
2016
01-01
（金）

　新年、明けましておめでとうございます。

　恒例、娘と一匹とで豊田陸橋での「初日の出」拝み。今年は、雲一つないご来光でした。

　暖かくなるのを待って、朝の散歩。畑、ご近所へ男だけの初詣、富士山。

　御雑煮食べて、娘は年が改まってからようやく年賀状への一言添え。

　一家で初詣。若宮さんは、混んでました。ひのぶらり道効果？。大仏さんにもご挨拶。
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　一匹を家に置いて、イオンへ。娘が買い物中、父は「よさこいデッキ」等を見学。

　イオンから帰って、夕方の散歩。夕陽に、ヒコーキ雲が照ってました。

2016
01-02
（土）

　今日は、冬の高幡遠征。
清水谷公園を通り、若宮さんに今日もお参りし、豊田小を抜け、一番橋を過ぎてふり返って。いい天気です。カワセミにも遭遇し
ました。
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　日枝神社近くの遊歩道マーク、日枝神社へもお参りして、今年は結氷していなかった市民プールを抜けて。

　ここまでの、野鳥観察成果。カワセミの他にはダイサギ、ツグミ、カシラダカ。

　そして到着、高幡不動。人手も多く、混雑していました。
いつのもを購入して、退散。
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　平山の八坂神社にもお参りして、浅川右岸を北上。ホバリング＆ダイブするカワセミにも遭遇しました。

　豊田駅を抜けて、多摩むすびテラスへ。そこで、野鳥観察したモズとメジロ。

　今年の成果。うちわ、唐辛子、松盛堂さんのゴマ饅頭に、東光寺タクアン。
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　娘は、父と入れ違いに、お友達と府中の「大國魂神社」へ参拝へ。

　人間も犬もお疲れなので、夕方散歩はキャンセル。早めに、母とスシローで夕食。

　娘、21時前に帰宅。混んでいて、手水も使えなかったとのこと。 

2016
01-03
（日）

　連休最終日も、穏やかでいい天気。立川の原稿書き後に、朝の散歩。今日は、サイゼリアと高倉のお稲荷さんに、年始のご挨
拶。
高橋のお母さんちの山茶花の雀、蝋梅、御開帳していたサイゼリアの神社。

　高倉稲荷さんにも、ご年始。そばで咲く、紅梅。

　東に足を伸ばして、この間立ち寄った「横浜家」（20号沿い、ケンタッキー跡地）。それに、トウネズミモチの実、エナガ。
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　日中、暖かいのでストーブを消していたら、にじり寄ってきました。

　娘は、スマホしながら課題（数学の宿題）。昨日のゴマ饅頭で、甥からもらったお茶をいただきました。

　そして、夕方散歩。富士の三夕景。

　三が日最後の夕食は、「お腹空かない」娘もあって、困った時のイオン頼み。
父と母は、先月OPENしたあんかけ炒飯、娘は見ているだけでお腹がいっぱいになりそうなパンケーキ。

　風呂から上がって、最後に買いこんだワインを開けて、正月休み終了。 

2016
01-04
（月）

　父、仕事始め。 

2016
01-07
（木）

　朝の、「月と星」。
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　年末にあったjcomさんの「視聴者もしもし電話プレゼント」のダブルチャンスに、娘が応募したのが当選。読売ランドの入場券を
ゲットしました。
これで、３年連続。スタッフの方々に感謝です。

2016
01-08
（金）

　娘、始業式。 

2016
01-09
（土）

　今日も、暖かな朝。原稿書き後に、散歩。
公園の木のコブ、囲いが取り払われはじめていたCO・OP新店舗、長山団地の水仙。

　元「希望の家」は「夢ふうせんAnnex」へ、グリーンベルト南端。
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　布団を干して、朝食。休憩の後、新聞記事整理。

　そして、ダイヤモンド富士に挑むべく一匹と夕方散歩に出かけるも、西は曇り空。
西端のハケまで出てダメははっきりしたので、MFLPの方を回って帰宅。途中、降りてきた横田フライングクラブのセスナ。

　夕食は、三人で横浜家へ。麺が美味しいです。 

2016
01-10
（日）

　今朝も暖かい日の予感。立川の原稿書きして、朝の散歩。
畑の大麦と、北公園近くのお宅の金柑に、水仙。

　囲いを取ったCO・OP新店舗の西側、第七幼稚園では餅つき、上がってきたC-5。
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　帰宅したら、娘がお出かけの準備。ぶらつくorカラオケだとか。

　昼前、イオンで散髪してもらった足で、ふれあい館でやっている「多摩平写真日記」展を見てきました。
見たことない景色、どこかで見た景色、懐かしの風景と、様々でした。若宮神社の景色は、私が全く知らない昭和43年の景色。
第四団地の景色には、記憶があります。

　散髪後も原稿書き。そして、ダイアモンド富士に今日も兆戦。
長沼線30番鉄塔を抜け、西平山の山王さんにお参りして、大和田運動公園へ。河原へ出て、中央線と鉄橋とススキ。

　日没までは、近所を散策。万両が群生する雑木林、震えていた一匹。
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　肝心の日の入りは、頂上からは外れていましたが、綺麗な日没を見ることができました。
今日は、近くにそれらしき人が他に2名のみ。今日のココは、外れることを知っているから、去年ほどの人が来ていないんでしょ
う。恐るべし･･･。

　娘、22時過ぎに帰宅。 

2016
01-11
（月）

　「成人の日」は、朝から薄雲り。
空模様、ジョウビタキのメス、グリーンベルト沿いで見受けられた「成人の日」に家族で写真を撮る図。2軒で拝見しました。

　散歩と入れ替えに、8：30過ぎに娘がお出かけ。お忙しいことで。 

　昼前、いい天気に。でも、買っておいた仮面ライダーの映画を見る。
見てるうちに、また曇り空に。ダイヤモンド富士は諦め、夕方の散歩も足早に。
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　娘、19：30過ぎに帰宅。三人で、ほうとう鍋を囲んで、連休終了。 

2016
01-12
（火）

　日差しなく、小雨降る寒い朝。多摩でも、都心でも、初雪になったとか。 

2016
01-13
（水）

　今朝も寒かった。畑は霜で真っ白、初氷も見られました。

　昼間、「日野ぶらり道」ロケで、豊田～旭ヶ丘だったとのこと。来月が楽しみ。

　夜、オリンピック最終予選、北朝鮮戦。いい試合でした。中島選手のメッシのようなドリブルが光っていました。うまい。！ 

2016
01-15
（金）

　通勤通学の時間帯に、豊田－八王子間で人身事故。復旧に時間が掛かり、父のいつもなら40分の電車乗車時間が2時間に。
娘も影響を受けて、八王子までお友達と歩いたとか。 

2016
01-16
（土）

　今朝は、そう冷え込まず、早朝の原稿書き、好調。

　娘は9時半前に起き、お出かけ。お友達と、ゲーセンだとか。開店から、居座る由。

　朝の散歩、穏やかな陽気。
畑、ヒコ－キ雲、旭ヶ丘保育園児で賑やかだった北公園。

　完全無欠のCO・OP色になった、新店舗。
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　朝食後に微睡んでから、原稿書き。

　次第に雲が多くな中、雲の切れ間からのダイヤモンド富士を期待して、一匹を連れて浅川へ。
今日は同好の士とおぼしき方数人いれど、肝心のお山すら望めず。平山橋からの夕景、ダイサギ、滝合橋からの富士山方向。

　帰りがけの駄賃に遭遇したカワセミ、東京西線29～26の各鉄塔、家の近くで咲いていた白梅。

　男組の帰宅とほぼ同じく、娘帰還。夕食へ。今晩は、話題の「ココ壱」。 

2016
01-17
（日）

　21年前の、阪神和地大震災犠牲者の方々に黙祷。 
　朝、原稿書き。陽が上ると思いの他、青空。
フラのレッスンに母娘が出たあと、朝食して、黒川あたりまで散歩。

　ハケ、カモ、ヤマガラ。

12/20ページ瑞季と「コナン」の部屋（2016年1月）

2016/02/05http://coah.pro.tok2.com/MizukiAndConan/2016-01.html



　黒川のヒョウタン池で、カワセミのオスに遭遇。
ヤドリギの成長具合を確認しながら、期待して向かった清水谷で出遭えたメス。春に見たツガイでしょうか。

　帰宅後の写真整理終了と同時に、母娘が昼食のマックとともに帰還。
腹が膨れて、三人ともそれぞれに午睡。

　午後から曇り勝ち。夕方の散歩も近所コース。
畑、子供すらいない淋しい公園、ガソゴソ走り。

　夕方、娘がフォンダン・ショコラなる小洒落た洋風菓子を作りました。中ふわ・外カリで、美味しかったです。
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　夕食は、昼間の母娘帰還時に調達してきた、しゃぶしゃぶ。三人で、温まりました。

　各局とも、明日の大雪に注意すべしの大連呼。多摩地方は「大雪警報」が発令され、さてどうなることやら。

2016
01-18
（月）

　朝、5時には、こんな積雪状況。

　5:36、JR東日本、大雪により中央線他の運転見合わせ。会社、行けへん。娘は、どうする？ 
　7時過ぎ、中央線は運転再開も、この雪では駅に出るのも憚られて、午前中は様子見。
娘は、めでたくも休校となり、昼過ぎまで寝る。

　10時前に雪は雨になるも、足元大不良で、父、出社を断念。
起き出してきた娘は、お友達と八王子にて待ち合わせしたとかで、1時過ぎにお出かけ。

　夕方、青空の下、散歩。

　娘、5時前に帰宅。

　母が最近の「パワーラークス」で仕入れた材料で、鳥鍋を囲んで、1日を終了。 

2016
01-19
（火）

　父、セミナーで今日・明日と、日本橋。
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2016
01-20
（水）

　夏から入退院を繰り返していた札幌の祖父、具合が思わしくないとの連絡。 

2016
01-21
（木）

　母、昼過ぎの便で、北海道へ。

　娘には、早く帰って、家で震えている一匹を暖めてやってくれとお願いしていたところ、散歩までやってくれ、大助かり。
父が帰宅した時には、明日の朝食用のパンケーキとナゲットを調理していました。それを見て、父は野菜スープを作ろうと、アル
プスへ買い出し。

　母からの連絡では、意識もキチンとあってとのこと。まずは、一安堵。 

2016
01-23
（土）

　今朝は、薄雲り。コンビニで朝食調達がてら、散歩。
畑、ツグミンと鳩、跳ねるツグミン。

　囲いを全て取り去ったCO・OP新店舗、建屋が組まれ始めた夢風船アネックス（元 希望の家）。

　娘と朝食。そして10時半、娘、カラオケへご出立。

　父は洗濯したり、原稿書いたり、撮っておいたデイリーニュースなどを見たり。野菜スープに具材を足したり。
一匹は、ストーブ前で直暖房、暑くなったら避難、そして冷めてきたらストーブの前へ、の繰り返し。
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　そして、夕方の散歩。サンシュユの蕾、白梅。

　アルプスで夕食を仕入れて、風呂に入ろうという8時過ぎに、娘帰還。
明日の朝食用のパンにナゲット、今朝買ったコンビニサラダ、父の野菜スープで夕食。

　母からの連絡では、祖父は大丈夫なようで、帰ってくるとのこと。

　西日本は記録的大雪とのこと。東京も今夜は雪の予報だったけど、心配された降雪はどうやらなさげ。 

2016
01-24
（日）

　布団に入っていても寒さを感じた朝方も、お月さん煌々。「あれっ、雪は？」。

　起き出して、原稿書きの後、フラのレッスンに行く娘を起こして揃って朝食。
父は、昨夜仕入れておいた弁当と野菜スープ。娘は、パンとナゲットと野菜スープ。

　9時半に家を発って、送り届けた足で、近くの椚田公園へ。
ソリ遊びする子供、コゲラ。

　そのまま、カーナビで見つけた近くの神社探検へ。
ジモピーも利用しないんじゃ？というハケ道で、神社を発見。そこからの戻るハけ道で、メジロと50cmもないくらいに超接近遭
遇。数秒間、お互いに固まりました。
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　そのまま娘の終わりを待って、ピックアップ。
帰宅して、一匹と散歩。「雪？、どこの国の話？。」な景色に、セキレイ。

　仮面ライダー、昨夜のブラタモリなど見て、さらに原稿書きしてから、夕方の散歩。
夕陽に当たる玄関先の南天、畑。

　夕方、娘がガトー・ショコラを製作。ビターで、美味でした。
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2016
01-26
（火）

　母、祖父の小康状態にて、帰京。 

2016
01-30
（土）

　早朝朝から、原稿書き。
　昨日からの天気予報で心配された雪も降らず、何より。

　9時過ぎ、昨日の雨で行けていない一匹の、出す物ツアー。日陰に僅かに残る2週前の雪、完成月目前のCO・OP新店舗。

　帰ってから母と朝食。休憩後に、また原稿書き。
娘は、なんと午後3時近くまで、寝てました。その後、風呂に入るという、豪勢ぶり。 
　夕方散歩。沈丁花の蕾が大きく感じるのは、暖冬のせい？。

　散歩から帰ってきても、まだ、風呂中の娘。出たら、着替えて、お出かけ。
父母で、買い出しして、夕食。

　娘は、22時前に帰宅。

　サッカー、0:2からの大逆転勝利(3:2)で、アジア王者へ。おめでとう！。
日韓戦、0:2からの逆転は、記憶にないなぁ･･･。 

2016
01-31
（日）

　娘、早起きして、幕張メッセでの「闘会議」へ。ゲーム実況とゲーム大会の祭典･･･らしいです。

　9時前、朝の散歩。石楠花の蕾、ヤドリギ、ハケ。
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　黒川と清水谷で鳥観察。ジョウビウタキのメス、カワセミ。先々週見たのと同じメスでしょう。

　帰り路での、Aura243の白梅、庭のラナンキュロス、萬両（白）。

　母校越しの夕陽、高倉新店舗、今日も昼間は原稿書き。そして、夕方の散歩。
母校越しの夕陽、高倉新店舗、夕食中の雀の群れ。
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　夕陽に光るグリーンベルトの木々、四中グランド越しの夕陽、白梅。

　父母は、長崎ちゃんぽんで夕食。
娘は、6時半過ぎに帰宅。食事は、済ませてきたとのこと。 
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2016
02-03
（水）

　節分。
父の帰宅が娘と近かったので、揃って夕食。南南東を向いて、「恵方巻き」を頬張りました。 

2016
02-06
（土）

　早朝より、曇り。原稿書きを頑張って、9時前から散歩。
完成月となり、作業に拍車がかかるCO・OP新店舗。

　工事つながりで、OKストアの状況を見に行く。完成予定は変わっておらず、「できるんかいね？」。

　旧20号を渡ったので、高倉神社にお参り。幟、紅白の椿。

　帰宅したら娘が起きていて、聞けば、ヨミウリランドに行くとのこと。jcomさんからもらったチケット出動です。 

　娘が家を出た後、父母は朝食。その後、コタツで微睡み、午後は、原稿書きに精を出す。

　夕方、散歩でファナックの方を回ったら、工事説明会の看板が。林がなくならないことを祈るのみ。
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　早めに、父母でインドカレー屋さんにて、夕食。

　娘、22時過ぎに帰宅。就寝するもベッドで起きていた父は、開けられた玄関のドア音を聞いて、熟睡へ。 

2016
02-07
（日）

　4時に起床。天気予報通りの雪景色も、薄っすらとのみ。

　6時と、8時の雪化粧した屋根越しの日の出。

　原稿書き追い込みで遅くなり、散歩は10時過ぎ。
畑、雪庇、多摩むすびテラス。次いでに、イオンで一匹の爪切りも。
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　帰ったら娘も起きていて、揃って朝食。
朝食後、母娘は買い出しに。父は一匹と留守番しながら、仮面ライダーやらブラタモリを見る。

　14時過ぎ、母娘帰宅。娘は、ザッハトルテなる菓子を作るとのこと。 

　午後の作業で、立川飛行場戦前史、一次原稿完成。
で、夕方の散歩。畑からの夕日、母校、B-787。

　「ひのぶらり道」的三景。和楽、巽聖歌の碑、カナン。

　夕食は、しゃぶしゃぶで暖を取り、娘の菓子の切れ端で歓談。
そして、一匹は洗われました。 

2016
02-08
（月）

　札幌の祖父、逝去。母娘は、夜に札幌へ。 

2016
02-09
（火）

　父も、昼過ぎに札幌へ。 

2016
02-10
（水）

　通夜。じいちゃん、孫4人、ひ孫4人と、最後の一夜を過ごす。下界は、欠航便が出るほどの嵐。 

2016
02-11
（木）

　好天下の告別式。夕方、諸事終え、じいじ、我が家に帰宅。 

2016
02-12
（金）

　父と娘は、帰京。千歳空港は、雪まつり後とあってか、中国語の人達で大混雑。
手荷物も預けられずに、早々に搭乗口へ避難。
　満員の機内、モノレール、中央線と経て、夕方に帰宅。コナンをピックアップして、一家離散状態解除。 

2016
02-13
（土）

　早朝。一階で野菜スープの仕込みをしていると、一匹が起きてご飯。
ストーブを着け、その上で野菜スープ煮込み。
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　その後、二階で父が推敲していると、人恋しいのか、すぐに上がってきました。

　穏やかな日差しで、暖かい朝。散歩も、手袋要らず。
春フォームへ準備中の畑、完成まであと2週間のCO・OP新店舗、近所の白梅。

　春（？）の空を行く、P-1とハーク。

　昼前、桑志デザイン科卒業制作展を見に行く娘を八王子に送る。
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　帰ってから推稿の続き。暖かく、布団干しに、庭の水遣りも。

　夕方、娘を迎えに行って、帰りにサン○で買物。娘の物づくりが一段落するまで、夕方の散歩。
5時近くでも暑く、汗かくくらいの気温。八王子でも20℃超えで、都心では21℃を越えたとか。

　ザッハトルテ、初段、完成。

2016
02-14
（日）

　6時前に起床。昨夜半からの雨風は多少落ちつくも、まだ小雨。

　フラのレッスンにいく娘を起こして、仮面ライダーとプリキュアを見ながら朝食。
娘の身支度の間、出す物散歩。

　娘をめじろ台に送って、椚田公園で野鳥観察。ツグミンに、シロハラ（？）。
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　娘を拾って、家に着く頃は、嵐は去って、すっかり青空に。
娘は、お出かけ。父と一匹は、洗濯。

　推稿してたら夕方に。風あるも、青空の下、夕方散歩。
紅梅、木蓮の蕾、白梅。

　グリーンベルト、33鉄塔と夕陽、青空と畑と34号鉄塔。

　この日、八王子では23.6℃まで気温上がり、すっかり春に。

　母よりメール。初七日法要、無事に終わったとのこと。

　夕食の買い出し。その時に買ったもので、仮面ライダーチョコウェハース、コンプリート。
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2016
02-15
（月）

　天気予報通り、朝が一番気温高く、日が昇るとともに気温下がり、夕方には1℃台にまで。小雪も舞いました。

　父はイオンで買い出し。家では、娘謹製の味噌汁が待っていてくれました。

2016
02-19
（金）

　娘、期末試験前勉強とかで、22時近くに帰宅。 

2016
02-20
（土）

　気温低くないものの、薄曇り。
北公園に同化するツグミン、サンシュユの蕾、ゆいま～る多摩平の森北側の新遊歩道。

　白梅に、桃梅。
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　帰宅して、朝食。そして、娘を起こして洗濯。
娘は、お友達と新宿とかで、お出かけ。「夜は、遅くなる」とのこと。

　午後からは雨になってしまい、CATVで映画「X-MEN」の3作連続放映を見る。
夕方も散歩も行けず、アルプスで野菜スープの買い出しして、仕込み。ご飯も炊いて、夕食。

　22時過ぎ、娘、帰宅。 

2016
02-21
（日）

　一匹に早朝に起され、給餌。その後、推稿。

　野菜スープで朝食後、天気予報の「日差しあるも、風」に反して、「ベタ曇り、風なし、時折、小雨」ながらも、ヤドリギの用紙を伺
いに黒川まで朝散歩。
ヤドリギの実は、もう少しの感じ。

　自生するクレソン、アオキの新芽、散歩の最後で拝めたお日様。

　帰宅したら、娘が朝食中。
「今日の帰りは、何時頃？」と聞けば、「イベント自体が？状態」とのことで、炬燵でスマホをいじりながら、また寝ちゃいました。

　昼過ぎ、庭の黄色い花たちを愛でる。ラナンキュロス、ポリアンサ、ヒヤシンス。
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　娘はその後もダラダラしながら、お友達からの連絡待ち。

　父と一匹は、早めに夕方散歩。夕陽を浴びる大麦、セキレイ、木蓮の蕾。

　2/29完成を目指す、CO・OP新店舗。

　娘は結局イベントなく、二人で夕食。
「何か食べいくか、買ってくるか？」と問えば、「マックが食べたい」と、夜マックに。 

2016
02-22
（月）

　母、帰京。
一匹は今までなかったくらいに吠えて、大歓迎だったとか。 

2016
02-24
（水）

　都立高校の入学試験にて、娘、今週はお休み。
受験生の京ちゃん、頑張れ。

　夕方から、時折、雪交じりの雨。 
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2016
02-25
（木）

　朝、雪が自転車に残っていました。

2016
02-27
（土）

　朝から、いい天気。資料整理してから、朝の散歩。
2/29の完成に向けて、最後の追い込み中のCOOP新店舗。向かいのビルも、色がつきました。

　初夏へ準備中の畑、長山団地でのツグミン、未だエンジャク来たらずのヤドリギ。
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　黒川のハケ、その一角に居たコゲラとシロハラ、キセキレイ。

　黒川清流公園の花韮、瑞が小さいころ笹舟作って笹、湧水付近の緑。

　桃色の梅、ブロッコリーで朝食中のヒヨドリ、菜の花。

　帰宅すると娘は既にお出かけで、母と朝食。その後、布団など干して、原稿整理。
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　夕方、早めに散歩。
CO・OP新店舗の西側。化粧していました。

　早咲き桜の蕾はまだ小さかったですが、サンシュユの蕾は花の色を覗かせていました。そして、ライアンのB767。

　散歩後に、母と夕食して、買い物。アルプスで買った仮面ライダーの高級食玩。1個500円。
ファイズの3つを購入。そのデキ、価格以上。

　20：00頃、娘帰宅。アルプスで仕入れてきた「牛肉のしぐれ煮弁当」で夕食。 

2016
02-28
（日）

　今日も、朝からいい天気。原稿整理後、冬鳥探索散歩。
ジョウビタキ（雌）、取り壊しの始まった母校工場群に、新北門。
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　高倉南公園、そこで見たシロハラ、八高線上空の鳶。

　謎の社にお参りして、帰還開始。
この道の起点を20号沿いの日枝神社とすれば、この謎の社も、そして関根神社（日枝神社）も、そして西平山の山王さんも、中
央線脇の古社も、「皆、日枝神社（山王社）だったりして？」、「道に沿ってあるので、この道は昔の街道かな？」などを考えつつ
散策。

　陽気はすっかり春。気の早いコブシ、ギンヨウアカシア。
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　帰宅したら、娘が朝食中。父と母も、続いて朝食。
その後、日中はのんびりして、夕方の散歩。ローソンまで、レターパック買いがてら散策。
昨日の赤い色が消えていた新店舗。ローソン近くの元「大黒屋」が入っていたビルはすっかりなくなってました。

　「らんぼう」も取り壊していて、セブンイレブンは改装中。

　甥・宏一の長女出産祝い、立川に工場がある会社の木製スプーンと木綿の前掛けを。
スプーンには名前を入れてもらいました。

2016
02-29
（月）

　四年に一回のうるう日。

　夜、娘、突如、大判煎餅の1/3ほど食す。2015年5月、自ら焼いたもの。
多少湿気るも、「オーブントスターで焼けば、醤油の焼ける香りも立っていける」とか。
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2016
03-03
（木）

　ひな祭り。夕食は、母謹製のちらし寿司でした。
ほぼ食べ終わってから、「あっ、写真撮ってない･･･。」と気づきましたが、あとの祭りでした。 

2016
03-04
（金）

　娘、今日より期末試験。
試験といえば、仲良し四人組の学年違い京香ちゃん、志望校に合格とのこと。 

2016
03-05
（土）

　早朝より、曇り。次の原稿「飛行機庫図鑑」を書きはじめて、8時半過ぎに朝散歩。
沈丁花、紫木蓮、北公園のツグミん。

　CO・OP新店舗は建物工事を終え、周りの整備中。
沈丁花、紫木蓮、ツグミん。

　ススラン、花韮、サンシュユ。
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　暖かい蕎麦で朝食。

　娘は、午後に、試験の勉強会へお出かけ。
父は原稿を進めたのちに、夕方の散歩。初夏収穫への準備進行中の畑に、辛夷。

　夕方も工事に頑張る新店舗。旧店舗は、引っ越しの為、この金曜日から営業停止中。

　母が「中華が食べたい」というので、イオンに車を置いて、駅前の満留寿（マルス）へ。
脇目も振らずに頑張って、ようやく食べ終えました。母は小盛でも、少し残すほどのボリューム。

2016
03-06
（日）

　朝から薄雲り気味。「飛行機庫図鑑（序）」の初回原稿を書き終えて、黒川まで散歩。
畑、ゆいま～るのツグミン、その近くの梅。

　食べる鳥来たらずのヤドリギ、黒川のハケ、猫。
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　清水谷で、つがいに会えました。呼んでいた雄、呼ばれてやってきた雌。

　帰り路で見た、沈丁花（白、）、ムスカリ、ボケ。

　帰って、仮面ライダーと「ひのぶらり道」を見る。

　昼前に珍しく買い物。その足でマックで朝・昼兼用を調達。

　娘が父の机で勉強しているので、日中は、ダラダラ。

　夕方も早めの散歩。
雲の中の夕日、COOP新店舗。
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　旭が丘中央公園まで、足を伸ばす。ハナニラ、福佐屋、和楽の窓に出ていた看板。移転（？）でしょうか。

2016
03-08
（火）

　天気予報通り、都心では最高気温20℃と、「暖かい1日」でした。
帰宅途中、通り道の佐々木クリニックの辛夷が、今日1日で満開になっていました。 

2016
03-09
（水）

　娘の誕生日。でも午前中は、期末試験の最後の2教科。

　ただ生憎の雨で、昨日からは一転、寒い1日に。 

2016
03-10
（木）

　COOP高倉店。15日（火）にOpenとのこと。

2016
03-11
（金）

　大震災から丸5年。あの日も、金曜日でした。
まだ、亡くられた方のご冥福と、今を生きる方の幸を願うばかり。 
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2016
03-12
（土）

　天気予報通りの曇り。原稿「飛行機庫図鑑その１」を書きあげてから、朝散歩。
沈丁花、ジョビタキ（雌）、木蓮。

　15日（火）にむけ、最終準備中。2Fのコジマは、18日にOPENとのこと。

　スズラン、木瓜、始動していた早咲き桜。

　帰宅すると、娘は起きており、三人で朝食。
その後、娘はお出かけ。父母は、上がらない気温もあってコタツでダラダラ。

　午後、父は夕方まで再び原稿に向かい、その後に夕方散歩。 辛夷、水仙、COOPに入るスポーツジムの看板。
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　娘、22時過ぎに帰宅。 

2016
03-13
（日）

　「飛行機庫図鑑（その３）」の原稿、思いのほか進まず、気分転換に朝食。そして散歩。
蕾だけが増える辛夷、解体すすむ首都大学。もう父の思い出の工場は、産廃の山。

　辛夷の花、MFLP脇の桜タケ（？）、椿。

　母娘はフラのレッスン。父と一匹で留守番。

　そして母娘、イオンで一人1枚のピザに、タコヤキ2箱を買って帰着。たらふく、堪能。娘も1枚をペロり。
父と母は、満腹になって午睡。

　起きて夕方の散歩。畑と一匹、辛夷と木蓮の蕾。
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　グリーンベルト北端の新しい景色。

　早咲き桜、沈丁花、サンシュユ。

2016
03-15
（火）

　COOP高倉店、オープン。
母が近似を通りかかった時、20号に入場渋滞が起きていたとのこと。
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2016
03-19
（土）

　朝より、曇り。原稿書き後、さあ散歩と玄関を出たら雨。
やむなく引き返して、三人で朝食。朝食後、娘はお出かけ。父母は、ダラダラして、午睡。

　午睡から起きたら、青空。早めに、夕方散歩。畑、辛夷、紫木蓮。

　賑わいの新店舗、グリーンベルトの桜の蕾。永山団地の花韮。
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　サンシュユに、早咲き桜の二景。

　父母はうどんで夕食後、アルプスで買い物。心なしか、人少な目？。

　娘、21時前に帰宅。 

2016
03-20
（日）

　春分の日。曇り、早朝から、「飛行機庫図鑑」の原稿書き。

　母娘は、フラのレッスン。二人が出かけた後に、仮面ライダーで朝食。
青空が覗いてきたので、春を求めて散策。多摩平のハケで芽生えるクヌギに、名知らずの芽生え、たんぽぽ。
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　黒川の大池で、雌に遭遇。蝶も動き出し、コデマリは満開。

　湧水の緑もより鮮やかになり、コブシを背景にヤドリギ、オオイヌフグリ。

　山王下公園のコブシに、今頃（？）咲き誇る清水谷の十月桜、メスのお食事＠清水谷。
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　13時過ぎに母娘帰宅。八王子・鑓水の喫茶店に立ち寄ってきたとのこと。

　午後、父はまだ原稿書き。そして、夕方の散歩。
満開の辛夷、咲き始めたグリーンベルトの早咲き木。

　旭が丘中央公園のトサミズキに、最近淋しい広場の辛夷、ソメイヨシノの咲き始め。

　早咲き二景に、エンドウマメ。
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　今日は、早めに夕食。その後、娘の誕生日プレゼントに財布をイオンに見に行くも、気に入るものなく、次回へ持ち越し。
代わりに、口福堂で「いちご大福」を3つ買って、夜の楽しみに。 

2016
03-21
（月）

　「春分の日」の振り替え休日も、曇り。肌寒さすらあり。
早朝から「飛行機庫図鑑」の原稿書きしての散歩も、ショートコースで終了。グリーンベルト北端の蕾、シャガ、四中奥は、はや満
開（？）。

　母娘は、「行きたかった」という祖父の供養に、東京スカイツリーへ。
朝食した父は、一匹と午睡。起きたら、青空が覗いていて、桜を見にグリーンベルトへ。

　娘からの「登ってきたよ」のメール。天気が良くなって、何より。
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　スカイツリーの長い影。

　午後も原稿書きして、夕方の散歩。
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母校に残っていた父の思い出も、はや、産業廃棄物に･･･。

　残照に映えるグリーンベルトの早咲き木、はや満開の様を呈する早咲き桜。

　母からの「浅草寺にも、行ってきました」メール。
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　20時半過ぎ、母娘帰宅。マメグイの土産と浅草寺のお守りを貰いました。

2016
03-25
（金）

　娘、終業式。 

2016
03-26
（土）

　朝より、曇り。原稿書きごに、散歩。
家の苺。サクラにトヨノカ。そして、北公園のクヌギの芽生え。

　花曇りでは、まだ2～3分咲きの桜も映えず。

15/20ページ瑞季と「コナン」の部屋（2016年3月）

2016/04/25http://coah.pro.tok2.com/MizukiAndConan/2016-03.html



　家に帰れば娘が起きていて、朝食中。
娘が出かけた後に、父母も朝食。その後、ゴロゴロしていたら、外がいい天気になってきたので、庭木に水遣り。
ノースポール、ラナンキュロス、チューリップの一番槍、パンジー。

　ジュリアン、パンジー、矮性薬切れ（？）の桃、ポリアンサ。

　青空のグリーンベルト桜。ヒヨも大喜び。
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　午後も、原稿書きに精を出してから、夕方の散歩。
撒かれたトウモロコシ、レンギョウ、日野自動車多摩平寮と桜と青空。

　集団食事中のムクドリ、ナノハナと工事が始まった社教の新建屋に現建屋、たまむすびテラスのスミレ。

　夕食は父母で。お帰りに、CO・OP新店舗へ立ち寄ってきました。
想像以上に広く、品数というか1品も多種が売られていました。

　娘、21時頃帰宅。 

2016
03-27
（日）

　朝から薄雲り。原稿書きを3時間頑張って外を見たら、青空が･･･。
スプリングフェスタに出演の母と入れ違いに朝食・身支度して、散歩。
まずは、近所のヒアシンス、大興奮のヒヨドリ、昨日より色味を増す桜の景色。

　黒川を回ってハケ上の芽吹き、降りる途中のシロヤマブキ、ハケを上がって日野中央公園近くの菜の花。
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　日野中央公園でのスプリングフェスタ、母出演中の舞台。

　日野中央公園の杏子に、スモモ。

　黒川にまた寄り道して、カワムツ（？）、コデマリ、ヤマブキ。
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　可愛い花、水飲み場のヤマガラ、ドラミング中のコゲラ。

　3時間近く歩いて、帰還。まだ寝ていた娘を起こして、写真整理。
　終わらぬうちに母が帰還し、娘と三人で八王子へ。
東急スクエアで、娘に財布の誕生日プレセントを贈り、服を見に行く女子組と別れ、本屋へ。

　用事が買い物が済んだ二人と合流するも、部の先輩やお友達と待ち合わせに娘を残して、父母は途中で夕食して、帰還。
夕方の散歩も、グリーンベルトで花見。四中の出入り口付近にベンチが置かれていて、見上げれば景色最高！。

　21時前、娘帰宅。財布の中身の入れ替え式。手前が新型、奥が2011年5月以来の愛用品。
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2016
03-29
（火）

　朝、出勤前にグリーンベルトで、桜を愛でる。

2016
03-31
（木）

　年度末。夜に、仲良し4人組親子合計8人で、カラオケ大会。 
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2016
04-02
（土）

　早朝より、曇り。「飛行機庫図鑑」原稿、あと1回分まで漕ぎつけて、散歩。
家のチューリップ、トウモロコシが植えられた畑。

　菊桃、八重で枝垂れの桃、大島桜も咲き始めました。

　花寒・花曇りが惜しまれるグリーンベルトの桜たち。

　帰宅して、洗濯を終えた母と朝食。
娘は、午後2時過ぎに起き出してきました。その後、課題（？）みたいのをやってました。 

　昼過ぎ、航空協会から荷物着。戦前の航空機登録記録を扱った資料本『J-BIRD』。
僅かな協力しかしていませんが、献本いただきました。厚さcm超・コート紙で￥5,000とは、儲け度外視の踏ん切りは流石。
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　夕方の散歩。出穂した大麦、つくし、石楠花。

　ゆいま～る多摩平の森の、三食梅に、さくらまつりの告知。
八重桜の蕾はまだ固いですが、ちゃんと咲いてくれるでしょう。

　「手裏剣」水仙、ミツバツツジ、ご近所の桃。
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2016
04-03
（日）

　早朝から雨の、花寒。残りの原稿をほぼ書きげてから、雨上がりの朝の散歩。

　気温はそれなりにあって、花曇りが残念。エゴノキの新緑、桜隧道、桜色絨毯とコナン。

　母と二人で、日本蕎麦の朝食。日野ぶらり道やらブラタモリ等を見て過ごす。

　娘、起きてきて、課題。

　早めの夕方散歩。柿の新緑、赤系の花韮、青系の花韮。

　今年の見納めグリーンベルト桜、長山団地の一番シラー、首都大学東京の工場桜も、ポツンと･･･。
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　旭が丘中央公園のレンギョウ、桜とぼんぼり、桜歩道。

　三人で夕食にいき、帰りに娘の靴を購入。

　そして、夜、コナン洗われる。 

2016
04-06
（水）

　朝から快晴。グリーンベルトの桜を愛でてから、出社。

　娘は始業式。クラスは、2年B組。
なお、学年にいる4人の「みずき（瑞姫×２、瑞騎に、瑞季）が勢揃いとのことで、フォーカード。プリキュアもしくは戦隊モノもでき
ます。 
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2016
04-07
（木）

　朝から、花散らしの冷たい雨。 

2016
04-08
（金）

　客先での会議が早く終わったので、寄り道しながら帰宅。
「さくらまつりまでには、咲いてくれるでしょう」の多摩むすびテラスの八重桜、グリーベルト改めピンクベルト。

2016
04-09
（土）

　薄雲り。史料整理中、一匹が迎えにきたので、散歩。
今日から、おnewのスニーカー、Adidas ORACLE（託宣、賢人の意味）。

　日光浴中のウモロコシ、大麦の穂にテントウムシ、近所の桃。

　グリーンベルトの残り桜三景。
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　ゆいま～る多摩平の森の、藤の蕾、三色桃、ケヤキ。

　天気が良くなってきたので、黒川に。ヒョウタン池の里桜、今の主役・ヤマブキ、シュガ。

　アオゲラぽんちゃんに出会いました。
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　桜色に染まる黒川の散策路。

　帰路、イオンモールで一匹の爪切りしてもらい、再び多摩むすびテラスに戻ってオオシマザクラ、ドウダンツツジ。青空と再び暖
房モードのトウロモコシ。

　家に帰って、水遣り。イチゴに、チューリップ二景。
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　三人で朝食後、思い思いに過ごす。
父は資料整理して、夕方散歩。七幼裏のサクランボの木、モッコウバラ、桜吹雪の吹きだまり。

　ビバヒルズの春。サンシュユの新緑、八重桜。

　母、飲み会で外出。父と娘で、買い出し＆夕食。
娘は明日、昭和記念公園にお友達と花見とかで、￥1,500以上する高級レジャーシートを購入。 

2016
04-10
（日）

　早朝から花曇り。資料整理して、仮面ライダー見ながら朝食。
母娘は、フラのレッスン。女子組が出かけてから、男子組も散歩に出発。元東芝のサツキ、カワラヒワ、アヤメ。
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　中央線を越えて、実沢山の梅の木、木枠の用水、用水と一匹。

　この辺りで唯一残された田んぼは、田起こしもまだ。
長沼橋にから滝合橋まで、浅川沿いに散歩。桜とツグミン、そして川向うで堂々と闊歩していた雉。

　滝合小裏の土手路に桜、カワウ、ホオジロ。
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　コサギ（婚姻色？）に、チュウサギ。そして、平山橋近くの発掘現場。

　帰宅したら母娘は既に帰宅。買ってきてくれた昼食で、眠くなって午睡。
その間に、娘はお出かけ。

　夕方、資料整理してから散歩。
大麦に天道虫2匹、明日にも咲きそうな多摩むずびテラスの八重桜、姫車輪梅の蕾。

　多摩平第一公園の枝垂れ桜、三景。
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　かどで像の看板に、グランドの里桜。

　 　母が昼間見ていたTV番組で、「ラーメン食べたい」というので、久しぶりに「十八製麺」さんへ。
　 父が頼んだ「塩 担担麺」、辛い肉味噌が団子になっていて、団子を崩す前は塩ラーメン、崩すにつれて担担麺になるという優
れもの。

　娘。24時近くに帰宅。 

2016
04-14
（木）

　21：40過ぎ、熊本で震度7の大地震。 

2016
04-15
（金）

　朝、食いしん坊の一匹が朝食をねだりに父を起こしに来ず。初めてのこと。
ご飯は食べるので食欲はあるようだが、自体を動かすのが辛そう。聞けば、昨夜は震えていたとのこと。

　夕方、母が医者に連れていき、「季節の変わり目から来る腰痛」とのこと。痛み止め注射されました。
コナンも、寄る年波には勝てないということか。

　父の帰宅途中、寄り道して、多摩むすびテラスの八重桜を見にいく。明日のさくらまつりは、花を愛でられそうには咲いてくれま
した。
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2016
04-16
（土）

　未明に、熊本で再び震度6強。

　朝は薄雲り。一匹はまだ安静が必要なので、原稿書き。「飛行機庫図鑑」原稿、ほぼ完了。
珍しく三人揃っての朝食後に、ショートコース散歩。
咲き始めたハマミズキ、花をつけた大麦、名は態を表すグリーンベルト。

　昼前に、動物病院へ。今日は診察だけだったので、家から多摩むすびテラスまで散歩に。娘、お出かけ。
お隣のモッコウバラ、里桜、西洋石楠花。

　穏やかな気候の中で開催の、さくらまつり。社教のブースでは、アベベが輪ゴム鉄砲を伝授中。
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　帰宅途中の柿の若葉、庭のオキザリスに、チューリップ。

　熊本大地震のTV番組を見て、横ずれ地震の揺れの凄さを思い知る。

　夕方の散歩。昼過ぎの痛み止めが効いているのか、一匹は元気。
長山団地のハンガリー桔梗に、シラー・ベルピアナ。七幼裏の林檎。

　七幼裏のサクランボ、旭が丘保育園の西洋梨、四中・南東かどのシラン。
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　ビバヒルズの謎の木に、八重桜。

　娘、20：30頃に帰宅。 

2016
04-17
（日）

　気温は低くなく、高くなく、春らしい温度。早朝の一匹は、普段通りに元気。

　夜が明ければ、曇と昨夜からの強風に、時折りの小雨。
母娘はフラのレッスン。朝食を一緒に取って、一緒に家を出るも、風ひどく、早々に退散。

　女子組は買い物してくるというので、父は一匹とのんびりダラダラ。昼食にインスタントラ－メンなどを楽しみながら、留守番。
女子組帰還し、風が収まってきたので、早めの夕方散歩。
風対策でビニールを取られたトウモロコシ、青空。
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　多摩むすびテラスは、昨日よりも満開モード。

　これでもかの八重桜に、帰り路で見つけた無花果の若葉と実、柘榴の新緑。

　晩、久しぶりに三人で夕食。丸亀製麺で、うどん。春のあさりうどんは、美味でした。 

2016
04-22
（金）

　娘、課外授業で、鎌倉へ。

　午前中、X-2初飛行。ステルス＆高機動実証、始まりへ。
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　夜8時過ぎ、娘、帰宅。鎌倉焼きのお土産に、自分用のかんざし。風呂で使えるやつだそうです。

2016
04-23
（土）

　天気予報通り、朝から曇り。「飛行機庫図鑑」に、入手した地図を貼り付けて、1/3の4原稿完成。

　母は、PTAで桑志校へ、娘は寝だめ、父と一匹は朝の散歩。
ご近所の藤。見たら、他の藤も気になって多摩むすびテラスの藤を見に。そこで咲き始めていた、姫車輪梅。

　北公園に戻って、準備中のエゴノキの花、公園北のお宅の牡丹、菊と七星天道虫。
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　タマスダレ、シラー・ペルビアナ、お隣のモッコウバラ。

　娘、昼過ぎに起き出す。

　午後、ダラダラし後、資料整理。そして、イオンで散髪してから、夕方散歩。
畑の三景。シラー・ペルビアナ、トウモロコシ、エダマメ。

　東京都立工科短大時代の建物、滅しました。
そして、珈琲・和楽さんも、移転していました。新店舗は豊田2丁目、次期20号バイパスから一歩奥へ入ったあたりのようです。
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　アヤメ、ハンガリー桔梗、中央公園の桜にムクドリ。

　ツツジの二景。

　夕食。貧血気味の娘のために「肉！」となって、イオンに冬にできた「いきなりステーキ」で、200gずつ。
お腹空かないといっていた娘、真っ先に完食。 

2016
04-24
（日）

　朝から雨。散歩も行けず。調布飛行場でのJAXA施設公開も、断念。
「飛行機庫図鑑」の原稿（全12回）、完成。航空ファン誌に売りこみ。

　朝食して、仮面ライダー。
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　娘は、午後からカラオケにお出かけ。
父と一匹は、雨上がりに散歩。畑のトウモロコシ、北公園の切り株の天然木耳、長山団地のネギ坊主。

　長い庇が格好いい夢風船Annexに、首都大学のツツジ。

　すっかり取り壊された、思い出深い工場。

　高倉南公園で、藤見物。まだ、ちっと早し。

19/25ページ瑞季と「コナン」の部屋（2016年4月）

2016/05/01http://coah.pro.tok2.com/MizukiAndConan/2016-04.html



　夕方、母と夕食。

　娘、21時半過ぎに帰宅。

2016
04-28
（木）

　オーケー北八王子店、今日、OPEN。

2016
04-28
（日）

　「昭和の日」快晴。父、10連休の初日。

　畑、シラー・ペルピアナ、成長著しいトウモロコシ。

　風に踊る藤の花、一匹、清水谷公園で逢ったメス。
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　山王下公園の菖蒲、あずまや、社教脇の朴の若葉、矢車草。

　家に帰って、総員起こし。身支度して、親子三人で多摩センターの三越へ。
というのも、昨晩、娘からの「オギノヤの峠の釜めしが食べたい」によって、母が「物産展みたいなチラシで見た」から、「多摩セン
ター三越で買えそう」ということになり、限定150個が売りきれないうちに押しかけることに。

　オギノヤの「峠の釜めし」に加えて、信玄餅、玉こんにゃく、ヨーグルト、六角亭の「マルセイバターサンド」などを調達。
　他に、中村屋の「うすあわせ」や、北海道民には懐かしい（母談）のサザエの「おやき」（=父からは大判焼き）も。
娘的には、熊本の「いきなり塩まんじゅう」も欲しかったが、こちらは限定30個で、店内に着いたころにはもう売り切れに。
　途中の公園で釜めしをとも思うも、強風のため、家で食べることに。

　食後、午後はそれそれ勝手に過ごして、夕方の散歩。
風に煽られた大麦、夢ふうせんの八重桜、七幼裏のモッコウバラ。
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　同じく七幼裏のサクランボ、旭が丘保育園の洋梨の実、畑の夕景。

　夕食に「横浜家」に三人で出かけ、帰りの買い出しにイオンへ。
そこで、九州物産展をやっていて、別の店の「いきなり塩まんじゅう」をゲット。物産展に始まり、物産展で終わった連休初日でし
た。 

2016
04-30
（土）

　大型連休2日め。風も収まり、好天。早朝に、庭の蜜柑の芽吹きに蕾を愛でる。

　朝の散歩、今日は川へ。
地区センターの南天に東京西線33号鉄塔（奥）と高幡線28号鉄塔（左）、オオムラサキツユクサ、朴の花。
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　線路を越えて、ブルーベリーの花、ビール用麦畑、ネギボウズ。

　モズ、アヤメ、大名渕公園の藤と東京西線28号鉄塔。

　平山橋の初夏、コサギ、すぐ近くにいたキジ。
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　白髭社、レプリカ、黒川での蝶。

　同じ黒川の猫、多摩むすびテラスの初夏。

　今日は個々に朝食して、その後まったり。
午後になって、風。干した布団を取り入れる時に、2回から庭を写す。
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　夕方の散歩。
畑、新緑と鉄塔、ビオラ。

　夕食は、三人で「浜勝」。父、キャベツのお代わり2回して、幸せ。 
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2016
05-01
（日）

　大型連休3日目、幾分薄曇りも晴れ。

　朝の散歩。エダマメと茄子。

　長山団地のシラー・ペルビアナ、少し色づくとヒヨに食べられてしまうサクランボ、蒲公英に似た黄色い花。ブタナというらしいで
す。

　庭の苺。サクラに、トヨノカ。

　娘、秋葉原のフクロウ・カフェにお出かけ。

　父は、午後にGW中唯一のお出かけ。神奈川県立相川公園に、太平洋戦争中の飛行機部品を見に。残念ながら写真撮影は
禁止。
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　夕方の散歩。
オダマキ、クレマチス、サルスベリの若葉。

　夕食は、二人でビッグボーイ。

　夜、「日野ぶらり道」5月号を見る。櫻井さんの新たな相方、登場。 

2016
05-02
（月）

　大型連休4日目、どん曇り。時々、薄日。父は休暇。

　娘の登校を見送り、朝食後に散歩。畑、家が建ち並んだ元「雇用開発事業団官舎」跡地、セキレイ。

　黄色のファナックと濃い藤色のツツジ、シュロの若葉、朴の蕾。
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　サンシュユの実、準備中の紫陽花。

　昼食は、丸亀の饂飩。帰りに、先月OPENしたOKストアを偵察に。
アルプスよりは安いも、うちからはアクセスしにくく、COOP同様、利用しない口か。それでも、夕食の材料を購入。
近所のスーパーマーケット分布図。

　夕方早く、娘帰宅。

　16時過ぎに、夕方の散歩。
北公園の萌芽更新に、切られたエゴノキ。朝方、小型ユンボが公園内に入っていたのはこのためだったか。
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　夏薔薇、ベニカナメの花、松の花。

　夕食は、しゃぶしゃぶしました。 

2016
05-03
（火）

　大型連休も半分の5日目の「憲法記念日」。早朝は、一面の雲り空。

　母と娘は、フラのイベントで滝山の「道の駅」へ。8時半前に出発。
それを見送ってから朝食して、男組は散歩へ。まずは、高倉南公園の緑に、藤。

　元「大黒屋」があったビルの建築計画に、その斜め迎えのにあったローソン。この4/30に閉店とのこと。
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　歩くうちに、いい天気となって、遠征。
八高線、関根神社におまいりして、初代の猫「又兵衛」の骨折の時にお世話になった須田動物病院跡へ。面影は、大きな木に
残るのみ。そして、浅川のガス橋。

　中央線鉄橋、さいかちぜき沼。

　全開の紫陽花、水のない田んぼは鳩の餌場、矢車菊。
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　八幡さまで休憩して、終わっていた旭が丘南公園の藤、三人兄弟の末っ子と。

　2時前、母娘帰宅。

　娘は、その後お出かけ。
父と一匹は、夕方の散歩。夏薔薇、三景。

　カラスのエンドウ、庭のナデシコ。

　帰りに○2に寄って、茶豆を2苗購入。花壇に植えました。

　夕食は、困った時のイオン詣で。
そこで、食玩ではないフィギュアを仕入れました。2つ買って、1つが「ディエンド」、もう1つが「クワィザ」!！。
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　娘。21時半前に帰宅。 

2016
05-04
（水）

　大型連休6日目、「みどりの日」。早朝より風雨。

　朝7時頃より雨はあがって青空が覗くも、風収まらず。強風の中、散歩。
畑、倒れたトウモロコシ、色づく七幼裏のサクランボ。

　娘、午前中からお出かけ。
母と朝食して、庭いじり。昨日植えた枝豆、矮小薬がとんだ桃、蜜柑の蕾。

　午睡して起きれば、風は収まる方向に。青空に惹かれて、早めの夕方散歩。
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　初夏の花。カルミアに、ムギセンノウ、ハナビシソウ。

　涼を求めて黒川へ。多摩平、初夏の緑三景。

　夕食に悩み、久しぶりに八王子大和田4丁目の「嬉そば」へ。
丸亀紙面やイオンができてからはご無沙汰でしたが、「娘さんは？」と、おかみさんは覚えていてくれました。

　その娘は、21時半前に帰宅。 

2016
05-05
（水）

　大型連休7日目、「こどもの日」。早朝より快晴、風もなし。
jcomの「日野のそこんとこ調べておいて　5月号」でやっていた、平山へ行ってこようと、まずは平山城址公園駅へ。
平山橋付近からの眺め、駅前の碑、中腹にある宗印寺。
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　頂上付近からの富士山を含む景色。途中、近道しようとして道を間違え、30分ほウロウロしてようやく公園に到着。

　一角をブラリ。園内で見たガビチョウ、タイワンイウチワヤンマ（？）、ツマグロヒョウモンチョウ。

　公園を出て平山季重神社にお参りして、帰路へ。山を下り、増田屋さんに挨拶して、線路を潜って。
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　浅川でのカワウと川遊びする一家、浅川の景色、電車区公園でコナンに水。

　帰宅して、庭木に水遣り。蜜柑に花が咲いていました。

　「起こさないで」という娘をおいて、母と朝食。
その後、遠征疲れで、一匹と午睡。

　目が覚めてもダラダラしていたら、早や夕方散歩の時刻。
出がけに、お隣の三兄弟に遊んでもらい、では散歩へという時に、「コナンパパ、お散歩、気を付けてね。」と末っ子。
「はい、は～い。」と返事したら、「ハイは一回。」と注意されました。

　昼咲月見草、七幼裏のさくらんぼ、少し早いけど○2で購入の「母の日」プレゼント。
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　夕食は夢庵。帰りに、COOPへ。娘は、初新店舗。 

2016
05-06
（金）

　大型連休8日目、雲が掛かる空。娘は、いつものように登校。

　朝食するも、空模様に比例して気合入らず、遅めの散歩。アヤメ、クレマチス、紅葉の種子。

　昼食は、野菜たっぷりちゃんぽん。そして、午後から小雨となって、夕方散歩も行けず。
娘は、17時前に、帰宅。三人で、家での夕食。 

2016
05-07
（土）

　大型連休9日目、昨日からの雨は上がっているものの、どんよりとした雲。
どうなる、ひの新選組まつり。

　朝6時過ぎ、青空に。
「では･･･」と、一匹と初夏を求めて散歩。カルミア、ビワ、藤の残花と実。
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　多摩平、初夏の草原美。

　黒川の大池、初夏のハケ、大池の鯉。

　山王下公園の菖蒲、白い花にクマンバチ。
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　10時過ぎに、三人で蕎麦の朝食。
その後、娘はお出かけ。父は、東京生テレビで、高幡会場での新選組まつりを拝見。暑そう。 

　日中、資料整理や花壇の手入れなど。
夕方4時過ぎに散歩するも、初夏を通り越して、夏！。カルミア、ヒヨに食べつくされたサクランボ、涼しげな花。

　夏薔薇、二景。

　夕食は、母が「肉が食べたい」というので、多摩境のステーキガストまで。

　娘、22時に帰宅。 

　なお、今年の両母へは、薔薇を贈呈。御二方より、届いたとの知らせあり。
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2016
05-08
（日）

　大型連休もいよいよ最終日、東に曇残るも快晴の予感。

　初夏の散歩、三景。畑、麦、グリーンベルト。

　猫、北公園、夏薔薇と東京西線33号鉄塔。

　フラのレッスンに出かける母娘を見送って、9:30過ぎに父と一匹は「ひの新選組まつり」へ。
途中の多摩平第二緑地のユリノキ、懐かしい大久保公園、日野中央公園の柿。
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　まずは恒例、日野中央公園での西洋砲術演武。

　矢の山公園で隊服に着替え、甲州街道会場へ。八坂神社での藁筒切り、祭り囃子。

　路上パフォーマンス、庭の物陰に潜む、そしてパレードの陣振太鼓。
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　いよいよ、隊士パレード。まずは、今年からのお琴（歳三の許嫁）、堂々たる今年の歳さん、近藤局長。

　総司の一番隊、日野農兵隊ならぬJAからはネぎの振る舞い、そして今年からの二周目パレード。
新選組隊官軍の銃撃戦や、日野自動車社員による五番隊=武田観柳斎隊の懐からトンカチを出して「トントン、トントン、ヒノの2ト
ン」は秀逸でした。

　二周目を見終わって、帰還へ。
隊士のみなさん、祭りスタッフの方々、大勢の見物人の皆さん、お疲れさまでした。「また、来年」。

　一匹は、皆さんから「可愛い」と好評で、10人ほどの方から「写真いいですか」と声かけていただきました。ありがとうございまし
た。
生中継のjcom櫻井さんには生披露できなかったのが、心残り。

　かくして、7時間以上に及ぶ長時間散歩は終了。
一匹はバタンキュー。父も、母と「民芸」で夕食して、風呂に入ったら眠くなり、21時前に就寝。
　その歯磨き時、けっこう日焼けしていることに気が付きました。
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就寝前に見つけた、JR東日本日野駅の、粋な行き先掲示板。

2016
05-14
（土）

　青空の断片あるも、曇りがちな空。朝の水遣り時の二景。苺一号に、チビ蜜柑。

　母は、八王子のアートムーチョ出店のため、早起き・早出。
母の出発後、朝食して男組も出発。日に日に大きくなる畑の作物。トウモロコシ、キュウリ、トマト。

　トマトを見て、「あ、日野トマト！」と行き先変更、浅川へ。
多摩むすびテラスのシロツメクサにアカツメクサ、アカツメクサにテントウムシ、チェリーセージ・ホットリップス。
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　イオン裏にできていた中国お茶屋。

　黒川の踏切を越えて、豊田小学校を抜けて浅川へ。
浅川の対岸は紫に染まっていてきれいでした。匂い付けする一匹、麦畑。

　今日も姿を見せてくれた雉、チュウサギ、対岸の紫の正体「ナヨクサフジ」？。
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　そして、やっていた日野トマト即売所。小さいのを一匹と半分個しましたが、これで￥500はお買い得。

　庭木に水遣り後、撮りためておいたTV番組を見る。

　14：00過ぎ、娘、起き出す。インスタントラーメンが食べたいというので、父流作り方を伝授。

　17：00過ぎ、夕方の散歩。
カルミア、エゴノキ、まだ白く染まってはいない北公園。
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　夏薔薇（白）、同（赤）、ヒルザキツキミソウ。

　七幼裏の林檎、フランスギク（蜜蜂付）、ザクロの花。

　桑の花、コマンネンソウ、葡萄。
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　母、19：00過ぎに帰還。三人で、イオン夕食。
写真は、母がムーチョで衝動買いしてきたキーホルダー。

2016
05-15
（日）

　今日も薄曇りながら、初夏の雰囲気。
で、8時前に散歩したら、空気つめたく、風涼し。エゴノキ、ジャガイモ、オオムラサキツユクサ。

　朝食後、母娘の送迎。ムーチョに行く母を放射ロードの仏具点近くで降し、娘を「めじろ台」近くに降す。
例によって椚田公園で、休憩&時間潰し。車輪梅が咲いていました。
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　1時間後、レッスンを終えた娘をピックアップして、帰宅。
苺の収穫第一弾。いい天気になったので、一匹も天日干し。

　14：00近く、娘は「お友達と、中間試験勉強」にお出かけ。
父と一匹は、録画しておいた昨夜のブラタモリなどを見る。

　17：00前、夕方の散歩。
北公園のエゴノキ、矢車菊、柿。
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　ベニバナトチノキと月、赤く映える紅葉の種、紫陽花。

　18：30に母をムーチョに迎えにいき、夕食に、野猿沿いにできたラーメン「ぼんくら」へ。父は久しぶりにつけ麺。
その後買い物して、帰宅。娘は、22：00に帰宅。 

2016
05-16
（月）

　帰宅後、デイリーニュースを見る。
ムーチョのニュース最後の方で、母の店の前でインタビュー。母も、チラッと写ってました。 

2016
05-21
（土）

　快晴。次の原稿資料整理してから、散歩。
成長著しい畑の枝豆に、トマト。そして、北公園のヒルザキツキミソウ。

　多摩むすびテラスの三景。ニゲラ(クロタネソウ）、紫陽花、ツモツケ。
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　イオンを抜けて、清水谷公園でカワセミのメスと邂逅。

　黒川清流公園。踏切を越えて、大仏さんと若宮さんに挨拶。

　浅川では、日野市合同水防訓練、実施中。
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　今日もトマトを買って帰路へ。例のごとく、図書館した湧水で、半分庫。黄花コスモスと働き蜂。

　2時間版歩いて、帰宅。この気温の中でも起きてこない娘をおいて、母と朝食。
一休みして、父は飛行機を見に、4年ぶりに所沢の航空公園と所沢航空発祥記念館へ。

　所沢でも3時間近く歩いて、帰宅。三人で夕食は、多摩境のステーキガスト。
夕食してから、夕方の散歩。
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2016
05-22
（日）

　昨夕の懸念も吹き飛ぶ、青空。昨日の写真整理後に、朝散歩へ。
まずは、トウモロコシの林。

　多摩むすびテラスの花たち。

　今朝は、はじめて「わんぱく相撲日野場所」を見に、若宮さんへ。
宮司さんの言上、中央大学相撲部による禁じ手説明、大相撲のように幟も土俵を回って。
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　小一女子から、熱戦開始。
ただ、こちらも、お腹が空いてきたので撤収へ。その帰りに寄った、清水谷公園。今日は、遭遇せず。

　帰り路。その三景。

　家にて、録画しておいた仮面ライダー見ながら朝食。そして、午睡。

　早めの夕方散歩。その時、お隣のチビちゃんに、苺狩りの接待。

　野生化したガザニア、夏薔薇、柘榴の花。
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　夜、一匹洗われる。 

2016
05-23
（月）

　娘、今日から中間考査。木曜日まで。

　都心、今年初の真夏日。 

2016
05-26
（木）

　早朝、一匹が散歩をねだりにきたので、散歩。
トウモロコシが、花をつけていました。

2016
05-28
（土）

　曇り空の土曜の朝。資料整理して、朝の散歩。
玄関先の南天の蕾、畑の髭、ニゲラの実（？）。

　矢車菊、紫陽花、白く清楚な花。
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　清水谷公園では空振りも、山王下公園でメスに遭遇。
そして、黒川清流公園で遭遇した猫会議の面々と議長（？）、わきみず池の鯉たち。

　浅川に出て、梨の子に、袋入り息子（？）、河原の胡桃。

　紫陽花、トマトを買って半分庫、そしてまた紫陽花。
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　帰還途中にイオンで爪切りして、体育祭の四中と近所の姫リンゴを覗いて帰宅。500円の今日の成果。

　母は娘の映画「ズートピア」にお付き合い。留守番組は、午睡。 

　夕方の散歩。
出がけの鳥の声に目を凝らせば、我が家玄関近くのサザンカの木にメジロの姿、花を付けた畑のエダマメ、公園の絵の王道「ア
ンパンマン」。

　大きくなりつつある洋梨、四中の泰山木の花。
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　散歩から帰ったら、母娘は帰宅済み。
腹減らずということで、コンビニ買い出しして、夕食。 

2016
05-29
（日）

　五月第五日曜日、青空が期待できそうな朝。

　資料整理後に、朝散歩。
トウモロコシの花、タチアオイ、ブルーサルビア。

　ホウヅキ、ベチバナトチノキ。

　帰ったら、地区会のグリーンベルト清掃。お土産はいつもの。
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　清掃後に朝食。母娘、娘のミュゼと買い物。今日も、留守の男組は午睡。 

　母娘、帰宅。夕食前に、留守番組は散歩。
サクランボ、アマリリス、紫陽花。

　散歩後の水遣り時、コナンに苺遣り。水上げたら急に元気になったガザニア、南天の花。

　また「肉が食べたい」とのことで、ステーキガストへ。29日の「肉の日」で、混んでました。
帰りに立ち寄ったアルプスで買った仮面ライダー・チョコウェハースで、GW前からのコレクション全12枚、ようやくコンプリート。
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2016
05-30
（月）

　晩、航空ジャーナリスト協会の総会。懐かしい顔にも、巡り合いました。
また、そこで、柳沢さんから九一式戦闘機の文鎮を貰いました。戦前の帝国飛行協会 製です。
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2016
06-03
（金）

　コナン、狂犬病予防接種により、安静。 

2016
06-04
（土）

　早朝より、快晴。昨日のことから、今日は、近所一周の軽めな散歩。
出がけの苺、畑のニ景。

　エゴノキの実、落成（？）した夢ふうせんアネックス、ホタルブクロ。

　サボテンの花、白い花群、タコさんウインナーの柘榴の花。
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　保護者会と文化祭の打合せにいく母と入れ違いに、帰宅。朝食して、ダラダラ。

　午後は、曇り空に。昼食して、午睡。
夕方の散歩時、家を出たら帰宅した母と遭遇。蒸し暑さを若干感じながら、夕方散歩。
クチナチの蕾、桔梗に似た花、紫陽花。

　夕食。腹減らない娘を抱え、困った時のイオン頼み。 

2016
06-05
（日）

　朝から雨。小雨、時々、本降りで、散歩には行けず。

　フラのレッスンへ出かける母娘を見送って、朝食しながら仮面ライダー。続けて、昨夜のブラタモリ。

　昼過ぎ、雨が上がったので、散歩。
出がけに隣の三兄弟＋アルファに遊んでもらい、その後に近所一周。紫陽花の天下の季節。

　フラ組帰還、昼食へ。丸亀に行くも混んでいて、またもやイオン。こちらも混雑。
昼飯時は、どこもこうか？。
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どうやら、関東甲信越は梅雨入りとのこと。

　午後3時過ぎ、青空が見えたので、ちゃんとした散歩。
梅雨に向け準備中の我が家のユリ、トウモロコシと青空、ビヨウヤナギ。

　夕陽に映えるシモツケ、紫陽花＋一匹、朴葉。

　黒川清流公園・大池では、カルガモの雛に癒されました。

　清水谷公園では、雄に遭遇。
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　イオン前では、グラウラー2機にも遭遇し、眼福な散歩でした。

　家路で見つけた花たち。

　夕食は近所で買い出し、簡単に済ませる。

　夜、NHK BSで、レッドブル・エアレース2016千葉を見る。
結果を知ってTVに向かっていても、しびれました。室屋義秀選手、母国での初優勝おめでとうございます。
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2016
06-07
（火）

　庭の一番ユリ、咲きました。
例年と違って、濃い橙色のは主株から茎が出てこず、脇株が二番手争い中。

　母、誕生日。
娘からはケーキ、父からはアマゾンギフト券の誕生日プレゼント。 

2016
06-08
（水）

　娘、体育祭。
朝は曇り空だったものの、次第にいい天気に。午後から面白いと娘の言う応援合戦等を見に行った母は、日焼けしたそうです。

2016
06-11
（土）

　早朝より、快晴。暑くなりそう。
梅雨に合の庭の百合を愛でて、散歩へ。
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　収穫遠からずのトウモロコシ、花・準備中のネムノキ、紫のタマスダレ。
梅雨に合の庭の百合を愛でて、散歩へ。

　紫陽花、四景。

　清水谷公園での、ムクドリに、ガビチョウ。
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　黒川清流公園での、警戒声で鳴いていたアオゲラ（ピンボケ）、笹の花？、カルガモの親子。

　母娘は、午前中、多摩美術大学のOpenキャンパスへ。

　帰宅してからの昼食は、マック。
娘、ガトーショコラを、製作。

　撮りためていたTV番組を見て、夕方の散歩。
ホオヅキ、林檎、洋梨。

　お腹がすかないので、夕食は買い出し。 
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2016
06-12
（日）

　曇り空、所々に青空な天気。明日は朝から終日雨というので、散歩のし貯め・やや長距離散歩で、七つ塚へ。
まずは、家のエダマメの房。

　畑とと33番鉄塔、準備中のアガパンサス、早咲きのノウゼンカズラ。

　途中、日野台公園で、三本杉稲荷さんにお参り。
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　半年以上振りの七ツ塚へ着。
お稲荷さんには参道、公園には遊具が整備中。石の道標（「右　たきやま　左　八王子」）も、展示。道路の向いにはコメリホーム
センターも出来ていました。

　みのり処でトマトを買って半分個して、家路へ。

　帰り路でのユリ達、キョウチクトウ、アザミ。
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　降りてきたKC-10に、高倉の稲荷さま。

　帰宅後は、仮面ライダー見ながら、朝食。
娘は夕方近くまで寝ていて、起きてきたらガトーショコラ作り。

　午後から一面の曇り空になって、風も涼しげ。よって、早めの散歩。
スチケシア、檜の蕾、紫陽花。

　夕食はラーメンにて、1日の終了。今日のガトーショコラ。
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2016
06-14
（火）

　昨日の終日の雨で、散歩に行けず。朝、近所を早朝周回。そこで見た準備雨中のアガパンサス。

　校名の「桑」志にちなんで、蚕さんの観察と解剖という毎年の地獄絵図、今年は娘の学年の番。
ご愁傷様です。 

2016
06-16
（木）

　朝から、梅雨らしい雨。 

2016
06-16
（木）

　朝から、梅雨らしくない快晴。 

2016
06-18
（土）

　今朝も快晴。トマトとキュウリを求めて、長駆散歩。
我が家のハンター候補、畑のエダマメ、アガパンサス。
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　タマスダレ、ギンバイカ、黒川清流公園の一角で咲いていた花。

　チビガモ、成長中。

　盛んに鳴いていたモズ、タチアオイ、ご無沙汰していたアオサギ。
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　傘が掛けられた遠藤園さんの葡萄。そして、寄り道の末のタイムオーバー。ガビ～ン！

　昨夜に父が帰宅した時には、寝入っていた娘。散歩から帰ってきたら、ようやく起きてきました。12時間ほどねているようです。

　昼食兼用の食事は、イネンでピザを調達。
食後は、めいめいにダラダラ。暑いです。

　5時過ぎでも暑いが、夕方の散歩。
北公園のネムノキの花、一匹、長山団地のユリ。
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　トチの実、紫陽花、モナルダ。

2016
06-19
（日）

　曇り空、所々に青空。朝は、近所周回。
畑のトマト、見つめ合う2羽、百合。

　四中の泰山木、ヒメヒオウギ、紫陽花。
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　母は手作り市、娘のフラのレッスン。
娘の送迎に立ち寄った、椚田公園。一面のシロツメクサに、ムクドリがいっぱいでした。

　レッスン後、娘をピックアップして帰宅。
昨夜のブラタモリなどを見て過ごし、一匹と午睡など。

　母を午後3時前に迎えにいき、お隣の三男坊に遊んでもらう。

　夢庵で夕食し、OKストアにて買い物。店内、えらく寒し。
帰宅してから、夕方の散歩。エゴノキの実に何か、桑の実、収穫近いトウモロコシ。

　夜、父の日にネクタイを貰う。いと嬉しや。
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2016
06-21
（火）

　夏至の日。
朝の雨は、大して降らずに終わり、午後からは晴天に。水不足、解消できず。 

2016
06-25
（土）

　早朝雨模様。6時頃より、雨あがる。

　今日は、近所周り。
収穫はじまった畑、ノリウツギの蕾、ネムノキの花。

　ゴーヤの花、夢ふうせんアネックス、参院選。

　色づいた桑の実、サンシュユの実。
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　蒸し暑かった日中。涼しくなりそいうもないので、夕方散歩に。
北公園のキノコに、足伸ばした高倉南公園のキノコ二景。

　準備中のムクゲ、花、ハチの巣。

2016
06-26
（日）

　曇り空、所々に青空。雨は降ってくれそうもなし。
畑のトマト、青草と飯匹、若宮さん。
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　清水谷で、カワセミに逢い、浅川清流公園で、笹の花、ガビチョウ、大きくなったチビカモに逢う。

　浅川に出て、クルミ、富士山と平山橋、アオサギにダイサギ。

　トマトとキュウリを仕入れて、一本を半分庫して帰宅。今日は、これで￥500。
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　仮面ライダー見ながら、母と朝食。庭機への水遣りと、裏の草むしりなどして過ごす。

　夕方、早めの夕食に、「ステーキ屋のハンバーグ」。

　帰宅して、一匹の夕食と散歩。
切られた畑のトウモロコシ、ラベンダー、娘の母校と父の母校越しの夕陽。

2016
06-28
（火）

　起きたら、そぼ降る雨。
雨は好きではないけれど、こうも雨が少ないと、降ってくれるとほっとする。山に降れ、降れ。 
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2016
07-01
（金）

　娘、期末考査。6日まで。 

2016
07-02
（土）

　早朝より、曇天。コガモの成長を見に散歩。
収穫進むトウモロコシ、収穫が始まったエダマメ。

　北公園のキノコ。頑張ってます、エッヘン、松茸色？の三景。

　アヤメ？、イオンにopenの串揚げ屋、ヤブカンゾウ。

　最近よく逢うガビチョウに、休憩中のカルガモ一家。
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　帰宅して、水遣り。サン・パラソルに、プリメリア。

　朝食して、のんびり。昼に、母は文化祭の打合せに桑志へ。

　夕方近く、青空が覗いて、娘起きてくる。

　16：30過ぎ、夕方の散歩。
大きく実る畑のトマト、東の空。畑で、一匹は畑主の市川さんに撫でてもらいました。

　色づき始めたアカハナトチノキの実、ビバの景色、アベリアに舞うカラスアゲハ。
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　ノウゼンカズラ、夕陽に映える柘榴、トウコロコシに夕陽。

　早めに夕食。洋麺屋・五右衛門。 

2016
07-03
（日）

　青空覗くも、曇りがちが空。涼を求めて、西の浅川へ。 グリーンべルトに降りていたオナガ、旭が丘中央公園、早咲きのサルス
ベリ。

　中込踏切からの富士山、中央線鉄橋から川に沿って土手下り。
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　とんぼ、アオサギ、サイカチ堰沼のカワセミ。

　ガマの穂、用水のカルガモ。

　カワムツに、今年は畑になってしまっていた旧 水田。
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　八幡さんにお参りして、帰り路。秋桜、花、USCGハーク。

　帰宅して朝食。

　日中、真夏日とのことで、暑い暑い。
夕方になっても、気温落ずも、散歩。畑と一匹、夏空、夕空。

　夕方、母はGIRLでフラを披露。その帰りを待って、夕食へ。

　今日は八王子で、今年初の猛暑日。母、溶解。 

2016
07-04
（月）

　一匹、洗われる。 

2016
07-07
（木）

　猛暑日、都心でも。

　コナン、翌日の歯石取りのため、深夜から絶食。 

　コナン、全身麻酔して歯石取り。誤嚥防止のため、今夜も絶食・絶水。我慢、我慢。 
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2016
07-08
（金）

2016
07-09
（土）

　早朝、絶食犬に久しぶりのご飯。
昨深夜よりの雨により、朝散歩いけず。尤も、昨日の麻酔から、今日も午前中は安静。

　夕方近くに雨あがり、散歩。
収穫進むトウモロコシに、エダマメ、♪「松茸ばかりが 松･･･。」、オニユリ。

　早めに夕食、スシロー。 

2016
07-10
（日）

　雲あるも、晴れ。
　朝、珍しく一匹が朝ごはん要求して来ず。階段も、自分では降りず。
皿に朝食を装うも食べようとせず、手に掬って口元に近づけたようやく食べてくました。
　散歩に外へ出るも、歩こうとせず、家に帰って様子見。父だけ、鴨一家を見に朝散歩。 しっぽと腰が下がり元気ない一匹、畑、
藤棚。

　黒川清流公園のヒメカンゾウ、鴨一家、オニユリ。
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　多摩平のポスター2枚に、わが旭ヶ丘の。

　母は娘をフラのレッスンに送り、家に帰って、次のイベントへ。娘の迎えは、父が。
午前中もコナン、元気なし。

　夕方、少し、気温が下がって、元気に。
ゆっくり、軽く、ご近所散歩。腰としっぽは、まだ下がってます。

　母が帰ってきて、夕食。丸亀製麺。 

2016
07-11
（月）

　今朝の一匹。飯催促なかったものの、階段を降り、自ら朝食を食べる。
だいぶ本来の姿に近づいたか。少し、安心。

　日中、普段と大差なし。 

　八王子桑志高校、夏の全国高校野球選手権大会一回戦、23：4で5回コールド負け。 
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2016
07-12
（火）

　今朝の一匹は、飯催促あり、普段通りに。 

2016
07-16
（土）

　横浜でブルーが飛ぶ日も、曇天。

　朝散歩。北公園では、キノコが豊作。キクラゲ擬きも。

　グリーンベルトではサルスベリの早咲き木に花がつき、Vivaヒルズではアベリアの小径。

　ノウゼンカズラ、オニユリ、ヤブカンゾウ。
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　シジミチョウに、今日・明日のお祭り会場。

　帰宅して、娘と朝食。娘は、多摩美術大学のOpenキャンパスに。
雨は落ちそうもないが、鉛色の雲に、ブルーの白スモークでは･･･と、横浜遠征は断念。 

　一悲喜と午睡などして過ごし、夕方の散歩。
七幼祭り、壁塗り屋さんになっていた元・和楽、笠松自治会夏祭り会場。

2016
07-17
（日）

　「海の日」連休の中日。黒川へ散歩。
モミジアオイ、ヤマユリ、ヘチマ。
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　声がし始めた夏の主役の抜け殻、イオンモールはフリーマーケットの日、湧き水池のヒメカンゾウ。

　ガビチョウ、もう癒し光線が出ていないコガモ、田中邦衛さん。田中さんは、久々。
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　帰り道の夏模様三景。多摩平第二緑地、ゆいま～る多摩平の森とムクゲ、同食堂のキュウリのグリーンカーテン。

　家の前で、お隣の兄弟（上と下）に会い、遊んでもらいました。

　帰宅して朝食。入れ替わりに、母娘は造形大学のOpenキャンパスへお出かけ。 

　蒸し暑かった日中もようやく過ぎ去り、夕方の散歩。
松の根元に生えるキノコ、サルスベリ二景。

2016
07-18
（月）

　「海の日」。資料整理後の7：00前、お不動さんへ遠征。
出がけの畑、豊田駅南口の二景。
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　東京オリンピック記念。

　浅川近くでの蓮、葡萄、カワセミ。

　8:30前、日枝神社の木陰で休憩。
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　準備中の市民プール、高幡橋越しの五重塔、高幡橋と五重塔。

　9：00前、お不動さんに到着。お詣りに、五重塔。

　お不動さんにお別れして、高幡不動駅近くでマンホールの蓋を撮り、帰路へ。
途中の浅川沿い・向河原団地の辺りで立ち寄った木陰で、日光と地面からの強い照り返しのせいか、一匹がもう歩くのヤダとダ
ダこねる。
こんなところで休んでいてもと、なだめすかして、水飲ませて・かけて、歩きだす。

　一番橋でのコサギの母子に（足が派手な）父、その父に追い払われていたアオサギ。
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　豊田小近くで冷たい水を購入し、首筋にかけてあげたら、少し元気に。
様子を見ながら頑張って歩き、ヘロヘロになりながらも、何とか10：00過ぎに帰還。お疲れさんでした。往復10kmほど。

　母と朝食して、午睡。

　暑かった驚、気温下がらずも、筋肉ほぐしに夕方散歩。
北公園の松茸擬き、長山団地のゴーヤ。

2016
07-19
（火）

　珍しく、朝散歩をせがまれたので、近所を一周。昨夕のキノコのフォームチェンジに、朝陽の勇姿。
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2016
07-20
（水）

　娘、終業式。明日から、「♪あ～、夏休み」。 

2016
07-22
（金）

　話題のスマホゲーム「ポケモンGo」、配信開始。娘、匠馬くんとやり始める。 

2016
07-23
（土）

　曇り空。肌寒さすら感じる、朝散歩。
トウモロコシの切り株片付けが始まった畑、キノコ、ゴーヤ四兄弟。

　朝顔、コバノランタナ、ブルーベリー。

　オニユリ、芙蓉、オクラ。
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　母と娘は、新宿にある美術専門学校に体験教室。
父と一匹は、午睡して留守番して、高校野球。八王子 vs 早稲田実業は見応えあり。八王子、清宮の早実を下す。

　夕方の散歩。
庭のトレニアに、季節外れの苺。

　長山団地のインゲン（変形）に、旭が丘中央公園の「納涼盆おどり」二景。

2016
07-24
（日）

　今日は早朝から、いい天気の予感。一匹が早めに尾迎えに来たので、今日は谷地川へ遠征。
まずは畑に挨拶し、甲州街道を越えて、中央高速をくぐり。
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　大星教会の脇を通れば、そこは谷地川。

　サルスベリ、八高線に、コスモス。

　八高線鉄橋にアオサギ、キセキレイ、カワムツ。カワセミにも会いました。
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　蜻蛉三景。

　川を堪能して、新旭橋から帰還開始。東光寺の橋碑、お神明さんにもお参り。

　栗林、七ツ塚の金比羅さん、三本杉稲荷さんにもお詣り。
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　後半は日差しも影って、サクサク帰還。母と朝食して、録画した仮面ライダーを見る。
ただ、あとで地図を見たら、意外に歩いて、行程約9km。

　夕方前、母娘はフラの合同レッスンにお出かけ。その帰宅前にと、爪切りを兼ねて夕方散歩でイオンへ。
多摩むすびテラスでは季節外れの藤の花に遭遇、イオン前ではバリダカ車。
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　夕食は、久しぶりに親子三人で、八王子小宮町の「きそば」さんへ。
会計時、娘を見たおかみさんと、「あんな小さかったのに、こんなに大きくなって」と歓談。 

2016
07-25
（月）

　八王子高校、創価も破り、西東京大会決勝へ。

　客先での打合せが早めの終わったので、父、帰りがけにイオンで散髪。
1930過ぎなので、空いているだろうと思いきや、意外に混んでいて40分ほど待ちました。

　母が買ってきてくれた「45周年記念 仮面ライダーふりかけ」。丸美屋です。

2016
07-27
（水）

　八王子高校、東海大菅生も破り、念願の甲子園へ。八王子からは、初。快哉。
八王子駅前では号外がくばられ、西八王子駅では駅からのお祝いメッセージも。

　晩、いつものように帰るよメールしたら、母からの返信。
「新潟の家の前のお堀が溢れたってTVでやっていて、電話しました。」とのこと。
　帰宅して様子を探れば、「ああ確かに」。子供のころ、こういう景色を見た記憶があるも、何十年に一度くらいの出来事。
写真は、冠水した実家前の道路。上越タウンジャーナルより。

2016
07-28
（木）

　関東甲信、梅雨明け。 

2016
07-30
（土）

　早朝より、晴天、高温の予感に、早めに朝散歩。
夏のグリーンベルト三景。北、中、南。
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　アメリカ芙蓉、白のサルスベリ、蝉の抜け殻。

　母と朝食して、暑さにダラダラ。娘も起きてきて、ダアダラ･･･。

　「お好み焼きが食べたい」との娘要望で、「どうとん堀」へ。帰りに買い物して、帰宅。
一匹に夕食と遅めの夕方散歩。34号鉄塔、35鉄塔の夕景。

　散歩中に、遠くの花火の音。今日は、八王子と立川で花火大会。
ケ－ブルTVで、立川の生中継を見ながら、涼をとる。
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2016
07-31
（日）

　早朝からいい天気。まずは、涼を求めて黒川へ。 北公園のミンミンゼミ、夏空に34番鉄塔、向日葵。

　熱い時刻まで後少しの競演開始地点、イオン前の見事なサルスベリ。

　笹の実、蜻蛉、狐のカミソリ（？）。
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　帰宅して朝食。
そして、熱い「ひの よさいこい祭り」へ。

　踊り、踊り、踊り。

　一匹が暑さにへこたれたので、撤収。
父は、ビール2杯とまり。今年はクジ付で、当たりは特製グラス、外れはコースター。

　母は、午後からフラのイベントでお出かけ。
娘は14：00頃前に起きてきてダラダラするも、父とインスタントラーメンで食事。

　15:00過ぎに、大雨。洗濯物、娘と取り込む。

　16：00、嫌がる一匹を共に、ラストと総踊りを見に出陣。
暑い踊りは、終端を迎え、ますます暑く。
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　そして、総踊り。
熱い1日、お疲れさまでした。また、来年。
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2016
08-02
（火）

　朝、雨が落ちていなかったので、朝散歩。トマトも撤去されて、茄子を残すのみの畑。

2016
08-04
（木）

　暑くなりそうなので、朝散歩。6時前でも、歩けば汗だくに。

　夜、明日からのサッカー日本代表（U22）試合に備えて、こちらも日本代表（風）の装いに。

2016
08-05
（金）

　今日も、朝散歩。
日本代表（風）、グリーンベルトのサルスベリ、ミンミンゼミ。

　夜、日本代表（U22）初戦。点を取られすぎで、4：5の敗戦。 

2016
08-06
（土）

　今日も、早朝散歩。
長山団地のモミジオイ、旭ヶ丘保育園の洋梨に蜜柑。
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　玄関先での一匹、庭の朝顔二景。

　散歩後に、父は資料整理。そして、CATVで仮面ライダー「電王」を観ながら、朝食。
午前中、母娘は、専門学校見学に原宿へ。父と一匹は、酷暑の中での留守番。

　15：00、j:comさんによる八王子まつりの生中継を見る。
母娘が帰宅して少し経った頃、ギネス世界記録「最多人数による盆踊り」を更新して、2,130人の新記録！。
甲子園出場といい、この世界記録といい、市政100周年を来年に控えた八王子としては話題造りに効果的。毎年、挑戦したらい
いのに。

　腹減らぬという娘をなだめて、夕食。BigBoy。
とはいえ、春先からの定番「大俵ハンバーグ」は、ご飯までお代わりするほど「美味しい」らしいです。

　買い物を済ませて、夕方散歩。蝙蝠（○囲い）も飛んでました。

　散歩後のj:comで、山車巡行を放送中。ライトアップされた山車が綺麗でした。写真は、jcomさんのtwitterから。
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2016
08-07
（日）

　今朝も、早朝散歩。今日は、滝坂下へ水田を見に。
ゆいま～る多摩平の森のサルスベリ、オクラ、黒川清流公園の咲き始めのヤマブキ。公園には、ウバユリも咲いていました。

　盛夏の梵天山古道へ。近藤勇や歳三、総司も、ここを通ったことでしょう。

　古道を抜けて、滝坂近くで。娘と栗拾いした思い出の場所がなくなっていました･･･。
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　水田でなくなっていた滝坂下の元・水田、角上魚類脇の水田、梨園。

　上田の北野天満宮にお参りして、用水のカワムツに水草の花。

　帰りの滝坂下での実、多摩平の空き地。
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　ツマグロヒョウモンチョウ、カラスアゲハ、ハナトラノオ。

　3時間強を歩いて、帰宅。帰宅したら、母娘はフラのレッスンにお出かけ済み。
父の部屋でダレル一匹。 

　朝食して、休息。母娘がマックとともに帰宅して、早めの昼食。

　その母娘は、夕方からフラのイベントで、15時過ぎに高尾のフロッピーへ。
父と一匹は、18：00近くに夕方散歩。北公園のエゴノキの実、34号鉄塔、工事中の母校。

　散歩後、ケーブルTVで八王子まつりを生中継を見ながら、日本蕎麦で夕食。
祭りは山車が集結しての、フィナーレへ。写真はハチナビのTwitterから。
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2016
08-08
（月）

　サッカー日本代表（U22）、コロンビアに0:2から追いつき、引き分け。最終戦に望みをつなぐ。

　そしてイチロー選手は、祝 大リーグ3,000安打。

2016
08-09
（火）

　母娘、義父の新盆に、北海道へ帰省。17日まで。

　この日、今季一番の厚さで、八王子でも38.0℃。体温なら、微熱を通り越して、熱出して寝てる温度。

　母娘、今晩は、函館にご一泊だとか。 

2016
08-10
（水）

　寝苦しかった夜を乗り越え、今朝も元気に朝散歩。 

2016
08-11
（日）

　山の日。やや曇りも、玄関先の朝顔は、元気。今日までの、4日間の変化。

　散歩途中で、内村航平の体操個人総合連覇を知り、似た色の花でささやかなお祝い。
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　途中のコンビニで朝食を買い、サッカーを応援。
スエーデンに勝つには勝ったが、予選リーグで敗退となる。残念。

　その後、気持ちを切り替えて、甲子園・八王子（西東京） 対 日南学園（宮崎）を観戦も、力の差で、1：7と大差の負け。
初勝利は、来年の市政100周年に取っておけ。

　夕方に買い物後、散歩。北公園の松に、七幼裏のLast One 林檎。

　そして、夕食。野菜スープの一杯め、二杯め、三杯め。

　「就寝時　秋を感じる　虫の声」。 

2016
08-12
（金）

　朝食してから、朝散歩。グリーンベルトに、テッポウユリ。
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　ヒヨドリも朝食中。お目当てはブルーベリーに、桑の実。

　オリンピック、卓球・水谷選手の銅メダルを見て、所沢の航空発祥記念館へ。

　帰宅して、午睡。思わず寝すぎて、早や夕方散歩の時刻。夕焼けに、蝉。
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　夕食、2杯。

　就寝時、肌寒さに窓閉めて、寝直す。 

2016
08-13
（土）

　今日も、うす曇り。遅めの、朝散歩。
ハケ上から車庫区、平山の八幡さんに、裏手に咲くキツネノカミソリ。

　平山団地の裏からの浅川の景色、平山団地。
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　平山橋北の発掘現場。大掛かりになってます。

　シーズン真っ盛りのブルーベリー。

　帰宅時、隣の三兄弟（の中と下）に遊んでもらう。偶然成っていた苺２つを分け合う二人。
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　ようやく、朝食。

　洗濯などした後に、休憩。全力で、ダラダラして過ごす。

　夕方6時になって、散歩。テッポウユリ、ゴーヤ、サルスベリ。

　四中、その東南角で見上げれば、赤とんぼの乱舞。
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　そして夕食。一杯目とご飯＋二杯目。

　夜、北海道より便りあり。従妹の子らと海へ、ラム、おじさんと。

2016
08-14
（日）

　今朝も、曇り空。朝散歩は、旭が丘中央公園まで。
サヤエンドウ、辛夷の実、猫の休憩。

　旭が丘中央公園の、気の早い紅葉のモミジに、広場の緑。
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　朝食。計画が狂い、野菜1杯で終了。夕食をどうしよう･･･。

　日中、次のシリーズ記事の構想を練りつつ、午睡。
夕方、アルプスへ買い物してからの散歩。西の空、ミンミンゼミにアブラゼミの接近撮影。

　サルスベリのピンクに、紫。そして、ウミウシの花。
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　夕食。ゴーヤ・1本、ピーマン・5個、ニンジン・1本、玉葱・1個、ニンニク・1カケに、ブタコマ・1パックの、スーパーテンコ盛り野菜
炒め。それに、オクラ2袋。

2016
08-16
（火）

　台風接近中。帰宅しての散歩と夕食獲得は、最後に雨に降られるも完了。 

2016
08-17
（水）

　台風一過。青朝顔も、咲きました。

　台風迫る北海道より、母娘、帰京。
そして、台風通過後の酷暑に、両名ゲンナリ。 

2016
08-18
（木）

　女子レスリング、伊調選手の四連覇をはじめ、金メダルラッシュ。凄い。 

2016
08-19
（金）

　女子レスリング、吉田選手の四連覇ならずも、銀メダル。泣くな、吉田。
そして、バドミントンの高松ペアは金。バドミントン・ダブルスの面白さを初めて知った大会でした。

　明日の誕生日を前に、1日早くコナンはごちそうをもらったとのこと。 

2016
08-20
（土）

　雨模様の朝。今日から、父の実家に顔見世興行。8歳になったコナンを預け、土砂降りを縫って、高速へ。
山も雲がちで、横川SA付近は山水画の世界も、新潟県に入る頃には雲も少なくなり、実家では青空も。
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　夕方に故郷散歩。ギンヤンマ、西堀橋。

　蓮越しの妙高、蓮と夕日と青空と、空中蓮。

2016
08-21
（日）

　朝散歩。大好きな景色。
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　三重櫓、蓮の花、今日出かける温泉の焼山の白煙。

　朝食後、温泉へ出発の前に、この秋に建て替えの総合博物館へ。父が小学校4年生の特に開館。Open時は、通い詰めまし
た。

　日本海を西へ。途中、能生の弁天岩へ四人で登ってきました。
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　糸魚川のフォッサマグナ・ミュージアムにも立ち寄って、一生分の「石・鉱石」を見てきました

　そして、今宵の宿「岩倉温泉」へ。宿の目の前は、棚田が広がるよい景色でした。

　浴衣に着替えて、早速、風呂を堪能。父は、全湯制覇。温泉の後は、夕食を堪能。
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2016
08-22
（月）

　朝の一番風呂。昨晩とは入れ替わった風呂も制覇。

　風呂上がりに朝の景色を堪能し、朝食も堪能。

　宿をあとに実家に立ち寄った後、関東上陸目前の台風と対決すべく、南下・帰京へ。
黒姫を越えてからはずっと大雨。横川SAで昼食して、情報収集。

　圏央道が通行止めになっていたので、関越を所沢で降りて、西部ドームを抜けて帰ってきました。
所沢市内では小さい川が溢れて、道路冠水した跡がありましたが、日野は避難勧告が出されたものの大事には至らず、幸いで
した。
写真は、左が浅川・平山橋付近、右が多摩川・日野橋付近。
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　コナンをピックアップして、遠征は無事終了。

　台風一過か、夜は過ごしやすい気温でした。 

2016
08-23
（火）

　父の夏休み最終日。朝の散歩。
真ん中は、共演するアブラゼミ（左）とミンミンゼミ（右）。

　三人で遅めの朝食。そして、娘は、体験授業で新宿・曙橋へ。

　父母は、戻ってきた暑さにダレながら、夏を過ごす。
夕方、早めの散歩も汗だく。南の空、洋梨、木芙蓉。

　19:00過ぎ、帰宅した娘と三人で夕食。父の夏休み、終わる。 

2016
08-25
（木）

　「散歩行こう」と迎えにきたので、近所一周。コナン、8歳と6日めの朝散歩での勇姿。
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2016
08-27
（土）

　史上初（？）のブーメラン台風のせいではないでしょうが、朝からドンヨリとした曇り空。
そのうちに、天気予報通りに雨となって、散歩行けず。

　娘、早起きして、吉祥寺の鳥カフェにお出かけ。
朝食後、母は先週折れてしまったプルメリアの世話、父は原稿書き。

　そろそろ夕食でも、という時刻に雨が上がったので、急遽、散歩。

　20:00前、娘、帰宅。 

2016
08-28
（日）

　今朝も、早朝から小雨。それをついて、朝散歩。
畑と一匹、タマスダレ、辛夷の実。

　今日も、母と朝食。昼前、小雨、上がる。

　娘を起こして食事させ、14：00頃に母娘はフラの合同レッスンへ。
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　なんとなく肌寒いので、父、インスタントラーメンの昼食。

　16：00過ぎに、夕方散歩。畑二景、木芙蓉。

　葡萄に柘榴。そして、玄関先で帰宅した母娘を待つ一匹。

　買い物したいと娘がいうので、イオンで買い物＆夕食。
さらに、スマホの記録メディアを見たいというので、RoomsのK's電気へ。そこで、コナンの新型首輪＆リードを購入。
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2016
08-30
（火）

　ブーメラン台風（台風10号）、関東に最接近も当初の進路予想からは離れたので、30日の早朝も雨が降るのみ。
東北地方・北海道に被害が大きくないことを祈るばかり。

　関東地方にはほとんど影響を与えず、夕方に東北地方に上陸。太平洋側からの上陸は、観測観測史上初とか。
夜は、すっかり秋の気温でした。 

2016
08-31
（水）

　娘、生物の主題に、カツオ君状態。 
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2016
09-01
（木）

　娘、第二学期の始業式。弁当持参。

　夜、ロシアW杯アジア最終予選の初戦、UAE戦。1:2で敗退。 

2016
09-03
（土）

　7時すぎ、一匹と散策。
工事進む、市立病院斜向かいの私立病院。その隣も囲われていました。

　水溜り多い故か橋の欄干でやっていた猫会議、区別つかずのカルガモ親子、早咲き始めた彼岸花。

　紋白蝶、瓢箪池とススキ、尻尾が豪華なカナチョロ。
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　ツマグロヒョウモン、アゲハ、可愛さのない蝶。
最後のは小さい頃に見た記憶がなく、調べたら「アカボシゴマダラ」という「要注意外来生物」指定。中国産の亜種でしょう。

　ゆいま～る多摩平の森の赤のサルスベリ、イチジク、ザクロ。

　日中、娘は爆睡、母は読書、父は原稿書き。

　昼過ぎに、娘を起こして、早めの夕食。それから帰っての、夕方散歩。
NEt'sになっていた元CO･OP、白の曼珠沙華、9月の洋梨。

　近所のサルスベリ四色。赤、紫、白、桃。

2/19ページ瑞季と「コナン」の部屋（2016年9月）

2016/10/01http://coah.pro.tok2.com/MizukiAndConan/2016-09.html



2016
09-04
（日）

　早朝、昨夜からの雨降りも、上がって散歩。途中でまた降りだされて、退却。

　午前中、母娘はフラのレッスンでお出かけ。
その間に、父は撮りためておいた仮面ライダーやTV番組を視聴。

　その後、原稿書き。そうこうしているうちに、青空モードへ。暑さ、戻る。

　母娘、ロッテリアのハンバーガーとともに帰還。父は、えらく久しぶりで、娘は（ほぼ）初。
食後、一家総午睡。

　朝できなかった分、早めの夕方散歩。
首都大学東京の実験工場跡地の工事、八王子東校の白樫祭。
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　ブックセンター伊東跡地のスイミングスクール、旭ヶ丘中央公園。

　瑞もお世話になっていたTOMスポーツクラブ、MFLP、ファナック。

　コナンに夕食をあげて、こちらも夕食へ。

2016
09-06
（火）

　夜、ロシアW杯アジア最終予選のタイ戦。雨の中、2:0で勝利。 

2016
09-07
（水）

　台風13号、接近中。
強風と大雨の2警報が出ると休校になるらしく、娘、密かに期待のご様子。 

2016
09-08
（木）

　朝起きたら、雨もなく、「あれ、台風は？」。
ニュースを見れば、温帯低気圧になったとのことで、影響もほぼなし。
娘の気持ちを詠んだ父の一句。「台風が　来てくれるはず　だった朝」
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2016
09-10
（土）

　早朝、原稿書き。そして、朝散歩。
百日草二景、紅白の彼岸花。

　木芙蓉、紅紫のサルスベリ、葡萄。

　帰宅と入れ違いに、母は桑志高へ。文化祭の事前講習とか。

　昼過ぎから、いい天気に。
娘は、13時半頃に起きてきて、昼食に「ラ王」。その匂いにつられ、父も右に倣う。 
　夕方、はは、早めに帰還。
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夕食前に散歩にして、出発。秋を感じさせる夕景、北公園のどんぐり、百日草。

　曼珠沙華、東の空の夏雲の上の秋雲、散歩終了後の夕景。

　夕食後、チラシを見ていたら、TOMスポーツクラブ移転のチラシ。
来年の夏に、現写経の斜め前へ。

2016
09-11
（日）

　今朝は薄曇りにつき、原稿書き。
母と娘は、八王子いちょうホールでのフラの合同発表会に、朝からお出かけ。父は、原稿書きに飽きてから、朝散歩。
畑、新TOMの工事、始まっていました。
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　社教の朴の実、ゆいま～る多摩平の森のサルスベリ二景。

　帰り道で見つけた、蝶と黄花コスモスの複葉機、椎の実、犯人はヒヨ。

　日中は、原稿書き。

　母娘は、夕方前に帰還。夕食前に、夕方散歩。畑、四中グランド、皇帝ダリア。
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2016
09-17
（土）

　薄曇り。原稿書きして、振り返って、南の平山丘陵方面を。

　彼岸花、二景。
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　帰還して朝食後に、横田基地友好祭へ。今年も、北八王子駅から拝島駅、そこから徒歩。現地到着、9：30前。

　今年は、売店エリアにシャドー付きの司令官機。そして、まず、一杯目。

　イノシシ、ハヤブサ、妖怪。
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　地上展示エリア、日本庭園、人気の寝猫。数杯のビールと歩き放しで疲れが出てきたので、滞在3時間半で撤収。
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　帰宅したら、母娘はOpenキャンパス訪問でお出かけ。
写真整理して、一午睡。そろそろ、夕方散歩というところで、母娘が帰宅。入れ違いで、こちらは散歩。
紅葉がはじまりつつあるグリーンベルト、豊作の姫林檎。

　朝から降ったり止んだりで、横田の二日目はあきらめて、原稿書き。
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2016
09-18
（日）

　それに疲れて、雨の合間に朝散歩
耕された畑、クンクン、長山団地の百日草。

　母は、フラのイベントで、東部会館へお出かけ。
昨日の疲れもあってダラダラし、起きてきた娘と「ラ王」袋麺で昼食。

　夕方に、散歩。

　近所一周後、八坂神社の例大祭生中継を見る。粋な櫻井さん、格好いい。

　母帰宅後、買い出し。
娘は、終日、寝間着で、家から出ず。 

2016
09-19
（月）

　「敬老の日」も、九州に迫る台風16号の影響か、朝から降って・降って・止んでの繰り返し。
気温も上がらず、散歩も行けず。

　母は、フラのレッスンにお出かけ。その後、父は朝食。
昨日の買い出しで仕入れた、仮面ライダーふりかけ（おかか）。

　寒いのか、一匹にじりよってきました。しばし、ともに午睡。
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　午前中に母帰宅し、三人で昼食。昼食後、父は原稿書き。 夕方前、母娘はお買い物へ、父と一匹は留守番。

　雨はその後も止まず、散歩行けず仕舞い。

　母娘、しゃぶしゃぶ一式を買って、帰宅。
今日は、父が終日寝間着で、家から出ないまま、しゃぶしゃぶを堪能。

　夕食後、一匹を洗う。 

2016
09-22
（木）

　秋分の日も、朝からの雨。本降り、時々、小雨。
原稿書き後、三人で朝食。その後、娘は「髪切り」。

　娘、匠馬くんとチーちゃんに、ひさしぶりに会うため、おめかししてイオンへ。

　雨、上がったので、ようやく散歩。畑の大根に、キャベツ。

　北公園の彼岸花に、辛夷の実、ドウダンツツジ。
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2016
09-24
（土）

　濃い曇空ながら、雨はなし。原稿書き後に、散歩。
工事進む、多摩むすびテラス。幼稚園もできるようです。

　清水谷の池は、水が澄んでいました。山王下の彼岸花と、湧き水の勢いすごいハケ。

　デンデン虫に、綺麗な青い蝶。カラスアゲハの夏仕様だとか。
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　さるの腰掛、色づきを濃くする朴の実、複葉機（その２）。

2016
09-25
（日）

　薄曇りも、青空覗く　空模様。散歩まで、早朝の原稿書き。
母娘はフラのレッスン。その身支度中に、朝散歩に出発。まずは、中央線を越えて、営業を終えたブルーベリー園、水カサ多い
浅川。

　浅川での風景。サギ、アゲハと彼岸花。
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　アカトンボ舞う豊田児童公園。水溜りに産卵。

　秋桜を愛で、豊田駅へ北上。

　イオンで一匹の爪切り。イオン前では、面白そうなことやってました。そして、咲き始めた十月桜。
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　帰宅。庭で、ハンター発見。

　朝食しながら、仮面ライダーゴースト最終回を見る。つまらなくはなかったが、面白くもなかった。
来月からの、変なのに期待。

　母娘、マックととともに帰還。昼食となり、眠くなって午睡。起きて、原稿書き。

　気温のある夕方も、散歩。夕陽三景。
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　旭ヶ丘中央公園の初秋と、鉄塔群。

　腹減らない母娘と、買い出し。父は、明日の人間ドックに備えて、早夕食。 

2016
09-26
（月）

　父、人間ドックで、八王子へ。
検査が済んで、午後一の結果拝聴まで、近くの浅川散策。
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　「目立った悪いところなし」の、所見を聞いて帰還。
起亜ｔくして、夕方まで原稿書き。そして、散歩。

2016
09-28
（水）

　9月も末というのに、連日の高気温・超多湿、時々雨降り。 

2016
09-29
（木）

　夕方くらいから、湿度・気温ともに低下。夜には、肌寒さすら感じるくらい。 
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2016
10-01
（土）

　雨の天気予報だったものの雨粒が落ちておらず、朝食してから、散歩。畑の朝食中の椋鳥、金木犀。

　今日・明日と、娘は文化祭「桑高祭」。母も同PTA行事で、参加。
そのため、荷物ある娘を8時前に学校に送り届けてから、立川の防災航空祭へ。
　立川市の花「こぶし」を配した記念塗装機に、今年で最後（？）OH-6。

　R-53、R-HMが展示されていました。

　SP-1も展示され、滑走路上でJump飛行をみせてくれました。
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　帰宅して休憩。写真整理後に、夕方散歩。
先達・池田さん家の稲穂、狂い咲きの早咲き桜、Viva Hillsの夕景。

2016
10-02
（日）

　今朝は予報通りのいい天気。原稿書きして、支度に忙しい母と娘を見送ってから散歩。

　昨日から順延の六小も、絶好の運動会日和。
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　多摩むすびテラス付近での三景。トンボ、オオスカシバ（大透かし翅の意、蜜を吸うスズメガの仲間）、十月桜。

　帰還して、朝食しながら、新・仮面ライダー。･･･しばらくは、ついていけそうにない･･･。

　休憩して、娘の文化祭へ。
西八王子駅駅、娘・御用達のファミマ、ポスター。

　装飾された校門。
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　クラス展示、Hot Dog屋。
昨日は大行列と聞いていたのに空いているように見えるのは、昼前に完売したからとのこと。

　部活展示、漫画部。

　人混みに退散、去年同様、南浅川沿いに歩いて帰還。南浅川、コスモス、横川橋。
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　八高線に、中央線。

　川で見た鳥たち。コサギ、アオサギ。、カワス、サギの編隊飛行。カワセミには、遭遇できず。

　3時間かけ、遠回りして帰還。母、一足先に帰宅済み。
前半の大和田橋まで5km、そこから家まで8kmほど。遠回りが思い宇の他、遠かった。
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　写真整理してたら、早や夕方散歩の時刻。夕陽を見ながら、一匹と散歩。先達の稲は、刈り取られていました。

　娘の帰宅を待って、夕食。三人、お疲れさんでした。 

2016
10-05
（水）

　台風一過。朝から気温高く、この真夏日。

2016
10-06
（木）

　昨日の夜から気温下がり、朝は肌寒いほど。激しい気温差に、母娘の鼻は崩壊。くしゃみ・鼻水の、大連発。 

2016
10-08
（土）

　早朝は雨になっておらず、原稿書きしてから、雨粒が落ちてこないうちにと散歩。
運悪く降りだしてしまい、途中退却。畑、大根、柘榴。
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　日中、一時は激しく降った雨も、夕方前には止み、青空も。夕空をみながら、散歩。
畑から、長山団地から高倉小学校越し、大学方向。

2016
10-09
（日）

　早朝は薄曇り。原稿書き中に、豪雨となる。

　娘のフラのレッスン、鼻の症状から、お休み。 

　朝食時、珍しく、三人で仮面ライダーを見る。母娘の批評、厳し。

　朝食したら、眠くなって午睡。

　起きたら、15：00前。雨もあがっていて、散歩。
ザクロ、シュウメイギク、ドウダンツツジ。

　夕方、母はフラのお友達との飲み会で、高尾山へ。
父と娘は、買い出しして、自炊。娘は大根のそぼろ煮、父は野菜炒め。美味しく完食しました。
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2016
10-10
（日）

　朝から曇りも、雨の心配はなさげ。ということで、一匹とちょい散歩。
まずは、出がけの、グリーンベルト。

　テイジンコーナーからハケを下って、線路のむこうへ。

　始まっていた橋脚工事。
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　平山の八幡さんに弁天さん、そして八幡裏のキウイ。

　ここまで来たらと、発掘現場へ。
途中で新たな現場も発見。掘り起こしブームです。洗われる特急を見ながら、中央線を越えて、帰宅。

　昼間、朝顔やらを片付けて、チューリップも植えました。
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　天候に恵まれないまま、気温低めの三連休、〆の散歩。

　散歩後に買い出し。今晩は、娘のご要望で、しゃぶしゃぶです。 

2016
10-11
（火）

　曇り空も、天候回復の兆し。夕方からは気温下がり、肌寒さすら感じるくらい。
写真は、筑波からの帰りの高速バスからみた、スカイツリー。
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2016
10-14
（金）

　昨日、今日と、気温低し。10月の秋がすっ飛んで、11月中旬の初冬が来てしまった感じ。

　そんな中、20年以上に渡って、スリーエフだったコンビニ店が、ローソンに転身。
20号バイパス（現20号）沿いが1年程度、この店と同じ通り沿いのは半年前に2店ともなくなっており、ローソンは近所で唯一。

2016
10-08
（土）

　冬並みに冷え込んだ朝。冬支度で、冬の空色の下を散歩。
畑、昨日オープンのローソン、関根神社へご挨拶。
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　元ドミトリー跡地、大和田運動広場からの富士山、山王さんにもお参り。

　帰還して・庭のリコリスに、見張りする警備隊長。

　日中も良い天気で、気温もあがって小春日和。
夕方散歩での、シャイニングな景色。畑の大根と白菜に、北公園の苔。
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　早めの夕食は、丸亀製麺。
注文する所にある看板を見て、親子三人「豚バラみぞれうどん」を注文。炒めた豚バラと野菜に大根おろしが餡になって冷め
ず、生姜も効いて、冬にピッタリ。
「当店限定」とあったけれど、八王子高倉店だけか？！。

2016
10-16
（日）

　昨日より雲あるも、まぁまぁの天気。原稿書きして、朝の散歩。
多摩平の十月桜、ゆいまる多摩平の森のサルスベリの実、赤い実。

　清水谷公園の十月桜、囲いを取った浄水場跡のマンションに、屋根がついた「かわせみ館」。
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　黒川清流公園の「鴨の艦隊」、色づき始めた多摩平のケヤキ。

　帰還して、朝食と仮面ライダー。
雲が多くなり、気温上がらずな午前中に。
　午後も似たような気候の中、娘、ようやく起床。

　母、イオンでフラのイベントとかで、夕方前にお出かけ。

　肌寒いので、父、インスタントラーメンで遅めの昼食。つられて、娘も。
その後、父と一匹は、散歩。畑、33号鉄塔、34号鉄塔。

　鉄塔景色に、四中グランド越しの夕陽。
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2016
10-17
（月）

　朝から寒い1日。父は、秋冬物のスーツでちょうどよかったです。 

2016
10-18
（火）

　一転、気温上昇。暑いくらいな陽気に。 

2016
10-19
（水）

　今日も、気温高し。
娘、中間試験。週明けの月曜日まで。 

2016
10-22
（土）

　朝から寒く、庭のリコリスやホウレンソウ広がる畑も精気なし。おまけに、小雨で途中退散の朝散歩。

　娘は東京美術学校の学園祭に、朝からお出かけ。 

　娘は東京美術学校の学園祭に、朝からお出かけ。

　寒いので、一匹はくっつきモード。スマホを近づけると、欠伸。
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　娘、帰着。東美祭のパンフレット。

2016
10-23
（日）

　今朝は青空の広がるいい天気で、温度も20℃以上とまずまず。原稿書きして、フラの合同レッスンに出かける母を置いて、散
歩。
庭のリコリス、畑、木蓮と鉄塔。

　大空祭２景に、高倉南公園。
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　ちょっと足を伸ばして、ムラウチ電気そばの日枝神社へお参り。帰りには、謎のお社へもご挨拶。

　帰宅後、庭いじりしてから仮面ライダー見ながら朝食。
窓際では、警備しながら日向ぼっこする警備隊長が。
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　午後から曇り空に。一匹とくっついて午睡してたら、はや夕方散歩の時刻に。17時前でも、真っ暗。

2016
10-27
（木）

　娘の八王子桑志高校、今年で創立10周年。その記念パンフレットに、校章付き記念折りたたみ傘、

2016
10-27
（金）

　午後からずっと雨の、真冬のような寒さの1日。一匹の人気、うなぎのぼり。 

2016
10-29
（土）

　昨日からの引き続きで、朝の気温低し。母は、フラの発表会で朝一からお出かけ。
寒いながら、朝の散歩。ホウレンソウの緑増量中の畑、グリーンベルト、旭ヶ丘保育園の蜜柑。

18/21ページ瑞季と「コナン」の部屋（2016年10月）

2016/11/04http://coah.pro.tok2.com/MizukiAndConan/2016-10.html



　朝食後、一匹とくっつき暖を取る。

　娘は、午後から八王子のオリンパスホールで、創立十周年会。
終了後、「お友達と夕食して帰る」のメール、あり。

　午後は幾分気温あがるも、風も出てきており、何をするという気もおきないまま、夕方の散歩。
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　日ハム、日本一おめでとうございます。 

2016
10-30
（日）

　今朝も、気合の入らない寒い空。
早朝より、原稿の手直し。フラのレッスンに母娘が出かけた後、朝食してから散歩。
おnew服、柿、ゆいま～る多摩平の森の秋薔薇

　帰ってから仮面ライダー、昨夜のブラタモリなどを、一匹とくっつきながら視聴。

　母娘、恒例んもMaCとともに帰還。早めの昼食。

　夕方までダラダラするも、何か寒くて、落ち着かず。炬燵が恋しい。
夕方散歩も、近所一周どまり。夕焼け風の西。
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　秋、四景。柘榴、洋梨、サンシュユ、木芙蓉。

　夕食は、今季初のホウトウ。暖ったまりました。 
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2016
11-02
（水）

　連日寒く、灯油が売りにきていないまま、ストーブだけをスタンバイ。 

2016
11-03
（木）

　文化の日。昨日までの曇天・低気温とは一転して、今日はいい天気の予感。さすがは、「晴れの特異日」。
気もそぞろに、一匹と散歩。畑に、山茶花。

　朝食もそうそうに、入間航空祭へ。混雑もひどくなく、踏切越え。

　埼玉県警の新型ヘリに、今年も6機が飛んでくれたC-1、新科目「フェニックス・ループ」のブルー。
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　今年も楽しめました。航空祭関係者に、感謝。

　「散歩に」と帰宅すれば、母が連れていってくれていました。

　陽が落ちると気温下がり、夕食は「しゃぶしゃぶ」。暖まりました。
灯油は購入できたものの、この日はスト－ブの出番なし。 

2016
11-04
（金）

　父、予定通りズル休みも、風邪気味となり、スルくない休日に･･･。
夕方、散歩。

　父、風呂で強引に温まり、風邪を吹き飛ばす･･･つもり。 

2016
11-05
（土）

　娘、学校公開で登校。母も、アート・ムーチョへ出店で出掛け。
朝方は曇り空も、時刻が経つにつれて青空へ。
　父の風邪はだいぶ楽になるも、朝食して薬飲んで、日光浴がてら、ゆっくり一匹と散歩。
山茶花、柘榴、ハナミズキ、紅葉。
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　帰って、庭に水遣り。パンジーに、シクラメン。

　ナデシコに、菊ニ景。

　昼過ぎ、娘、帰宅。

　夕方の散歩。抜けるような青空、鳴き声に見上げれば冬鳥のジョウビタキ（メス）、長山団地の夕景。

　夕陽に映えるグリーンベルト、見かけない花、開花準備進む皇帝ダリア。
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2016
11-06
（日）

　朝から好天。朝食してから、一匹と散歩。
成長する畑の小松菜フォーム、青空と真っ赤な柘榴、紅葉。

　今日も見たジョウビタキ（メス）に、秋色に変わりつつある北公園とグリーンベルト。

　一匹と、降りてきたATI機。
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　紅葉（その２）、早咲き桜の狂い崎、色づきサンシュユ。

　アートムーチョへの母とフラのレッスンへの娘を送って、椚田公園で時間をつぶし、レッスン後の娘を拾い上げて帰宅。

　「ロッテリアの絶品チーズバーガーが食べたい」というので、イオンへ。娘とデートしてきました。
ここイオンモール「多摩平の森」も、もうじき2周年です。

　帰宅したら、ケーブルTVでガンダム劇場版を連続放送中。親子で鑑賞しました。

　ガンダムIIとIIIの間に、夕方の散歩。
柿と32号鉄塔、隙間夕陽。ジョウビタキ（オス）も見かけました。今年の冬は、早そうです。

　晩、アートムーチョへの母を拾って、その足で丸亀製麺に立ち寄って夕食。「肉玉」で暖まりました。

　夜、娘が林檎ジャムを作りました。
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2016
11-07
（月）

　週始めから、寒い朝。一匹は、特等席から動かず。

2016
11-09
（水）

　今日も一段と寒く、木枯らし一号吹く。
米国では、トランプさんが次期大統領に･･･。 

2016
11-12
（土）

　青空の寒くない秋の晴天。秋を楽しみながら、一匹と朝散歩。
青空と鉄塔と緑の畑に一匹、青空と紅葉、青空と鉄塔と赤い柘榴。

　収穫された洋梨、昨夜の雨が湯気に、青空と柚子の黄色。
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　青空と橙の柿、青空とサンシュユの赤、気高き冬の皇帝。

　我が庭の秋。南天の紅葉に、蜜柑。今年は、4つ。

　こんな小春日和の日は、午睡が一番。親子三人、特に用事もなく、まったりと過ごす。

夕方の散歩も快晴。
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　多摩むすびテラスの秋。

　コナンの爪切りにイオンへ行くも、混雑中で断念。2周年イルミンレーションを撮って帰還。

　早めに夕食、親子でインドカレー屋さん。娘も、ナンをお代わり。 

2016
11-13
（日）

　今朝も小春日和。資料整理してから、朝散歩。
ゆいま～る多摩平の森の秋。
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　黒川清流公園には、マガモが来ていました。

　その他も、冬によく見る鳥たちを、多く見かけました。メジロに、エナガに、キセキレイ。

　帰りにイオンへ寄って、一匹の爪切り。レストラン棟のトンカツ屋が閉店してました。
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　再びゆいま～る多摩平の森の秋に、皇帝ダリア。

　帰ったら、母はフラ、娘は学校で色彩検定でそれぞれお出かけ。
朝食して、庭に水遣りして、一匹と午睡。

　起きて、撮りためておいたTV番組を見ている最中、娘、帰宅。

　そうこうしているうちに、母も帰宅。車から荷物を出して、すぐさまディーラーへ。
今週、母が車をぶつけたので、入院措置。代車で帰宅。

　夕方の散歩。明日の、スーパー・ムーンの予行。

2016
11-15
（火）

　夜、W杯ロシア最終予選・サウジアラビア戦。2：1で勝利。あの1点がなかったら、首位折り返しだったが･･･。
大迫は良かったし、久保も初先発ながら画面には写っていた。そして、何より、原口の走りには感謝あるのみ。 

　夜、「犬臭い」と、一匹、洗われる。 
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2016
11-17
（木）

2016
11-19
（土）

　晴れとの天気予報に、紅葉狩り散歩を目論んでいたが、起きたら雨･･･。

　原稿書して、母と朝食。
雨上がりを待ちつつ、起きてきた娘と母と一匹を取り合いがながら暖を取る。

　夕方前、霧雨の中、散歩決行。
庭の千両、楓、落ち葉に埋もれる北公園、黄葉が見事だった北公園の桜。

　深紅のドウダンツツジを愛でて、散歩終了。

　夕食は、娘要望による「トマト・チーズ鍋」。結構、いけました。

2016
11-20
（日）

　朝から好天。紅葉狩り。
落ち葉の北公園、一匹、黄葉の桜。
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　20号沿い、銀杏の黄色。

　多摩平第一公園の彩錦に、多摩平第二緑地。
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　中央線跨線橋まで出て、引き返し。
帰りはハケ下を、黒川、山王下、清水谷を回って。清水谷では、カワセミにも遭遇。

　ハケ上面に上って、八重桜の紅葉、十月桜、皇帝ダりア。

　〆は、地区センターに回って、餅つき準備を見学。

　母娘はフラのレッスンで、お出かけ中。
朝食して、仮面ライダー。そして、今週の録画番組視聴。

　午前中、一匹が吠えて、来客？と思っていると、ピンポーン。
「横浜のバイク屋です。玄関先のバイク、お乗りになってないなら、引き取らせてもらえませんか？」とのこと。
処分費は要らないというので、「じゃぁ、お願いします。」と、長田荘時代からの原チャリにサイナラ。

　昼近くに、母娘、帰還。
そして、母、すぐにお出かけ。娘は宿題。

　夕方まで、一匹とくっついて、そのまま夕方散歩。
グリーンベルトも薄くなり、旭ヶ丘保育園の紅葉は見頃。
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　母帰還、買い物へ。
父は、仮面ライダー・チョコウエハース、コンプリート。腹減らない娘は夕食に「蜜芋」。

2016
11-23
（水）

　勤労感謝の日の休日も、天気予報通り、寒い曇り空。
一匹も、散歩行こうとあがって来ず。 

　8時も過ぎたので、朝散歩。
ケヤキとクヌギの落ち葉に埋もれる北公園、その大好きなガサゴソで戯れる一匹。

　旭ヶ丘中央公園に足を伸ばせば、例年よりかなり早く綾錦。あまり記憶にない、オレンジ色が目立っていました。
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　帰宅して、母と朝食。
TVのワイドショーでは、「54年ぶりに、都心で11月に雪か？」を流していました。
調べれば、昭和37年（1962年）11月22日以来とのこと。

　気温の上がらない昼間も、特に何をすることもなく、夕方の散歩。近場一周で終了。

　夕食は、伝家の「ほうとう」。 

2016
11-24
（木）

　日付が変わるころから雨との予報も、3時頃は降らず、5時前になってやや大粒の雨。これは、雪にならずに済みそう。

　と思っていたら、6時頃からみぞれ混じりに、6時半前には雪に･･･。

　結局、都心でも降雪を記録し、54年ぶりの11月初雪。しかも、積雪までして、積雪は観測史上初の模様。
そして、大変な寒さ。1月、2月でも、こんな寒いのめったにない･･･。 

2016
11-25
（金）

　昨日の雪と寒さで散歩に行けず終いに一匹、早朝から猛烈な「出すものツアー」アピール。
夜も明けぬ時分に、近所周回。畑は真白、溶けた雪は見事に凍結。今日も、無事な1日でありますように。

　父、帰宅時、駅前で路上販売していた「静岡さんやわらない干し芋」を娘に購入。

　コナン、腹の具合悪く、日中は元気なかった様子。
そして、この秋から調子悪かった給湯器、今晩、とうとう、お湯出てこず･･･。 
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2016
11-26
（土）

　快晴。一匹は、いつものように朝食。

　朝一で給湯器修理の電話をして、一匹の様子を伺いながら朝の散歩。
残雪の畑、目に鮮やかな旭ヶ丘保育園の紅葉。

　修理が入る前に、三人で朝食。食後に、コーヒー。右のカップは、幼稚園時代に娘が使っていたもの。
本人も、「懐かしい」と飲んでいました。父は、庭のイソギクと千両を愛でながらのCoffee break。

　修理は、バーナーが詰まって点火不良だったとのことで、交換。1時間ほどの作業。
その作業中、一匹はずっと警戒・吠えていました。

　昨夜、「直らんかったら、湯の温泉にでも行くか」との話が出て、直ったものの、気分はすっかり大きな風呂。
ではと、夕方散歩。一匹も吠えていたら、お腹も治ったのか、通常で心配なし。
七幼と四中のケヤキ、柿の実。

　2011年5月以来の、「湯楽の里」。
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2016
11-27
（日）

　昨夜半からも雨も上がっていたので、朝の散歩。
今朝は、地区会のグリーンベルト清掃の日。雨に濡れた大量の落ち葉は、掃除のし甲斐あり。

　小一時間掃除して、お土産は例のもの。

　母と朝食して、ダラダラ過ごす。

　夕方前、娘、起きだして、食事。

　早めに夕方散歩と外へ出てみれば、小雨ポツポツ。長近所周回へ変更。
清掃の痕跡。
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　散歩後に、いい降りに。夕食は夢庵。帰りにアルプスへ寄って、日曜は終了。 

2016
11-30
（水）

　朝、畑が凍っていました。
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2016
12-01
（木）

　早や、12月。
やり残しの悔いがないよう、頑張ろう。 

2016
12-02
（金）

　娘、今日より期末試験。 

2016
12-03
（土）

　日差しある、気持ち良い朝。
グリーンベルトに挨拶してから、旭ヶ丘中央公園の残り紅葉を愛でて。

　懐かしい特急を見ながら中央線を渡り、八幡さんまと弁天さんにお参り。

　冬鳥ウォッチング。ジョウビタキ（雄）、カワラヒワ、モズ、鳶。
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　川鳥ウォッチング。ダイサギ、コサギとカワイウ、毛づくろい中のアオサギ。

　滝合橋から平山橋まででて、帰還。

　帰り道での光景。柚子と33号鉄塔、早咲き桜向かいのあったコイン駐車場・廃業、常盤サンザシと33号鉄塔。

　約6kmほど歩いて、帰宅。そして、朝昼兼用の温かい蕎麦。
食後に、先週に放送された仮面ライダー芸人を親子三人で見る。

　母がコーチャンフォーにいきたいというので、3時過ぎに三人でお出かけ。帰りの足で夕食。
帰宅後に、一匹のご飯と散歩して、土曜日は終了。

　雲あるも、今日も寒くなく、いい気候。
散歩ルート上に、防犯カメラが設置されました。
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2016
12-04
（日）

ありがたいけど、街灯の方がありがたいそ、防犯効果もあるのでは･･･。

2016
12-04
（日）

　雲あるも、今日も寒くなく、いい天気。
黒川青龍公園、あずま池の紅葉、猫会議、その近くの紅葉。

　大池のマガモ。

　帰宅して、警備兼、日光浴。
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　チャーハンの朝食兼昼食、その後、午睡。

　雲が出てきて、これといって何もそいないまま、夕方の散歩。
グリーンベルトの綾錦と蔦の紅葉。もう、紅葉も最後。

2016
12-05
（月）

　朝、霧。川霧のようで、豊田駅から南（浅川方向）は、真白。
中央線の車窓からも、多摩川に立ち上る川霧を見ることができました。
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　昼。葵、長い療養生活から復活。 

2016
12-07
（水）

　娘、期末考査終わる。 

2016
12-10
（土）

　冬晴れの朝散歩。鉄塔、富士山、一匹。

　今日は、第11回たきび祭。会場と、焼成中のイモ。

　ヤキイモの妖精、点火を待つタキビ、市長・議員連による点火。
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　帰宅して、朝食。少し休んで、親子三人で映画鑑賞に。
三人での映画は、2005年前後の仮面ライダー響鬼かプリキュアあたり以来。

　監督とは年賀状をやりとりする程度も、知り合い。見に行きたかったことに、ネットでの評判で、決意。
是非、娘にも見せたく、三人で東宝シネマズ南大沢店へ。父は、2011年のポケモン映画以来でした。

　凄く愛おしい内容でした。絵も、のん（能年玲奈）さんの声もよかった。

　食事して、買い物したら、帰宅は19：00過ぎに。
一匹に怒られながらゴハンをあげ、出すものツアーして、1日は終了。 

2016
12-11
（日）

　今日も快晴。七ツ塚まで遠征。家の紅葉、畑。
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　日野台の三本杉稲荷、センダンの実、中央道石川パーキング。

　七ツ塚の東光寺大根畑、金比羅さんと富士山。

　モズ、七ツ塚からの富士山クローズアップ、ワイン雑貨屋さんとして復活していた、元「野鴨の家」。
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　帰宅したら、母娘はフラのレッスンでお出かけ。
朝食して、一匹とくっついて過ごす。

　八王子で用を済ませてきた母娘は、午後3時前に帰宅。
インスタントラーメンで昼食を済ませた父は、娘のクッションを見に共に○2へ。
いいのがなかったけれど、防菌・防カビの風呂イスや風呂洗いセットやらで、1万円近くを散財。

　陽が落ちて、急速に気温が落ちる中、夕方の散歩。
ヒヨ、グリーンベルト越しの鉄塔と月、木芙蓉の綿毛群。

2016
12-14
（水）

　凍れる朝、34号鉄塔に覆いが。
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2016
12-15
（木）

　娘、一足先に、クリスマスプレセントをゲット。
今だに、ポケモンのゲームの模様。

2016
12-16
（金）

　父、会社をズル休み。一匹と朝の散歩。
塗装直しと判明の34号鉄塔、冬のグリーンベルト、33号も準備が始まっていました。

　ズル休みした向かう先は、行徳にある郵政資料センター。
柳沢さんや長島さんとともに、昔の飛行関係写真を見てきました。眼福でした。

2016
12-17
（土）

　咲夜からの冷え込みで。早朝散歩は断念も、北公園での霜柱たるや5cm近く。
そして、覆われていた35号鉄塔。
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　旭ヶ丘児童館では餅つき。そして33号鉄塔の進む準備作業。

　帰宅して、朝食。

　朝食後、昨日仕入れた情報で原稿を手直し。ちょうどその頃、1時間以上に渡って、P-8が横田へ15分間隔くらいで降りていき
ました。
同じ機体番号なので、アプローチ訓練かタッチ＆ゴー訓練でしょう。

　上に向けていた視線を、左に写せば、33号鉄塔がどんどん覆われていきまいた。
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　夕方の、散歩。
広がる塗装覆い。34（手前）号、33号、32号と南に、35号と北に。そして、富士山。

　母は、飲んだくれの会。
娘の昨日で、ホットモットの弁当で、手羽先。 

2016
12-18
（日）

　朝は冷えたものの、昨日ほどでなし。と、いうわけで、東光寺大根のたくあんをゲットしに七ツ塚へ。
霜柱残る畑、三本杉お稲荷さん、高速を潜って立川タクロスを望む。

　今週は北へ進んで、石川上野原公園、その裏を流れる谷地川支流の鶴見橋。昔は、鶴もいたんでしょうね。
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　そのまま谷地川の本流に出て、バードウォッチング。メジロ、カワセミ、モズ。

　谷を登って、富士山に埴輪公園。

　七ツ塚のファーマーズセンターに目的を達成しに立ち寄るも、タクアン品切れ！！。
しおれて、金比羅さんにお参りしてから、帰還。
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　今週は日野自動車の東側を遠回り。途中の床屋さん（ヨコカワさん）で、柚子を頂戴しました。

　マルヨシ商店、ジョイビタキ（メス）。

　帰宅したら、母と娘はフラのレッスンでお出かけ。朝食して、写真整理。
その後、原稿手直し。

　母娘、帰宅。
午後2時、早めのコーヒータイム。三人で、寛ぐ。

　晩御飯は娘が作るというので、買い出し。そして、夕方散歩。散歩から帰ったら、娘 in 台所。
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　風呂を沸かしている間、買い出しで仕入れたアマゾンと遊ぶ。そして、柚子湯。

　夕餉。娘手製のビーフシチュー、大根煮物、ジャコの豆腐サラダで、父の誕生日を祝ってもらいました。
プレゼントは、散歩など手軽な外出むけのボディバッグ。1週間早く、昌子おばからのクリスマスプレゼントも、中身確認。可愛い
手袋。

2016
12-19
（月）

　会社から「帰るよメール」したら、母から「洗面台、壊れました」の返信。
以前からヒビが入っていてたのですが･･･。で、ヤフーショッピングで探して、急ぎ注文。 

2016
12-20
（火）

　深夜、ようやく注文に対して応答あり。下見は、年明けの1/7とのこと。
もう少し早くならんかとは出したものの、期待できそうになし。 

2016
12-21
（水）

　冬至。今晩の風呂は、母が仕入れてきた大きめの柚子で、柚子湯。 
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2016
12-22
（木）

　娘、終業式。
今年はカレンダーとの組み合わせよく、12/23から来年1/9までの18連休と豪勢な冬休み。 

2016
12-23
（金）

　天皇誕生日。昨屋の雨もあがって、青空。

　下塗り終わった、34号鉄塔。

　やけに暖かく、春先のよう。
グリーンベルト、32号鉄塔と湯気、自然干し柘榴。

　帰って、母と朝食。資料整理してから、部屋のダンボール片付け。
いや、とにかく暖かい。
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　昼過ぎ、娘起き出し、しばらくして「腹へった」と、インスタント・ラーメン。
ラ王のトンコツ醤油を食べ乍ら「醤油も食べたい」というので、「夕食はそうするか」に決定。

　では、と早めの散歩。
34号鉄塔、急に花開いた水仙、ジョウビタキ（雌）。

　実のったネズミモチ、食べる側・食べられる側。

　16：30語と、午後休憩明けを目指して、八王子ラーメンの王道「みんみん」へ。
10数年ぶりの味。シャキシャキの刻み玉葱は、くせになる食感。

　みんみんからの帰りの立ち寄った○2で、新年用の座椅子を購入。もう、使い始める。
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2016
12-24
（土）

　三連休中日、クリスマス・イブ。
今朝は、冷えました。年の瀬も建設に余念がない、多摩むすびテラス。

　バードウォッチングしながら、黒川清流公園へ。
ジョウビタキ（雌）、樹上のツグミン、ドラミングに夢中だったコゲラ。

　清水谷の十月桜にメジロ、黒川のハケで見たモズ、お初のアトリ（？）。
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　黒川のひょうたん池で休憩して、ハケ上のヤドリギの生育確認して、帰還。

　帰宅して水遣り。苺の紅葉。

　朝食して、新型座椅子に収まれば、アラ眠くなって･･･。午睡。

　そのまま大掃除もすることなくダラダラと過ごし、早や夕方散歩の時刻。
お隣のクリスマス飾りと対峙する一匹、四中からの夕焼け、クリスマス飾り。
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　クリスマス・イブの夕食は、シャブシャブ風の鍋。白菜、美味しかったです。 

2016
12-25
（日）

　メリー・クリスマス。今日は朝から曇り空。

　8時を過ぎても、ドンヨリとした天気。

　ガサゴソで、ややハイ・テンションな一匹。

　昼過ぎからいい天気になったので、散髪へ。
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　終わって、そのまま夕方散歩へ。
覆われた36号鉄塔、工場跡地の整備進む、首都大学東京・日野キャンパス。

　高倉南公園で、シロハラとツグミンを観察。首都大学東京・日野キャンパスで、トウネズミモチとムクドリ。

　散歩の〆は、鉄塔と夕陽。
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　クリスマスの晩餐の買い物前に、一匹に晩餐。帰ってから、その続き。

　イオンで仕入れてきて、一家の晩餐。〆に、娘はケーキもペロリ。

2016
12-28
（水）

　父、仕事納め。 

2016
12-29
（木）

　年末年始休暇の初日は、曇り空。畑も、年明けに向けて、休息中。
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　それでも、ジョウビタキのオスとメスを観察できました。特に、オスは、今年一番の近さと時間の長さ。
ヤラガラにも会いました。今季初でした。

　厚木からもライノも盛んにクロカンへ出ていました。その帰り、横田へも寄り道。

　午後から、青空が広がったので、時折、横田へ降りていく飛行機を見上げながら大掃除（窓ふき）。

　大掃除（風呂そうじ）に取り掛かって、洗剤切れ。時刻も来たので、夕方散歩。ついでに、○2で、風呂潜在を購入。
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　風呂をし終わって、夕食。
帰りに、イオンで風呂手桶を買って、新年前に下ろしました。

2016
12-30
（金）

　今朝は快晴。資料整理もそこそこに、御礼参りに出発。
34号鉄塔と紅白鉄塔と、丁度降りてきたアトラスエア機、ジョウビタキ（雌）。

　まずは、新年を迎える準備に余念なかった若宮さん。そして、大仏さんにもご挨拶。
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　用水路のコサギ、青空と浅川と富士山と鉄塔、ジョウビタキ（雌）。

　最後は図書館の八幡さんに、お地蔵さま。

　朝食後に、大掃除の続き。玄関や玄関先など。

　夕方近くになったので、御礼参り第二部。
まずは中央線を越えて車庫区。偶然、自撮りに。
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　平山の八幡さん、弁天さん、中央線沿いの社跡。

　中央線を渡って、西平山の山王さん、大和田の関根さんとお稲荷幡さんで、第二部を終了。

　寒いこともあって丸亀で夕食。混んでいました。
その帰り、パワーラークスで蜜柑を箱買い。気兼ねなく、炬燵でミカン生活。
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2016
12-31
（土）

　2016年の大晦日も、朝から快晴。
近くの三社に、お礼参り。畑に、直近、サイゼリア駐車場。

　高倉さん。

　野鳥たち。
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　咲いていたロウバイ、枝釣りの松、グリーンベルト。

　帰りがけに、○2で寝室のカーテンと蜜柑籠を購入。「炬燵でミカン生活」、大幅増量成る。

　母と朝食。母は大掃除の続き、父は資料整理。
娘は、昼過ぎに、ようやく起床。結局、娘は自分の部屋すら大掃除せず終い･･･。

　夕方近くになったので、散歩納め。
穏やかに暮れていく2016年。途中降りてきたC-37で、撮り納め。
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　一家でスシローにて夕食。帰りの足で、アルプスにて新年の買い物。
「雪中梅」が置いてあったので、買ってもらいました。

　「大晦日　ガキ使見ながら　雪中梅」。そして、年越し。
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