻蛉（タイワンウチワヤンマ）、豊田小の看板がまぶしい元二小。

　浅川沿いに散歩。清水園さんの梨に葡萄。

　浅川の景色に、ダイサギ。
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　気温が上がってきたので、帰還の途に。
途中イオンで、コナンの爪切り。コナン待ち中のイオン二景に、帰り道で見つけた変わった花。

　娘は、塾の先生や塾生らとカラオケへお出かけ。
父と母は、朝食後ダラダラ。

　午後、父は、久しぶりに立川飛行場の原稿を書き入れ。

　夕方、夕日を見ながらの散歩。
畑、北公園のクヌギの団栗、凛々しいコナン。

　夕日の母校、もうすぐの果物の女王、旭ヶ丘中央公園。
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　夕方、娘、帰還。夕食へ。
夏の北海道以来、北海道ラーメンがたべたいと言うので、八王子インターそばの味源へ。 

2015
09-23
（水）

　銀色週間の最終日。秋分の日も、上天気。珍しく朝迎えにこなかったので、遅めの8時半近くから朝散歩開始。
畑、見納め近い彼岸花、終末期の辛夷の実。

　首都大学東京で見た秋。ハナミズキの実、完成近い航空宇宙実験棟、色づき始めた葉。

　高倉南公園を散策して、帰路へ。
大学正門前の通り、珍しく駐車も通りがかりもおらず、パチリ。それと、近所にあった椿の種。
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　入れ替わりに、娘はお友達とカラオケとかでお出かけ。
父と母は、遅めの朝食。 

　昼過ぎから立川飛行場戦前史の原稿など書いて、夕方の散歩。
ニラに蝶、34号鉄塔、柘榴。

　夕方の買い物で、チェイサー、仕入れました。
そして、帰宅した娘は、風呂上りにスイートポテト作り。学校に持っていくんだとか。

　後半はこれということもないまま、平穏な銀色週間が、終わりました。
なお、一匹は夜に洗われ、憤慨しておりました。 

2015
09-24
（木）

　朝、出来上がったスイートポテトに対面。
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2015
09-26
（土）

　雨も朝方までには上がってくれて、何とか朝散歩。
まずは、ダイコンが増えてきている畑。

　先週に見つけたOKストアの完成予定確認のため、進路を北西へ。平成28年4月となっていました。できるのか？！

　元に戻って長山団地のイヌサフラン、夢風船のイベント告知、先達・池田さんとこの稲穂干し。

　帰宅すると、娘が学校に用事とかで、制服にて登校。
正午近くに帰宅し、ようやく、朝食兼昼食。その後、娘は、ミシンで布製ティッシュカバーを量産してました。

　母は、ゴロ寝。父は、立川飛行場戦前史跡の原稿書き。その後に夕方散歩。
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ヒャクニチソウ、紅葉はじめたドウダンツツジ、ビバヒルズの街灯。

　夕食は、チャンポン。父は、野菜たっぷりチャンポン食べて、満足・満腹。 

2015
09-27
（日）

　朝からベタ曇りも、夜半の雨は上がってくれている模様。
朝から、立川飛行場戦前史の原稿書き。

　やや疲れたのと、ちょうど一匹が迎えに上がってきたので、朝の散歩で近所周遊。
自らの木を赤く染めるハナミズキの実、20号街路樹のギンナン、ヘチマ？。

　饂飩や「どんたく」、ゆいま～る多摩平の森のフイリヤブラン、紀伊国屋の今宵の誘惑。

　ネッティ写真館と大黒屋、リエント多摩平向かいに近くOPENのアジア景レストランの広告。
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　咲き始めた十月桜、沈丁花、身割れ寸前の柘榴。

　家に帰って、仮面ライダー。今日は、ドライブの最終回。面白かった1年でした。

　母娘は、八王子のイチョウホールでフラの発表会。
それを正午前に送って行ってその足で、図書館。昭和15年前半のつもりが、記事が少なく1年分を漁ってきました。
図書館を出る直前の午後3時半に「終わって、これからお茶。」のメール。家に帰って、母娘からのピックアップ連絡待ちも、結
局、5時まで連絡来ず。
コナンの散歩も行けないまま、迎えに。

一旦家で身形や髪形を戻して、夕食へ。
その後に、漸くの夜散歩。雲の切れ間からの十五夜は、綺麗でした。
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2015
09-28
（月）

　十六夜、スーパームーン。
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2015
10-01
（木）

　娘、「都民の日」で休校も、文化祭の準備で登校。 

2015
10-02
（金）

　娘、クラスでの文化祭の売り物（？）、布製筆箱を夜なべで製作。母も巻き添え。 

2015
10-03
（土）

　娘は、文化祭で、早出。

　爆弾低気圧一過の青空の下、朝の散歩。
畑、大きくなった白菜、工事進むCO・OP（新）高倉店。

　旭ヶ丘保育園の色づき始めたみかんと、まだ色づかない洋梨、近所の柿。

　「この辺りは人気なんだ」と教えてくれる看板に、その売り出しの土地、元。雇用開発事業団官舎。
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　はじけた柘榴に、わが庭の菊。

　11時前、娘の文化祭「桑高祭」に、母と出かける。
まずは、正門に設けられた桑高祭門。

　娘の1Aクラスは、「壱期1A（一期一会）」という雑貨屋。ちょうど、浴衣姿の娘が「売り子」していました。
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　デザイン分野やデザイン工芸部、漫画部、美術部などを見学。
ここで、PTAの手伝いをする母と別行動。父は更に、一周り見物。娘の教室から西側への景色、南の景色。

　どのクラスも、なかなかの内容と盛況ぶり。

　さて、帰還。天気がいいので、歩いて帰ることに。
娘の学校のすぐ裏手が「南浅川」なので、それ沿いに。綺麗な「南浅川」には、カワムツの姿が多く見られました。

　実、陣馬街道にかかる「横川橋」、浅川との合流点。
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　浅川で出会った鳥たち。カワセミ、ダイサギ、樹上のアオサギ。
カワセミは雄で、ホバリングとダイブを見せてくれました。

　大和田橋を渡り、途中、カワセミに本日2回目の邂逅。
石川入口バス停そばの歩道橋で見たシールに、首都大学東京のハナミズキの紅葉。
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　ゆっくり歩いて、途中の吉野家の牛丼で昼食して、2時間半弱後の午後3時に帰宅。その距離、8km弱。

　午後4時頃に母が、4時半過ぎには娘が帰宅。
「では」と、夕食前の散歩。

　散歩後、夕食へ。帰りに○2で、買い出して、その際にコナンの新型秋服も購入。 

2015
10-04
（日）

　今日も早朝からいい天気の予感。娘は、今日も早出。

　新聞記事整理後に、朝の散歩。今朝は黒川声優公園へ。
昨日買ってもらった新型服、六小の50周年記念幕、箒の木。
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　ドウダンツツジ、ススキ、名知らずの実。

　黒川清流公園に到着。爆弾低気圧時の雨のせいか、湧き水は水量豊富で溢れるほど。と、ヒョウタン池のカルガモ。

　山に出張中だったサワガニ、東屋、清水谷公園の一部分だけ秋の図。
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　囲いが取れたイオンモール新棟に、タマむすびテラス。

　帰宅後に、仮面ライダー。今日から、新シリーズ。顔は斬新も、戦隊ものの軽さの匂いあり。

　庭の菊、二景。
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　母も、午前中に出かけ。
留守番組の父は、新聞記事整理。一匹は、父のそばで昼寝。
日中は、汗ばむくらいの陽気。

　夕方、曇りがちに。
母、4時半過ぎに帰宅。留守番組も、夕型のお努めへ。
一部だけ夕焼け、AtlasエアのB767、木芙蓉の種。

2015
10-05
（月）

　代休の娘、お友達とカラオケ。 

2015
10-08
（木）

　庭のリコリス、咲きました。

8/21ページ瑞季と「コナン」の部屋（2015年10月）

2015/11/01http://www1.hinocatv.ne.jp/mizuki-y/2015-10.html



2015
10-10
（土）

　三連休初日は、薄曇り。

　立川飛行場戦前史の原稿を書いてから、朝の散歩。
まずが、庭のリコリスに、ポットマムの上のオンブバッタ。

　隣り合う第七幼稚園と旭ヶ丘保育園で、運動会開催中。

　深まりゆく、秋の気配。ドウダンツツジ、赤くなったサンシュミの実、木芙蓉の花のドアップ。
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　散歩から帰った父と入れ替わるように、娘、お出かけ。お友達とイオンで試験勉強（公称）とのこと。 

　朝食後、父は図書館で、昭和15年の落ち穂拾い。
意外に時間が掛かって、16時過ぎに帰宅。帰ってすぐ、コナンと散歩。畑、紅葉（一部だけ）。

　コナンにご飯して、人間のご飯の番も、娘の帰宅待ち。
19時過ぎに帰宅。バターナンが食べたいというので、サンガムへ。
　その帰りに仕入れた食玩フィギュア旧１号。

2015
10-11
（日）

　小雨そぼ降る、肌寒い朝。散歩は、いけそうもない天気。 

　散歩は行けないまま、母娘は、フラノレッスンへ。
父は、新聞記事整理。一匹は、ふて寝。

　昼過ぎ、フラダンスチーム帰宅。父は、ようやく新聞記事整理を終えて、昼食。
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孫文記事整理も、残すは、あと昭和16年を残すのみ。
娘は、スイートポテト第二弾を製作開始。
　雨が上がったので、散歩へGo。
　ホウレンソウ拡散中の畑、雲、珍しい時期に咲いた石楠花。

　秋明菊、紅葉が目につき始めたグリーンベルトの桜、アメジストセージ。

　帰ったら、スイートポテト出来てました。２つ、もらいました。

2015
10-12
（月）

　体育の日の休日、快晴。原稿書きもそうそうに、朝の散歩。
秋空と畑、畑の蕪、豊作のハナミズキ。
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　咲き始めた山茶花、真っ赤に熟れた柘榴、十月桜。

　七星テントウムシ、休憩中のアキアカネ、赤い実。

　イオンの新棟は、工事囲いを外している最中でした。
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　Aura243とゆいま~る多摩平の森、青空とハナミズキの赤い実、マテバシイのドングリ。

　帰宅したら、出かける母と入れ違い。朝食後に、娘を起こして、「行ってらっしゃい。」。 留守番組は、いい機構の2階で、父は原
稿書き。一匹は、昼寝。 

　原稿書きに飽きたので、庭いじり。リコロスに、ポットマム。

　16：00過ぎ、母帰宅。お腹空いたというので、二人で昼食兼夕食のスシロー。
帰りに、父ズボンをユニクロで買い、アルプスで買い物したら、すっかり暗くなって。夕方散歩は写真なし。

　最終日は、穏やかな日差しの、よい1日でした。 　

2015
10-16
（金）

　父、外出先での会議は早く終わり直帰するも、娘は「テスト勉強」とのことで、お友達のお宅にお邪魔とのことで帰らず。
その帰宅を待って、夕食。雨のせいか寒いので、「伝家のホウトウ」 

2015
10-17
（土）

　昨夜から続く秋雨で、肌寒い朝。散歩も行けず。

　娘は、テスト勉強と称して、お友達のお家へ。
朝食後、父は市役所にある市政図書館へ。
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　帰ってきたら雨が、使用整理後にようやく散歩。
夕日に映える東京西線33号鉄塔以南、夕日、紅葉先取りのドウダンツツジ。

　夕焼け、天然干しブドウ、畑からの夕焼け。

　5時過ぎに娘帰宅。三人で夕食へ。 

2015
10-18
（日）

　薄雲りの日曜日。遅めの散歩。
ホウレンソウの芽吹き、大根の成長の畑。

　CO・OP（新）高倉店三景。
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　近づく、収穫。柿、柚子に、洋梨。

　娘は今日もテスト勉強と称する会合へ、昼前にお出かけ。
父母は、朝食して、のんびり。

　夕方前から、父は原稿書き。
そして、夕方の散歩。雲のない快晴の下、気持ちのいい散歩で見た夕景三景。

　旭ヶ丘中央公園を回ってきたら、元「ぼんくら」の角地、「メイク新社屋」建設予定地になってました。
何屋さん？

15/21ページ瑞季と「コナン」の部屋（2015年10月）

2015/11/01http://www1.hinocatv.ne.jp/mizuki-y/2015-10.html



　食事してくるという娘をほっておき、父と母は買い出しして、食事。
風呂上がりに、柿を一匹と分け合いました。皮は、一匹の担当です。

　娘、21時過ぎに帰宅。 

2015
10-20
（火）

　娘、中間考査、始まる。金曜日まで。 

2015
10-21
（水）

　朝、まだ緑色のハンターが、逆さで寝て（？）ました。警備隊長は、ビビってました。

2015
10-25
（土）

　朝から快晴の予感。原稿書いてから、朝の散歩。
緑濃くなった畑、先っちょ紅葉の北公園の欅、黄色を目立たせ始めたグリーンベルトの桜。
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　黄葉化はじめた20号の銀杏、同じくギンナン、紅葉3分のユリノキ。

　社教の建て替え工事看板。ゆいま～る多摩平の森の並びに、できるみたいです。

　多摩むすびテラスの秋。2週間前から居る（？）赤トンボ、南天等の赤い実たち、先っちょの紅葉。
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　前庭工事進むイオン新棟、秋バラ、イクラのごとき柘榴。

　帰って朝食。娘は「起こさないでね」モードにより放置、母と朝食。
その後気温があがり、暑いくらいの日当たりよい2階で、父は資料整理。

　14時近くに娘が起き出してきて、朝食兼昼食。母は、フラのイベントでお出かけ。

　まだ気温高めの中、夕方の散歩。
夕日、紅葉の桜と月、ドウダンツツジと一匹。

2015
10-25
（日）

　昨夜半、木枯らし一号。冬、まっしぐら･･･。

　てなわけで、今朝の散歩は遅め。
出たらすぐに、お隣の三兄弟＋友達に可愛がってもらいましたの図、青空とハナミズキの実と紅葉、落ち葉を巻き上げる北風。
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　大空学園では「大空祭」開催中。都立葛西水族館から、移動水族館が来てました。

　母娘は、昼過ぎからフラの合同レッスンで、多摩平伊のふれあい館へ。
そこへの送り迎えの間、にスキャンした画僧の整理に没頭

　4時半前に、夕方の散歩。夕日、三景。明日も天気よさげ。

2015
10-26
（月）

　物凄く寒かった朝、最低気温は10℃を切ったとのこと。 

2015
10-31
（土）

　肌寒い曇り空。母はアートムーチョ、娘はそれに自主参加。

　二人が出かけた後、朝食して、遅めの散歩。
紅葉、サンシュユ、常盤サンザシ。
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　色づいた洋梨、木芙蓉の綿帽子、そして柚子。

　インスタントラーメンを食べたくなり、図書館に本を返しに行ったその足でコンビニで袋麺「ラ王」を購入。美味しかった。

　4時過ぎ、暗くなりかけてきたので、夕方の散歩。
紅葉、首都大学東京のモミジ、たきび祭のポスター。

　旭ヶ丘中央公園に寄り道。秋めく公園、コナン、秋めく公園（その２）。
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　18時過ぎ、母帰宅。夕食に向かう。寒いので、インスタントでないラーメンへ。
娘は、ムーチョに来てくれたお友達と遊んでから、21時過ぎに帰宅。 
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2015
11-01
（日）

　早や、今年も11月。最低気温は八王子で8℃の天気予報通り、今朝は冷える。 
　母と娘は、フラの合同発表会で朝からお出かけ。
9時過ぎ、仮面ライダー見ながら朝食でもと思うも、駅伝予選のため今日は放送なし。

　いい天気なので、コナンの爪切りがてら散歩。
庭のアオキの実、陽に映える紅葉、青空と鉄塔と紅葉。

　大好きな落ち葉のガサゴソ、青空と木芙蓉と鉄塔。

　ずっと撮りたかった変わった木の紅葉、1十月桜、ゆいま～る多摩平の森。

　コナンの爪切りしてもらっている時に、11月OPENの新棟を一周。
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　散歩を終えたら。立川へ。「昭和の時代展～立川なつかしの風景展」を見に。
信さんのタペストリー、大伸ばしした基地の航空写真（昭和43年）が、大迫力。絵も写真も模型も、良かったです。

　一休みしたｒあ、もう夕方散歩の時刻。陽が落ちると、急に冷えてきました。
横田のセスナに、ドウダンツツジ。

　18時過ぎに、母娘、帰宅。すぐに、夕食へ。

　帰ってきて、祖母からの荷物を解く。80歳にして、ディズニー・デビューしたとのこと。
下はそのお土産。
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2015
11-02
（月）

　早朝、冷たく激しい雨。ズル休みの父、娘を駅に送る。

　雨は午後にはあがったものの寒く、夕方の散歩も出すもの出すのみ。

2015
11-03
（火）

　11月3日文化の日は、入間の日。
早起きして、原稿書いて、「さて、散歩。」と、外に出て、霧にびっくり。

　入間へ出かける頃には陽が当たって、霧散していましたが、日当たりの悪い豊田の駅は、まだ霧の中でした。
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　入間基地は相変わらず凄い人出も、快晴の下、楽しめました。
C-1は今年も5機が飛んでくれ、飛ばない（飛べない）機体も、行進を披露してくれました。

　午後は、ブルー。晴天、微風も絶好のコンディション。描き物も、バッチリ。
キューピットに、スタークロス。
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　青空に映えるスモーク。

　久しぶりに帰投機まで見て遅くなり、帰宅したら17時過ぎ。その夕景。
コナンの散歩は、母が代行してくれました。因みに母は手作り市、娘はお友達と、お出かけです。

2015
11-07
（土）

　穏やかな天気、娘は、登校。

　遅めの朝散歩。冬の畑、4野菜。ホウレンソウ、大根、白菜、小松菜。

　轍の向には、紅葉するグリーンベルト。そして、CO・OP（新）高倉店。
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　紅のドウダンツツジ、果物の女王、冬の使者・皇帝ダリア。

　昼を過ぎたら、好天もいつのまにか曇り空。
母は、保護者会で桑志校へ。父と一匹は、留守番。原稿書いたり、昼寝したり。

　夕方、時折小雨がパラツク中。足早の散歩。

　母、17時半に帰宅。
娘の帰宅は19時を周り、すぐに着替えて夕食へ。 

2015
11-08
（日）

　早朝から雨で、朝の散歩には行けず。

　母娘は、フラのレッスンで、10時頃にお出かけ。留守番組は、録画した仮面ライダー見た後、録画物整理という視聴。

　13時過ぎ、母娘帰宅。父の録画番組整理にまきこまれ、一家で「るろうに剣心」を見る。

　雨、暗くなって小降りなったので、出すものダケ散歩で、近所一周。
その後、夕食の買い出しへ。 

2015
11-11
（水）

　午前9時半過ぎ、MRJ初飛行。目出度い。
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2015
11-13
（金）

　寒かった今日、帰宅したらストーブが稼働していました。
帰り道にイオンに立ち寄って買ってきたチョコウエハースで、ゴーストの第一段コンプリート。

2015
11-14
（土）

　昨夜の小雨は止んでいるものの、今にも降り出しそうな雲の、肌寒い朝。

　新聞をとりに出ての、庭三景。
ハンター、千両のようなアオキ、イソギクの蕾。

　案の定、雨模様となり。散歩家いけず。
母娘は、娘のミュゼ通いに八王子へ。留守番組は、くっついて暖をとりながらTV視聴。そして、一匹 on the 父。
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　母娘帰宅も腹減らずで、早夕食にして、シスロー。 

2015
11-15
（日）

　今朝も雨。原稿書きして、日野市産業まつりで踊る母を送って、仮面ライダー見ながら朝食してたら、雨が上がり、ようやく朝散
歩。 畑、収穫された洋梨、皇帝ダリア。

　来週の餅つきポスター三題。

　母はお友達に送ってもらうとのことで、迎車はなしに。
娘は、昼前にお友達とカラオケへ。カラオケで、両祖母からの「おこずかい」を使い切る勢いとか。
父は、買っておいたブルーのDVDを見る。
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　16：00過ぎ、夕方の散歩。
雪虫、夕方の畑、日野自動車第三多摩平寮。

　新・社教敷地からの夕景、新棟に明かり灯るイオン。

　イオン三景。トナカイ（？）、一周年記念、新棟の灯り。

　娘、21時半過ぎに帰宅。 

2015
11-21
（土）

　穏やかな快晴。銀杏の紅葉（黄葉）を見に、原稿書きも早々に散歩。
まずは、「青空、鉄塔、ホウレン草」、ご近所の菊、富士山。
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　北からの34号鉄塔とお日様、青空と銀杏、銀杏並木。

　祝、一周年のイオンモール。

　多摩むすびテラスの南天の実、桜の黄葉、満開の皇帝ダリア、
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　帰宅後の水やり中に見つけたカマキリの卵に、その母親（？）。そして、庭の南天の紅葉。

　娘は「八王子いちょう祭」に、部活で出展。
それを見送って、新服で日光浴する一匹。

　午後、原稿書きしているうちに、雲が広がった、夕方散歩の頃には、ベタ曇りに。
「夢ふうせん」付属施設にな「る希望の家」跡地、第七幼稚園の柿に、同「これでもか」の柚子。
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　ツタの紅葉、コナン、部分紅葉。

　娘、21時過ぎに帰宅。 

2015
11-22
日）

　昨日からのベタ曇り。肌寒い朝。
娘は、今日も「八王子いちょう祭」の手伝いで、登校。ご苦労さまです。

　朝食後の、遅めの朝散歩。
庭の苺の花、北公園の落ち葉、ガソゴソ大好き小僧。

　ヤツデの花、餅つきの準備中。
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　午後は、資料漁りで押入れをガサゴソ。
途中、宅急便。j:com「デエダラ祭り」の番組プレセント「村山かて饂飩」、当たる。

　娘は、午後4時半頃に帰宅。その足で、髪切りに美容院へ。父と一匹は散歩。

　しゃぶしゃぶの食材とともに、母娘帰宅。一家三人で、暖まる。 

2015
11-23
(月）

　勤労感謝の祝日も、ベタ曇りで、肌寒い朝。

　娘は、朝からお友達とカラオケにお出かけ。
父は、朝食したら眠くなってしまい、朝散歩欠勤。

　雨が降りだしそうな気配に、散歩。
旭ヶ丘中央公園には再来週の幟。紅葉もまだ早く、カナンが営業してました。
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　夕方、遅めの昼食。その後に、稲城市の大きな本屋「コーチャン・フォー」へ母と二人で本の散策。
向いの店舗に、「高倉珈琲」が入っていました。

　帰ってきて、家でのんびり。一匹も、極楽モード。

　娘、21時過ぎに帰宅。 

2015
11-24
（火）

　朝は、晴天。娘は、日曜の代休。

　午後3時50分、H-Ⅱロケット打ち上げ。初の商業衛星打ち上げ。

2015
11-28
（土）

　冷え込んだ朝方は、快晴の証。
9時過ぎに迎えに来たので、散歩行。ホウレン草収穫始める畑に、日陰に残る霜。雲一つない空には、白いJALの787。
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　桜の紅葉に、すっかり冬化粧した富士山、旭ヶ丘保育園の紅葉。

　四中かどのドウダンツツジももう最後の輝き、晩秋の装いのグリーンベルト、33号鉄塔に地区センターの南天。

　朝食して、午睡。娘は、試験前勉強会とかでお出かけ。

　午後、午睡から抜けだし、資料整理。

　午後4時過ぎに、夕方散歩。
富士山遠景、多摩むすびテラスの夕景、二景。
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　イオンモールのイルミネーション三景。

　父母は、買い出しして夕食。娘は、21時半過ぎに帰宅。

2015
11-29
（日）

　今朝も朝は寒かった。でも、今日は早めに散歩。
畑の霜柱、青空、雀。

　寒空の柿、白樺、C-5M。
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　早めに散歩は、今朝は地区会グリーンベルト清掃の日故。お土産はいつもの、ゴミ出し袋い、ティッシュにお茶。

　娘も、今朝は早めに10時前に「試験勉強」へ、お出かけ。
父と母は、録画しておいた仮面ライダー見ながら朝食。一休みしたら、父は図書館で昭和16年の新聞記事漁り。
ちょっと記事が多くて、時間かかりましたが、立川飛行場戦前史用の昭和期新聞記事漁りは、ひと区切り。 。

　家に帰ったら、母がコナンと散歩中。
その帰宅を待って、早めの夕食。

　娘、21時過ぎに帰宅。 
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2015
12-05
（土）

　12月に入ると、流石に朝晩は冷える。朝散歩も、朝食後に。
収穫され、土を覗かせ始めた畑のホウレン草、北公園の欅に鉄塔、グリーンベルトの綾錦。

　首都大学東京では、大学宇宙工学コンソーシアムのWorkshopが。
アサヒ軒にて「ああ、今日はタキビ祭！」と、旭ヶ丘中央公園へ。

　公園での、見事な紅葉三景。

　会場では日野郷土資料館による解説資料が配布されており、好印象。 祭の開会式を盛り上げる和太鼓、巽聖歌の碑、市長
や国会議員連による点火式。
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　家に着いたら娘は起きていて、「お勉強会」にお出かけ。母も、昼過ぎにお出かけ。
留守番組は、二階へ。父は新聞記事整理、一匹は日向ぼっこ。

　母は、4時前に帰宅。こちらは、夕方の散歩へ。
飛行機雲、富士山、夕景の鉄塔。

　午後6時に娘をイオンでピックアップして、夕食へ。娘の希望で、天下一品のコッテリ。 

2015
12-06
（日）

　いくぶん朝の寒さ和らぎ、青空ながらも、天気下り坂か？

　新聞記事整理して、今朝も遅めの散歩。
空と鉄塔、残り柿にメジロ、外壁ができあがってきたCO・OP（新）高倉店。
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　旧20号の銀杏、もうじき見納めの社教二景。

　多摩むすびテラスのドウダンツツジ、コナン、近所の十月桜。

　ブルーの演技後のように残っている飛行機雲。庭のガザニアに、ジュリアン。
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　朝食しながら、仮面ライダーを見る。眠くなってしまいお、午睡したら、空は雲一色に。

　午後１時過ぎ、ようやく娘起き出す。

　夕方の散歩いくも、ベッタリの雲で写真なし。
午後5時、一家で夕食と買い出しへ。

　夜、甥の宏一から電話。10月12に、女の子「沙代」ちゃん誕生とのこと。
娘の一人女性の牙城崩れるも、いと嬉し。 

2015
12-08
（火）

　娘、期末試験。金曜日まで。

　祖母からのリンゴ、食べきれないで柔らかくなってしまうので、母が4つをジャムに。
美味しいらしく、横川家女子部では、ヨーグルトに入れて食べるもが流行っているとか。

　仮面ライダーの主題CD。今年はおもちゃ付を買いました。

　この日、HondaJetが米国の型式証明」を取得。めでたい。
　Hondaの発表は、以下。
----------------------------------
　全くのゼロからのスタートから約30年の時をかけ・・・ついに、この日がやってきました。
米国東部時間12月8日、HondaJetは米国連邦航空局より型式証明を取得しました。
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----------------------------------

2015
12-11
（金）

　昨深夜から、季節外れの大雨。モンスター・エルニーニョの影響だとか。
色づき遅かく、残っていた紅葉もこの雨で、散りそう。

　予報より早く、午前中に雨は過ぎるも、生暖かい南風で、気温急上昇。
八王子でも、24℃超！。都心では、半袖で歩いている人もいました。 

2015
12-12
（土）

　昨日からのメリハリ激しい天気と変わって、穏やかな気候。
早朝から新聞記事整理して、8時半頃に散歩開始。柿とムクドリ、すっかり坊主のグリーンベルト北端、先週より緑色めが減った
綾錦。

　爪切りしてもらいに、イオンモールに足を延ばす。
途中の、ドウダンツツジ襖、十月桜、ドウダンツツジだんご。

　店に着くも、「本日、混雑」とのことであいてにしてもらえず、断念。
12/22にopenの新棟レストラン、多摩むすびテラスの箒、ゆいま～る多摩平の森では餅つき。
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　帰宅して、朝食。娘も家で課題製作とのことで、三人で食事。

　課題製作でPCが占有されているので、父は午睡。

　その娘、課題に飽きて、夕方前い林檎ジャム作り。まずは、皮むき＆薄切り。

　夕方の散歩。夕景色の北公園、クヌギの夕映え、柿とメジロ。

　CO・OP新店舗、アルプス側の覆いが少し外されていました。四中の欅、残ったさくらの葉。
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　早めに、丸亀で夕食。
帰宅して、煮詰めて、ジャムも完成。

2015
12-13
（日）

　今日は曇り空。雨が降らないうちによ、爪切りのリベンジへ。
途中、六小前の日野自動車第三多摩平寮で、カワラヒワの集団に遭遇。

　六小の桜にあったヤドリギに、多摩むすびテラスの藤の種。
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　今朝は混雑していないのか、ちゃっちゃっと切ってもらいました。
「おやつも買って、散歩の続き･･･」と思っていたら、雨。そのまま、帰路へ。 

　帰宅して、仮面ライダー見て、娘を起こして朝食。
この間プレゼントに当たった、村山カテ饂飩。久方ぶりに堪能しました。 

　課題中の娘、飽きたらしく、「百均店に連れていけ」というので、車出し。
その後も雨止まず、夕方散歩には行けず。

　ココイチのカレーで夕食して、1日終了。 

2015
12-14
（月）

　百均店で購入したビンにジャムを詰めて、ラッピングして完成･･･とか。

2015
12-18
（金）

　父、誕生日。
昨日から気温下がり、今季一番の冷え込み。

2015
12-19
（土）

　「寒さの中にも、日差しあり」の、冬らしい気候。
原稿書きして、娘を起こして、9時過ぎに散歩。
まずは、庭の南天の紅葉。そして、収穫進んだ畑のホウレンソウ、木蓮の芽。
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　CO・OP（新）高倉店は、塗装されて、それらしい姿に。そして、長山団地の菊。

　三つ葉カエデの紅葉、木芙蓉の綿毛。そして、冬至と言えばの柚子。

　散歩から帰ったら、入れ違いに娘はお出かけ。
母と朝食して、資料整理。午後2時近くに、娘が帰還し、誕生日のプレゼントをもらいました。

　冷たい風の中、オムニの767が降りていきました。
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　寒いので、早めの散歩。旧東芝跡地を東から回ってみます。
MFLP（三井不動産ロジスティックパーク）は、建物がほぼできてて、いま「厚生棟」の建設中でした。

　南の敷地に、だれでも入れる遊歩道と小公園ができていました。外周道より1～2m高く、木陰もあるので、飛行機撮りはいいか
も。

　旭ヶ丘南公園南の跨線橋橋脚予定地（？）、夕日に光る帝人研究棟、「ぼんくら」跡地の敷地。だいぶ、建屋が出てきました。
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　人間も、早めの夕食。帰ってきたら、寒さと人恋しさか、娘の上＆ストーブの前という極上席に陣取る一匹。

2015
12-20
（日）

　今朝も早朝から原稿書き。10時前に散歩するも、畑にはまだ霜が。
グリーンベルトは、冬フォーム。高倉南公園に足を延ばして、冬鳥観察。

　高倉南公園のクヌギの茶に、クスノキの緑。
冬鳥はいなかったものの、コゲラや、ヤマガラ、エナガを見ることができました。

　母校は新実験棟の囲いが外され、代わりに旧工場棟にとうとう囲いが･･･。
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　母娘は、午後お遅めからフラのレッスン。
それに合わせて、遅めの朝食兼昼食のソバ。

　留守番班は午睡してから、父はふたたび原稿書き。
そして、夕方の散歩。陽が落ちると、気温は急激に下がり、ショートコース。鉄塔と公園とお月さまに、西の空。

2015
12-22
（火）

　冬至。

　娘、港区白金台にある東京都庭園美術館（旧朝香宮邸）で、ジュエり作家の「オットー・クンツリ展」をデザイン課授業の一環で
見学に。

　その後、港区高輪にあるエプソン アクアパーク品川も見学。こっちが楽しかったとのこと。
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　夜、昌子伯母とその息子から、別々に荷物。伯母からはクリスマスカード、いとこからは長女誕生の内祝い。

2015
12-23
（水）

　天皇誕生日も、日差しのない肌寒いい気候。
収穫進む、畑と一匹。

　CO・0P新店舗、一層らしくなってきました。
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　朝食して、娘はお出かけ。

　昼間も気温上がらず、雨も降りだして散歩にも行けず。父は、終日、原稿書き。
夕方に、買い出し。寒いので、ホウトウに。

　18：630頃、娘帰宅して、三人での夕食。
その後に、昨日の水族館土産と、Amazonで買った渋いスマホケースを披露してもらいました。

2015
12-24
（木）

　クリスマス・イブ。ささやかも、家族の宴。

　コナンのもありましたが、「あっ」というまに、たらい上げました。

2015
12-25
（金）

　クリスマス。娘、終業式。
札幌からのクりスマス・プレゼント。祖父からは、気の弱い言葉が。
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　母は別な飲んだくれの会、娘は、昭和記念公園にイルミネーションと花火を見にお出かけ。
夜は、父と一匹でクリスマス留守番。コナンには、昨日の残り半分をあげました。

　娘、23：30頃、帰宅。 

2015
12-26
（土）

　冬らしい気温も、日差しがあって穏やかな朝。
早朝の原稿書きの後に、散歩。グリーンベルト北端から南を見た光景、長山団地の水仙、視界に飛び込んでくるCO・OP新店
舗。

　家を建て始めた「雇用開発事業団官舎」跡地、冬バラ、ハボタン。

　日中、年賀状作成。もう、夕方という頃、娘、起きる。

　夕方の散歩は、ちょうど日の入りの刻。
北公園からの母校越しの夕日、CO・OP新店舗、34号鉄塔と夕陽に光る小川さんち。
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　グリーンベルトの一角、四中グランド、高幡線鉄塔群越しの富士山。

　寒いので、夕食は「しゃぶ葉」へ。 

2015
12-27
（日）

　寒いながらも、冬らしい青空。今朝は、冬鳥観察がてら川まで散歩。
途中の「センダン」の実にヒヨドリ、跨線陸橋からのMFLP、今頃（？）のイチジク。

　平山橋からの富士山、右岸工事中の浅川河、マヒワ。
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　すっかり様相が変わった山口家の変わらない蔵二棟、小便小僧、朝からいい匂いをさせていた「いきなりリステーキ」。

　最後に、季節もの。松、金柑、柚子。

　10:30過ぎに、父の帰宅。入れ違いに、娘、カラオケにお出かけ。 

　朝食して、年賀状書き。
そして、原稿書き。

　北風の中、16時前に散歩。夕景二景。

17/23ページ瑞季と「コナン」の部屋（2015年12月）

2016/01/11http://coah.pro.tok2.com/MizukiAndConan/2015-12.html



　娘、20時過ぎに帰宅。 

2015
12-28
（月）

　父、1日早く、仕事納め。 

2015
12-29
（火）

　父、冬休み。土曜日からの寒さはまだ続き、お染の散歩開始。
畑の大麦と一匹、北公園、クリガネモチの実。

　今年最後の工事日の、CO・OP新店舗。。

　セキレイに、初見参のエア・アジア（？）のA330（？）。
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　カラオケ三連荘の娘は、父の帰宅前に、お出かけ。

　朝食して、原稿書き。んで、大掃除。今日は、自分の部屋に二階の窓。

　掃除に疲れたので、夕方の散歩。
母校に沈む夕日、高倉小前通りからの夕陽、ダイアモンド富士にはあと少し。

　娘、18時過ぎに帰宅。

　夕食の帰りに、寝具を調達。PC椅子のクッションと、床敷きも更新。床敷きは、ギリギリ！。

2015
12-30
（水）

　今朝も快晴。今日は、今年のお礼参りに、平山の八幡さまへ。
MFLPを撮って抜けようとしたら、幸先よく冬鳥のシメを発見。平山第三踏切で線路を渡って、豊田車庫の脇を抜けて。
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　八幡さんと弁天さんに今年のお礼。そして、ラーメンもっこす。

　滝合橋を渡って、浅川を平山橋まで野鳥観察。カワラヒワに、セグロセキレイ。

　ウミウ、アオサギ、ツグミン。
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　ジョウビタキのメス、VF-102のF/A-18E。地蔵院でもお参りして、図書館にも御礼。

　帰宅して朝食。そのまま、大掃除。今日は、外周りと風呂場。
風呂場のカーテン、新調しました。

　途中、母の床掃除で、ワックスが乾くまで部屋から出られなくなり、30分ほど一匹と午睡。

　掃除に疲れた夕方、散歩。
出がけのC-5、夕陽を反射する近所のマンション。
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　民芸での夕食の帰り、餅用のダイコンを買いにアルプスへ。
年末年始用の酒・酒肴類を大量に買い込む。 

2015
12-31
（木）

　雲が多い空。
恒例、大晦日のご近所お礼参り。最も近所、サイゼリア、高倉稲荷の三ご近所へ。

　暖冬ゆえか、蝋梅どころか、高倉稲荷の紅梅も咲いてました。そして、大晦日のグリーンベルト。

　日中、玄関と洗面台を大掃除して、「もういいや。」

　本年最後の夕方の散歩では、夕焼けは拝めませんでした。
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　しゃぶしゃぶで夕食後、ミニ宴会。コナンも洗われ、年越しご馳走をもらいました。
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