
2017
01-01
（日）

　新年。
恒例の、娘と一匹とで初日の出拝み。「良い一年になりますように」と、祈ってきました。

　9時を回って、散歩はじめ。穏やかな元旦。

　富士山、グリーンベルト、ジョウビタキ（雌）。

　家族で、元旦のお雑煮。一匹にも、娘から鳥のササミ。
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　午後、家族で初詣。
今年も、若宮さんは行列ができていました。おみくじは、父と母が大吉・娘は小吉。
大仏さんにも、お詣り。

　元日の夕方散歩。夕日に映える34号鉄塔と、夕日を反射する小川さんち。
夕食は、焼肉がという娘のリクエストで「牛角」にいくも、今日はお休み。「安楽亭」さんに、お世話に成りました。

2017
01-02
（月）

　今日は、恒例・父と一匹の正月遠征・Road to お不動さん。今年は、Feat. with 娘。
0730起床、身支度して0800過ぎに出発。冬鳥観察しながら、浅川沿いを歩いて、日枝神社にもお参り。
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　1時間半を経ずに、お不動産へ着。お参り、そして、休憩。

　帰り道で、平山の八坂神社にもご挨拶。浅川は護岸工事中、凧揚げする家族も見られました。
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　観察できた鳥。
浅川では工事ためか鳥をほとんど見かけませんでしたが、行きの山王下でガビチョウを、帰路にイソヒヨドリを観察。
イソヒヨドリは、このあたりではじめて。

　今日の成果。「ほうほ」の団扇、東光寺沢庵、七味唐辛子。
団扇は、実家に送ります。

　帰宅後、父と娘と一匹は、それぞれに午睡。

　それでも、夕方は夕方で、散歩。
長山団地の夕景、咲いていた梅、近所からの富士山｡

　散歩後、娘の「コーチャン・フォーに行きたい」のリクエスト。お年玉を握り締め、向かいました。
その帰り足で、夕食。 

2017
01-03
（火）

　年末年始休暇最終日も、朝から快晴。穏やかな日差し。
畑、グリーンベルト、白梅。
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　北公園では見かけないキセキレイに、今年はよく見るアトリ。

　朝散歩後、こちらも穏やかに極楽する一匹。

　お餅で朝食。あとは、めいめいにダラダラ。

　夕方、穏やかだった年末年始に感謝しつつ、散歩。
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　アルプスで買い物。2本目の雪中梅も買ってもらって、今宵も晩酌。 

2017
01-04
（水）

　父、仕事始め。 

2017
01-05
（木）

　娘、早起きして、池袋へお出かけ。
今、ポケモンセンターは、池袋にあるそうです。

2017
01-07
（土）

　成人の日三連休の初日は、快晴。
鉄塔に、水仙。
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　北公園のエナガ、ジョウビタキ（雌）、グリーンベルトでのコゲラ。

　昼過ぎ予定だった洗面台付け替え工事の下見、急遽、10時半過ぎに早まる。
下見は、20分ほどで終了し、「付け替え可能」とのことも、「工事はいつ頃？」には答えられないとのこと。まあ、しゃあない。 
　下見終了後に、朝食。

　朝食後、去年の写真整理と媒体保存。夕方近くまで。
そして、夕方の散歩。畑から、夕映えのグリーンベルト、ダイヤモンド富士なるか？。
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　期待して旭ヶ丘中央公園へ。途中の撮り始めと、「ちょいボール。」

　散歩後、親子三人で早めのラーメン夕食。
買い物もせずに帰宅し、早めの風呂。その勢いで、一匹、洗われる。 

2017
01-08
（日）

　連休中日。新年2回目の日曜日も、天気予報通り、寒い曇り空。
近所の年始参りに、サイゼリアと高倉さんへ。高倉さんでは、紅梅が咲き始めていました。

　散歩後、母と朝食。気温は一向に上がらず、冷え込むばかり。
昼過ぎには小雨、夕方前には本降りに。

　娘、11時の被起床から二度寝し、15：00過ぎに布団より抜け出す。

　雨のため、夕方の散歩は断念。
母と買い物へ。寒いので、今晩の夕食は、伝家の「ほうとう」。 
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2017
01-09
（月）

　連休最終日、成人の日。うちも、あと3年です。

　昨日からの雨も、早朝には上がってましたが、曇一面の空で、華やかさのない天気でした。

　　午後からは、雲の晴れ間が広がる天気に。

　郵便局へ荷物を出しにいった帰り、日野のみんみんラーメンがなくなっていることに気づきました。

　午後からは雲の晴れ間が広がる天気に。

　夕方、ダイヤモンド富士を期待して、大和田運動公園へ。
残念ながら西に雲が残り、お山を拝めず。山王さんへ年始参りして、帰還。

　夕食は、初イオン。
娘はピザ、父と母は昨年12月にオープンしたトンカツ屋さんでトンテキして、連休終了。 
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2017
01-10
（火）

　晴天。娘、第二学年第三学期の始業式。

　午後、「きく8号」が停波され、運用が終了。
これにより、「だいち」の運用終了（2011年5月23日）に続き、1997年から始まったシステムのターゲット両衛星が運用終了。
20年前の青春（という歳ではなかったですが）が、終わった感じです。

2017
01-12
（火）

　会社で、転職していた同期入社の友人が亡くなったことを知る。
ここ数年、体調が優れなかった様子。冥福を祈る。

　朝刊に、パワーラークス旭ヶ丘店、突然の閉店チラシ。

2017
01-13
（金）

　今朝の日の出時刻は、東京で06：51で最遅。明日からは、早くなっていきます。 

2017
01-14
（土）

　雲あるも、青空もまだあり。新年、初・黒川へ。
畑、シジュウカラ、エナガ。
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　アトリ、ジョビタキ（雄）に、雌。

　カワセミ館裏のハケ、大池のマガモ。

　帰宅して、母と朝食兼の昼食。午後からは、ベタ曇りになり、寒さが増しました。
ダイヤモンド富士も、この土日は拝めなさそうです。

　箱買いも、最後の蜜柑になりました。
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　こんな日でも、近所を夕方散歩。
畑、撤去された近くの野菜即売所、囲いができたファナックの本社ビル建て替え工事。

　夕食は、娘の希望で、スパゲッティ。
近くの五右衛門にいったら、席に呼び出しボタンがついていて、サラダバーがなくなっていて、メニューがかなり変わっていて、
スープが少し変わっていました。
箸も竹箸になっていて、その箸袋には「洋麺屋　五右衛門」ではなく、「元祖和風スパゲッティ　五右衛門」と。

　そこのデザートにあったのを見て、「作る」と娘。買い物時に材料も購入して、完成。

2017
01-15
（日）

　昨日とは打って変わった晴天。ただし気温は、昨日より低い感じ。
畑に、どんど焼き。　「どんど焼き　煙にあたりて　無病息災」
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　今朝は、冬鳥の方が多く目にとまりました。ツグミン、メスにオス。

　帰宅したら、母・娘はフレのレッスンでお出かけ。
朝食して、仮面ライダー、ブラタモリなどの録画を見る。ストーブを付けなかったので、くっついて暖。

　母娘、昼食とともに帰宅。

　母、フラのイベントでお出かけ。

　こんな寒い日でも、夕方の散歩。
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長山団地越しの夕陽に、富士山頂。ブロッケン現象で、山影が左にでています。

　閉店から3時間ほど経った、パワーラークス。

　母帰還による、夕食へ。

　夕食から帰って、娘と一匹がストーブ前席の取り合い。そして、折り合いという決着。

2017
01-21
（土）

　昨日からの低気温も、雲は一掃。ただ、風あり。
鉄塔・椿・木蓮の蕾、黒川清流公園・あずま池のカルガモ達。
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　黒川清流公園の猫会議、大きくなってきたヤドリギの実、ツグミン。

　ヤドリギ、シメ。

　多摩平第一公園の白梅、TOM（右）と幼稚園（左）。
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　帰宅して朝食、少し午睡して、資料整理。

　夕方近くになっても起きてこない娘を叩き起こし、一匹と夕方散歩。
畑、ジョウビタキ（雌）、三軒お隣の蜜柑を食べるヒヨドリ。

　三人で夕食は、寒いのでラーメン。エビ味噌が評判の、麺や樽座（小宮店）へ。エビの香りが美味しかったです。

　帰りに、イオンで買い物。そこで買った仮面ライダー・ウエハースで、コンプリートなる。

2017
01-22
（日）

　朝の散歩は、浅川方面散策。
出発の畑、旭ヶ丘中央公園、中込の踏切と富士山。
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　浅川は堤防工事中で、川沿いに行けず、内側の道で。
この路は、昔の街道。その名残りに、用水にいたアオサギ。見下ろせました。

　ロウバイ咲くサイカチゼキ沼、沼のコガモに、ピント合わずのキジ。

　長沼橋から川沿い出て、滝合橋、平山橋までバードウォチング。
ただ、あまり見かけず、平山橋下流でサギのお食事などを観察。
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　新20号の工事現場を見て、帰還。
20号は、「お水のアルプス」前の道とどうつながるのか、ようやく見えてきました。

　帰宅。今日の道筋、約7km。

　仮面ライダー見ながら朝食。
続けて、ブラタモリの、昨夜テレ東でやったアド街「高幡不動」を見る。

　昼過ぎ、娘をたたき起こす。

　早や、夕方散歩の時刻。パワーラークスは、変化なしでした。
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　今日も、イオンで夕食兼買い物。 

2017
01-25
（水）

　娘、学校の推薦入試で午前中の半ドン。そして、木・金と連休。

　本日、洗面台工事の日。朝と晩の劇的ビフォーアフター。

2017
01-28
（土）

　昨日から温かく、今朝もその予感。資料整理してから、朝の散歩。
日の当たるところだけ解けている霜、多摩平のハケ、ヤドリギ、白梅。

　ジョビタキ、マガモ。
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　コブシの蕾、多摩むすびテラスの白梅、沈丁花、メジロに食べられた我が家の蜜柑。

　家に入ったら、娘が起きていてビックり。お友達とお出かけとのこと。
母と朝食。 

　ほどよく暖かく、午睡などしながらノンビリ。

　夕方の散歩。
飛行機雲が空の至る所の残っていて、天気の下り坂を予感させます。

　散歩後、母と夕食。今年・初のチャンポン。

　20:00前、娘帰宅。 

2017
01-29
（日）

　昨日の飛行機雲天気予報の通り、ベタ雲り。
天気次第では、日野駅方面の神社に新年の挨拶と思っていたが、気合入らず断念。
　よって、近場周回。
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　首都大学東京・日野キャンパスの工場跡地整備、終わったようでです。

　畑、旭ヶ丘北公園、高倉南公園での今日の冬鳥。

　帰宅したら、母と娘はフラんぽレッスンでお出かけ中。仮面ライダー見ながら、朝食。

　昼過ぎ、母娘帰宅。お腹空いてないとのことで、今日は、昼なしで帰宅。

　4時前、腹が減ったので、三人で昼食兼夕食にイオンへ。三人ともラーメン。
イオン、混んでいて屋上へ駐車。中も混んでいて、買い物はアルプスへ。アルプスも混んでいて、屋上へ駐車。

　帰宅して、娘は「ダイコン煮物」を製作。父と一匹は、夕方散歩。
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　娘謹製、大根煮物。美味でした。

2017
01-31
（火）

　朝方、友、逝く。白血病。
30年、仕事を共にしてきた後輩でした。　友よ、安らかに眠れ。遺志は継ぐ。 
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2017
02-03
（金）

　節分。
母と娘は、夕方、祖父の一周忌で札幌へ。 

2017
02-04
（土）

　立春、快晴。夕方に、友の通夜。

　朝起きて一作業を済ませて、一匹と朝食。朝食後にも資料整理してから、朝の散歩。

　パワーラークス、撤去作業が始まっていました。

　冬鳥観察。ジョウビタキの雌に雄、そしてツグミン。

　散歩後にも資料整理して、早めのインスタントラーメンの昼食。午睡して、早めに、夕方散歩。
青空と鉄塔、夕陽、青空とヒヨドリ。
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　18：00、友の通夜。取引先から多くみえられ、退社した懐かしい顔も。
最後の別れをしてきました。 

2017
02-05
（日）

　今朝は、曇り空。
資料整理して朝食。仮面ライダーを生で見てから散歩。畑とイオン裏にて。

　梅に雀、清水谷公園の鯉。

　黒川清流公園、三景。猫会議、湧水の遊び場、ハケ。
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　シメ、ヤドリギにその実のアップ。レンジャク、はよ来い。

　帰宅して、写真整理。その後、ブラタモリや精霊の守り人など、昨夜の番組録画を見る。

　昼までに、雲、空一面に広がって、小雨も。
東京では、26日ぶりの雨とか。でも、そうは降らずに、お終い。

　夕方、時折、パラツク小雨を縫って、早めの散歩。蕾を大きくする沈丁花。

　17時過ぎ、母娘、帰還。一匹、熱烈歓迎。

　早めに、夕食。ココ壱。 

2017
02-09
（木）

　朝から小雪舞う、もの凄く寒い一日。

　娘、スマホ水没。交換へ。 
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2017
02-10
（金）

　交換機種の箱。今度のはSONYのエクスペリア。

2017
02-11
（土）

　建国記念日。朝から快晴、少し風。
原稿書き後に、散歩。北公園で見たヤマガラ、雀、カルガモ。
山王下公園や黒川のわきみず池では、カワセミにも会いました。

　白梅、赤くなってきたヤドリギの実、桃色の梅。

　途中、イオンでつめきりしてもらおうと立ち寄るも、「混合ワクチン接種してないと･･･」と断られちゃいました。
帰宅したら、娘が珍しく起きてました。吉祥寺に、買い物とか。

　三人で朝食。食後に、ゴロゴロ。娘は13：00過ぎに、お出かけ。
父は、資料整理整理。夢中になったいたら、夕方散歩の時刻。
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　娘、18：00頃、帰還。丸亀で、うどんの夕食。
そして、娘の買い物 at 百均。2件、計１時間半近く。待ち疲れました。

　そして、家で何か作ってました。味見用の１つ、一口もらいました。ガトーショコラでした。 

2017
02-12
（日）

　今朝は、快晴。資料整理もそうそうに、観梅ツアー散歩。
近所の紅、泉塚の混色。

　日野中央公園の紅白に、神明の枝垂れ。

　日野駅周辺。宝泉寺、大昌寺に、八坂神社。

5/13ページ瑞季と「コナン」の部屋（2017年2月）

2017/03/01http://coah.pro.tok2.com/MizukiAndConan/2017-02.html



　3時間歩いて家に着けば、娘は起きていて、昨夜作ったものをラッピング中。
食事もせずに、出かけていきました。父母は、朝食。
食後は午睡などして、ダラダラ。

　夕方散歩も、風冷たく、速足。

　父と母は、夕食＆買い物へ。娘は19：00過ぎに帰宅。 

2017
02-13
（月）

　府中での会議を終えて、19：00過ぎに帰宅。
遅めに帰宅した娘と夕食。

　そして、夜中、家で何か作ってました。 

2017
02-14
（火）

　朝、ガトーショコラが量産されていました。

2017
02-17
（金）

　関東と北陸で、春一番。
高温ともなり、八王子でも20℃超。 

　天気予報通りの曇り空。昨日とはうって変わって、肌寒い感じ。

6/13ページ瑞季と「コナン」の部屋（2017年2月）

2017/03/01http://coah.pro.tok2.com/MizukiAndConan/2017-02.html



2017
02-04
（土）

　それでも、散歩。
リブートされじはじめた畑に再び覆われた34号鉄塔、白梅、ロースマリー、多摩平の隠れた宝「丸ポストに、瓶コーラの自販機」。
どちらも、現役。

　久しぶりに神明野鳥の森公園のハケ下に、そして日野中央公園。

　今日の野鳥。クヌギの樹液を舐めるヒヨドリ、オナガ、カワセミの定位置のキジバト。

　ミルキーで爪切りしてもらって、帰還。
帰宅したら、娘は卒業制作展を見学に、お出かけするところ。母と朝食して、午睡。 

　日中も気温上がらず、ダラダラしている間に、早や夕方。
覆われた4鉄塔。34号、33号、35・36号。
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2017
02-19
（日）

　今朝は、快晴。早めに著しくしてから、散歩。
出発の儀式、ツグミン、解体がはじまった角の稲垣さんち。

　旭が丘南公園でのジョウビタキ（雄）、平山第三踏切からの富士山。

　平山の八幡さま・弁天さまに初参りして、浅川へ。
滝合小裏からの富士山、滝愛橋からの富士山。
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　浅川での、ジョウビタキ（雌）、モズ、今季初のホオジロ。

　平山橋でカワセミのツガイを見て、白黒も観察、発掘現場に、跨線陸橋からの富士山。

　帰宅すれば、母娘はフラのレッスン。
仮面ライダーを見て、布団干し、風呂掃除などしてじから、写真整理。
ひと段落つけたら、昼マックとともに、母娘帰還。昼食したら眠くなって、午睡。

　原稿整理して、夕方散歩。
好きなご近所の梅、囲いが取り払われた34号鉄塔、ベニハナトチノミの蕾。
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　夜、落ちるように寝ていた一匹。

2017
02-24
（金）

　都立高校入試のため、娘は休校。色々あって、2月中は休校らしい。
日中、お友達と秋葉原に行ってきたとのこと。 

2017
02-25
（土）

　気温も低くなく、よい天気空。黒川へ散策。
近所の桃梅、白梅、久々に撮ることができたカワセミ。

　カシラダカ、モズ、ツグミン、コゲラ。
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　ボケの花、多摩平第一公園の薄桃色の梅、近所の青梅。

　帰宅後、母と朝食。食後に、原稿整理。

　夕方は、青空のあるうちに散歩。
リブートされた畑に、北公園での雄姿。

　建屋がなくなった稲垣さんち、パワーラークス。
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2017
02-26
（日）

　今朝も、快晴。航空ジャーナリスト協会向けの原稿を書いてから、谷地川へ冬鳥散策。
まずは、川までの景色。近所、大星協会の梅、川にてサギのいる二景。

　もう暖かくなっているのか、冬鳥はあまりおらず。ジョウビタキ（雄）、ダイサギに、カワウ。

　谷の上から、霞む富士山に挨拶。

　帰路の七ツ塚の金比羅さん、三本杉さん、家の近所のフキノトウ。
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　帰宅すれば、娘がおでかけでもないのに起きていて、三人で朝食兼昼食。
娘にパソコンを使われてしまったので、父は午睡。

　起きて、風呂の換気扇の異音修理。

　夕方。曇ってしまい、近所周遊のみ。辛夷の蕾、咲き始めたハナニラ、サンシュユ。

2017
02-27
（月）

　昌子伯母からの、誕生日プレゼント届く。
お菓子、書籍『老子にまなぶ人間の自信』、巾着袋。
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2017
03-01
（水）

　広報ひの【3月1日号】は、日野自動車、ラりー8連覇が表紙。日野の誇り。

2017
03-02
（木）

　娘、期末試験。 

2017
03-04
（土）

　薄曇りの土曜日。
リブートされた畑、芳香を漂わせはじめた沈丁花、辛夷の蕾。

　多摩むすびテラスの梅、山王下ハケの水仙、カワセミ館の看板。

　黒川清流公園で人生初遭遇したアカゲラに、ヤマガラ。
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　多摩平第一公園での雄姿、TOMの看板。

　近所の最遅咲の梅、我が庭の「さくら」という苺。

　娘、夕方ちかくまで爆睡。
起きてきたのを見て、早めの散歩。パワー・ラークスに、旭ヶ丘の早咲き桜。

　三人で、久しぶりに「味の民芸」で夕食。
食事中、母がお友達だちからミンミンが旭ヶ丘に移転している旨聞いたとのこと。買い物帰りに、新店舗を確認。家から、徒歩3
分。 
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2017
03-05
（日）

　今朝は、晴天といかないまでも青空。
布団を干して、散歩に出発。昨晩見つけておいた珉珉新店舗に、車庫区横のハケ（もくてきちは向かい側の山頂）、京王線を越
えて。

　平山を少し登って、宗印寺。登りきっての絶景かな、絶景かな。

　平山城址公園で、休憩。シロハラがいました。

　平山城址公園のサンシュユ、一匹、猿渡りの池、平山季重神社。
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　ハケを下って、浅川へ。途中の木蓮の蕾に、寛政九年（1797年）とある奉納記念碑、川近くでツグミン。

　浅川で、カワセミ観察して、家路へ。

　往復約9kmほどを歩いて帰宅、母と朝食。食後、仮面ライダー見て、一匹とまどろむ。

　昼過ぎ、娘、這い出す。

　昨日と変わって、午後からは雲が出てきました。
そんな中、夕方散歩。長山団地のハナニラ、ビバヒルズのサンシュユ。
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　早めに夕食。
今晩は、イオンの串揚げ食べ放題のお店へ、娘の誕生日の前祝いを兼ねて。
ただ、早々に女子二人は満腹でリタイア、父も油に飽きて退散。そのままイオンで買い物して、家路へ。

　家で、ストーブ前を奪い合う一人と一匹。

　20：00前、昌子伯母に電話して、御礼言上。

　イオンで仕入れた、威吹鬼。響鬼、轟鬼と並ばせたい。

2017
03-07
（火）

　娘、期末試験終える。 

2017
03-09
（木）

　娘、17歳の誕生日。 
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2017
03-11
（土）

　やや、薄曇り。
娘は卒業式出席のため、登校。

　それを見送って、朝の散歩。 沈丁花、辛夷の蕾、（枝垂れてないけど）枝垂れ梅。

　黒川のハケは、春めいていました。

　落成間近な二中新校舎に、幼稚園もとい保育園。

　今朝の鳥たちのメジロ、ジョウビタキ、カシラダケ、アトリ。冬鳥は、もうすぐお別れ。
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　白の沈丁花の香りで、散歩終了。庭では、「サクラ」が咲いてくれていました。

　父は小用で立川へ。

　帰ってきて、夕方のさんぽ。
畑にてめつむりの図、長山団地のモズ。モズは、今季、ここでよく見る個体のような気がします。
そして、縄張りされた稲垣さんち。お子さんが建て替えされているのでしょうか、藤棚が残って何より。

　早咲き桜、サンシュユ、コデマリ。

　夕食。娘が世界堂へ行きたいというので、立川へ。父、京、二度目。
買い物後、近くのラーメン・スクエアで夕食。札幌ススキ野の麺屋雪風さんにて、卵麺の味噌ラ－メン。
　帰宅後は、それぞれに過ごす。一匹は、寝ながら天に向かって伸び。
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2017
03-12
（日）

　曇り空。近所周回で、春探し。
ポピー。赤い花韮、黄色いやつ。

　もうジョウビタキの姿は見えず、居るのはツグミンばかりなり。
それでも、珍し系のトラツグミに、高倉南公園のアオキの芽に実。

　早咲き桜に、梅とメジロ。
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　帰って、庭に水遣り。橙色の、パンジー、"サクラ"、トチオトメ。

　母と朝食。いい天気になって、警備隊長仕事するも、3分ともたず昼寝。

　昼過ぎ、娘、起き出し、居間で課題。

　春先らしい気候のまま、夕方へ。 木蓮、クヌギの新芽、今日も居た長山団地のモズ。
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　夕食の買い物で、残りの鬼どもをゲット。集合写真。左から、斬鬼、轟鬼、威吹鬼、響鬼。

2017
03-17
（金）

　父、会社帰りの西友で、アマゾン・アルファをゲット。この春からの、アマゾンズ2ndシーズンも、待ち遠しい。

2017
03-18
（土）

　春分の日三連休の初日、いい天気。
　次シリーズ記事の構想後に、散歩。久々に、一匹が迎えにきました。
畑、辛夷の華、木蓮の蕾。
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　イオンの八重の早咲き、山王下の辛夷、黒川の芽吹き。

　今朝に出会えた冬鳥たち。
北公園でジョウビタキ（雄）、多摩むすびテラスでジョウビタキ（雌）、黒川の湧水流れで水浴びするシジュウカラ、アトリ。

　黒川のタンポポ、オオイヌフグリ。
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　帰宅して、朝食。

　ゴロゴロして、起きてきた娘と三人でドラヤキ＆日本茶などして、薄曇りの下を夕方の散歩。
花韮、七幼裏の早咲き、旭ヶ丘の早咲き桜、サンシュユ。

2017
03-19
（日）

　連休中日は、薄曇りも青空。近所で開通する新道を見に、南下。
昨日から増えた辛夷の花、早咲き桜、豊田ビールの素・大麦。

　お目当ての道に着くも、切り替えは午後1時とのこと。早すぎた･･･。
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　コゲラを観察して、浅川へ、そこで、カワセミを観察。

　直後に、雉と遭遇。東京では一番、人生でも二番目くらいに近かったです。
2羽いて、1羽がわざと引き付けるように、もう1羽から離れていったので、もう1羽は雌だったのでしょう。ころ合いを図って、雄も
身を隠していきました。

　中央図書館わき、駅の南口を通って帰宅。
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　帰って、一匹はすぐにバタン・キュー。
父は朝食して、写真整理。フラのレッスンから戻った母娘と、2年前に買った横須賀・海軍カレーで昼食。

　ちょっと午睡のつもりが、夕方まで寝てしまい、何もしまいまま夕方散歩。
長山団地のススラン、30日にオ－プンの元・パワーラークス、旭ヶ丘中央公園の観桜用ボンボリ。
来年は見られない、TOMのボンボリとTOMのビル。

2017
03-20
（月）

　春分の日、連休最終日。
朝は、まぁまぁの天気。原稿書きも飽きたので、早めに一匹と散歩。

　畑にて、黒川のハケ、懐かしい黒川近くのCO・OP。
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　黒川清流公園て、エナガ、ハヤニエ作成中のモズ。

　お彼岸なので、大仏さんにお参り。大仏さんのとこの、見事なサンシュユ。
ついでに、沈丁花の香り漂う若宮さんにもご挨拶。

　浅川に出て、散策。サギが朝ごはん中でした。
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　平山橋から、家路へ。交差点、変わっていました。

　家に着いて、水遣り。母はもう済ませたとのことで、一人で朝食。 娘も起きて居て、お友達とお出かけとかでおめかし中。

　娘が出かけた後、少しまどろんで、再び原稿書き。
原稿書き中も、横田へ降りていく機を観察。そんな中の1機、C-5ギャラクシー。

　早めの夕方散歩。七幼裏の早咲きに、旭ヶ丘の早咲き。もうすぐ、春満開。
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2017
03-21
（火）

　天気予報通り、朝から冷たい雨。日中も、気温が上がるどころか、下がる一方。
そんななか、東京のソメイヨシノ、開花宣言。 

2017
03-22
（水）

　娘、4月下旬の修学旅行の出発地集合演習を兼ねて、羽田空港集合の浅草巡り。
最近の都立高校では、出発地現地集合演習は、ポピュラーなんだとか。

　その娘、家への土産は、人形焼き。

2017
03-24
（金）

　娘、終業式。 

2017
03-25
（土）

　昨日からの冷たい風も、やや雲がかる青空。春をもとめて、散策。
畑、木蓮の蕾、ジョウビタキ、グリーンベルトの春の蕾。
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　長山団地の鈴蘭、ジョウビタキと菜の花、旭が丘保育園のソメイヨシノ、早咲き桜。

　レンギョウ、マサキ、山王下公園の黄菖蒲。

　黒川のコデマリ、ハケの新装階段、ハケの緑化運動。

　我が庭の春。
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　母と朝食後、光合成するコナンとともに午睡。
そして、原稿整理。

　夕方になって、ようやく起きてきた娘を見て、夕方散歩へ。
ハナニラの二景に、ヒュウガミズキ。

　ダイレックス、看板整いました。

　散歩後、三人で丸亀にて夕食。

　夜、「精霊の守り人」シーズン2の最終話を、母と見る。父がドラマを見ることはほとんど無いが、これは1から見ている。
シーズン3が楽しみ。
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2017
03-26
（日）

　天気予報通り、早朝から雨。散歩も行けず。
母出演予定の日野スプリングフェスタは中止となり、娘も午後に学校公開でお出かけ。

　朝食後、仮面ライダーなど見てから、夕方まで原稿書き。
雨は上がらず、散歩行けず･･･。

　娘の迎えついでに、イオンで待ち合わせして、夕食。雨の1日、終わる。 

2017
03-30
（木）

　Openのダイレックス、母からの偵察報告によれば、店員はサンドラッグの制服を着ているとのこと。
製品食品が強化された、サンドラッグ高倉店という母の採点。 

2017
03-31
（金）

　午後からの冷たい雨の降るなか、年度末。
桜も、なかなか開かずに週末。 
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2017
04-01
（土）

　今日から新年度も、昨夕からの冷たい雨。午前中は、散歩できそうもなし。

　娘、珍しく一人で起きてきて、朝食。お友達と、カラオケとのこと。

　母と朝食して、午睡。
起きたら、雨があがっていたので、散歩。庭のチューリップ、辛夷、アトリ。

　激しい三寒四温で、なかなか咲けないグリーンベルトの桜。ただ、四中奥はようやく五分咲きに。

　夕方散歩の時刻も、寒く、小雨ふたたびなので、断念。
母と長崎チャンポン「リンガーハット」で、夕食。父は野菜たっぷり、母はキクラゲ塩チャンポン。
アルプスに寄って、買い出し。

　娘、20：00頃に帰宅。
羽生くんの世界選手権王座返り咲きを見る。

2017
04-02
（日）

　朝のコーヒータイムにて、ガラス製のコーヒー受け、温熱版とくっついてしまい、力技に負けて割れる。
10年一緒に過ごしてきたのに、すまん･･･。

　曇りがちも、春を探しに朝散歩。
囲い増えた畑、一匹。
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　グリーンベルトの二景に、六小の枝垂れ桜。

　清水谷にいたアオサギに、ウグイス。カワセミにも出会いました。

　日野に住んで30年以上も、初めての多摩平第一緑地に、黒川のコデマリ、ガビチョウ。
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　コゲラ、ツクシ、レンギョウ。

　日野中央公園で、スモモにアンズ。ミルキーで爪切りしてもらって、家路へ。
多摩平第二緑地で出会ったシロハラに、多摩平第一公園の枝垂れ桜。

　帰宅したら、母はフラのイベントのお出かけ支度中。
仮面ライダー見ながら朝食して、昨夜のブラタモリなどを見て、午睡。

　娘が起きてきて、一緒に簡易コーヒーで目覚まし。 

　夕方散歩。シャガ、部分的に満開な四中裏、旭ヶ丘の早咲きは4月に入ってようやく満開。
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　長山団地の菜の花、〆のギャラ。

　母の帰宅で、夕食へ。帰りに、ビックカメラで、新型コーヒーメーカーを調達。今度のはステンレス製で割れる心配なし。

2017
04-06
（木）

　なかなか一斉にとはいかない、今年の桜。そんな中でのグリーンベルトの一角、ヒヨは大喜びでした。
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　娘は、今日、高校三年生の始業式。 

　母、アルプスで安くなるという大きい圧力鍋を、アルプスのポイントカードを使って、実質0円で購入。

　日野生まれ・日野育ち、日野高から大学を経て、今年ロッテへドラフト1位で入団した佐々木千隼投手、初登板・初登板を見事
初勝利で飾る。

2017
04-07
（金）

　父のオフィスの西新宿は、もう葉桜になりつつあり。3日（左）と今日。
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2017
04-08
（土）

　天気予報通り早朝から雨も、7時過ぎには上がり、散歩できそう。
と、玄関出たらまた降ってきて、行けず仕舞い。庭には、チューリップが咲いていてくれました。

　立川の立川市歴史民俗資料館から、立川飛行場の写真を借りてきました。

　帰宅して、朝食。

　娘、昼をだいぶ過ぎて起床。丁度、父と母のコーヒータイムだったので、一緒にコーヒー。

　朝行けてないので、早めの夕方散歩。
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出穂した大麦、主役の座を譲った木蓮、枝垂れの桃、菊咲きの桃。

　グリーンベルトは、見事の一言。

　季節限定観桜ベンチも。

　旭ヶ丘中央公園も見事でした。
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　曇天にもマケズ･･･。

　旭ヶ丘観桜周遊終了。今年も桜に逢えたことに感謝。

　三人で夕食。
帰宅後、林檎ジャムを（新型圧力鍋で）作る娘に、「林檎の切れ端、何か落とす？」とかぶりつく一匹。

8/26ページ瑞季と「コナン」の部屋（2017年4月）

2017/05/01http://coah.pro.tok2.com/MizukiAndConan/2017-04.html



2017
04-09
（日）

　朝、予報に反して雨なし。
「散歩いけるじゃん」と、原稿整理していたら降りだして、すぐに本降りへ。嗚呼･･･っ。

　母娘がフラのレッスンに出てから、朝食。止まない雨に、寒いのか一匹がにじり寄ってきました。
空を眺めて、窓から庭の花見。

　昼過ぎ、母娘帰宅。それを待って、父、昨日借りた資料を返却へ。
帰って桜の様子見へ。道が、桜色でした。
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　ようやく雨が上がってくれて、散歩。
大麦と鉄塔、最後の景色？、花びらと一匹、洋梨の花。

　ベンチ、エゴマの若葉とグリーンベルト遠景、かわいい花。

　冴えない週末の天気に幾分がっかりしながら、早めの夕食で1日を終了。 

2017
04-15
（土）

　寒気団がいるのか気温は低めながら、新年度初のいい天気の土曜日。
原稿整理後、布団を干して、散歩へGo。
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　まずは、トウロモコシ・フォームにチェンジした畑に挨拶。そして、新緑を纏う欅。

　満開の枝垂れに菊咲きの桃、そして残り桜にも。

　黒川清流公園。桜用水、山吹用水、初夏の装い。

　多摩平第一公園の八重咲き。
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　帰宅して、庭に水遣り。

　母と朝食後にくつろいでいると、娘が起きてきて身支度。
聞けば、お友達とお出かけとか。

　娘が出たの、再びパソコンで原稿整理。

　飛行機の音に外に出てみれば、風雨。
典型的な前線通過で、気温上昇。夕方散歩も、すっかり初夏の気分。
クヌギ、エゴノキ、ハナモモ。

　昼の「正直散歩」で、有吉君が美味しそうに亀戸餃子を食べていたので、対抗して「高幡餃子」の丸嘉さんへ。
10年ぶりくらいでも、美味しかった。

12/26ページ瑞季と「コナン」の部屋（2017年4月）

2017/05/01http://coah.pro.tok2.com/MizukiAndConan/2017-04.html



　娘、22時過ぎに帰宅。父、寝る。 

2017
04-16
(日）

　朝から、いい天気。大和田運動公園から浅川へ出て、平山橋まで。 柴桜、山王さん、浅川河原の名前知らずの花に、タンポ
ポ。

　菜の花と鷺、雉、モズ、巣作りの小枝集め中のイワツバメ。

　サカチゼキ沼、平山橋は菜の花モード、そして電車虹。

13/26ページ瑞季と「コナン」の部屋（2017年4月）

2017/05/01http://coah.pro.tok2.com/MizukiAndConan/2017-04.html



　帰宅。母娘は、フラのレッスンでお出かけ中。一匹と庭の草花に水遣り。

　母娘は、買い物して昼食して帰還。
腹減らぬ父は、夕食まで我慢。

　母と市長選投票へ。、来年は、娘も一緒？。

　初夏のような1日だった今日。
ハナミズキは咲き始め、ケヤキはこんもりし、ソメイヨシノに替わって八重桜が勢力拡大中。
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2017
04-18
（火）

　この間まで肌寒さを感じる日もあったのに、いきなり暑かったこの日、八王子で26℃超の夏日。
娘曰く、「今年の神様、温度管理が雑っ」。 

2017
04-21
（金）

　6回連載の原稿をDVDで発送。今年の掲載分は、終了。 

　父、仕事終わりに出席。その後、隣の会場で懇親会。

2017
04-22
（土）

　曇り気味の天気。次なる原稿書きの後、散歩。
大麦の花、ハナミズキ、ドウダンツツジ、石楠花。

　ゆいま～る多摩平の森の八重桜、満開。
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　イオン、2年半ほどでリニューアルOPEN。

　黒川にて、オオアマナ、野草科したツリガネスイセン？、一匹。
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　帰りに立ち寄った多摩平第一公園も、八重桜が満開。

　帰宅したら、娘も起きてました。さすが、昨晩の8時前からずっと寝ていただけのことはあります。
三人で朝食。

　午後は、雨も落ちてきて、残念な日に。
夕方の散歩も、時折、小雨がパラツク中で。

　バッグが欲しいとの娘の養成で、イオンをついでに見学。
そして、夕食は丸亀。娘は、珍しく、「カケうどん」以外の、季節メニュー「豚バラ」。 

2017
04-23
(日）

　朝から、いい天気。原稿書してから、散歩。
畑と、ゆいま～るの八重桜、清水谷、若宮さん。
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　一番橋まで出て、菜の花咲く浅川右岸を、平山橋までのんびり散歩。

　カワセミ、空舞うサギ、ウミウ。

　帰りに、地蔵院と図書館八幡さんにお参り。そして銀杏の若葉。
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　帰宅して、CO・OPのパン屋で朝食を調達。

　日中はいい天気で、布団干し。

　娘が起きてきて、朝昼食兼用する。

　いい天気のまま、夕方散歩。
北公園の新緑、モッコウバラ、洋梨、ビバヒルズの八重桜。

　カレーが食べたいという娘の要望で、サンガムへ行くことに。
その前に、娘用折畳傘を調達すべくイオンへ。ペンケースほどの大きさの傘を故入。
で、そのまま、イオンに新しくできたカレー屋で夕食。辛いけど、美味しかったです。

2017
04-25
（火）

　娘、今日から三泊四日の沖縄修学旅行。

　空港に向かっている途中の娘に、「1日1回でもいいから、写真を送れ」のお願い。
その今日の分が、これ。那覇あたりの港の様子も、現地からの解説なし。むこうは、晴れのち曇りの天気予報。
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2017
04-26
（水）

　娘、沖縄修学旅行二日目。天気予報は、曇りのち雨。
首里城での、バリケン（沖縄では、観音アヒル）。「トリパン」のを生で見られた！と、興奮気味の解説付き。

2017
04-27
（木）

　娘、沖縄修学旅行三日目。桑志校のHPに載っていた朝食バイキングでの娘の半身。

　娘、沖縄修学旅行三日目。今日も天気予報は、曇りのち雨。
娘からの報告の1枚は、美ら海水族館でのハリセンボン。「おもしろい」との解説付き。
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　多摩むすびテラスの八重桜、まだ残ってくれています。GWに入っても、楽しませてくれそうです。

2017
04-28
（金）

　娘、沖縄修学旅行の最終日。桑志校のHPに載っていたホテル出発の際のむすめ2枚。

　今日は、曇りのち晴れの予報。
「ほんのり飛行機」との解説付きで送られてきた写真は、空港へ着く直前の様子。
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　20：00頃に、娘帰宅。一匹の熱烈歓迎を受ける。強は、終日いい天気だったとのこと。

2017
04-29
(土）

　昭和の日。今日からGW、父は9連休。

　資料整理後に、散歩。まずは、日に日に大きくなるトウモロコシに挨拶。

　今朝の新緑の景色。

　カルガモ、朴の木の花、エンドウマメ。

22/26ページ瑞季と「コナン」の部屋（2017年4月）

2017/05/01http://coah.pro.tok2.com/MizukiAndConan/2017-04.html



　新緑景色、その２。

　娘、お友達とお出かけ。
父母は、全力でダラダラ。そして、夕方の散歩。北公園のケヤキ、えんどう豆とテントウムシ、林檎、葉を出したサルスベり。

　父と母は、長崎チャンポンで夕食。 

2017
04-30
(日）

　GW二日目。

　朝からいい天気。資料整理も早々に、散歩へ。
と出がけに、庭の苺。多摩平の家の時に買った2株の直系。15年近く経った今でも、目と舌を楽しませてくれます。
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　ササラ屋、高倉神社、八高線踏切。

　多摩変電所、目的地の谷地川。橋を2～3本さかのぼって、多摩川との合流点近くまで下りながら、野鳥観察散歩。

　今朝の野鳥。カルガモ、アオサギ、ダイサギ、カワセミ。
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　七ツ塚の金比羅さんにご挨拶して休憩。三本杉さんにも御参り。

　帰宅して、水遣り。すっかり、初夏の陽気。

　今朝のルート。GoogleMapでは、約10km。
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　母と朝食。その後、仮面ライダーと、昨晩の「世界ふしぎ発見」を見る。

　午後、全力でダラダラし、夕方の散歩。
ボタン、名前知らず、オダマキ、ビニールが取り払われた畑のキュウリとトマトの一角。

　三人での夕食は、久しぶりのサイゼリア。 
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2017
05-01
（月）

　GW三日目。登校する娘、連休の父。一寸、曇りがちも気温は高し。

　これから本番を迎える、畑。

　アヤメ、黄菖蒲、カキツバタ。

　牡丹、姫車輪梅、？、蒲公英と蜜蜂。

　母はフラのレッスンにお出かけ。帰宅後に、昼食を採りにイオンへ。その後、大きくなった本屋を散策。

　午後、夕立のような雨。そして、気温下がり、5月らしい気候に。
支柱増量の畑、シラーペルピアナ、昼咲月見草、緑隧道となったグリーンベルト。
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2017
05-02
（火）

　GW四日目。朝から快晴。
ご近所の藤、シラーペルピアナ、カントウタンポポ、アゲハ蝶。

　旭ヶ丘中央公園の新緑、ヒラドツツジ、クレマチス。

　娘は登校、父は立川で大正15年創業の新井写真館さんに、写真を拝見しに。飛行機もの絡み。
その帰り、旧飛行第五連隊の正門辺りの公園とヒマラヤ杉に挨拶。この杉、1981年に初めて立川に来た時にも会っています。
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　帰宅して、母と日本蕎麦の昼食。

　ゴロゴロしていたら、娘が早い帰宅。
丁度、父が見ていたTwitterで、土方歳三資料館がゆっくり見られるとのことで、娘と出かけることに。

　夕方散歩。畑のトウモロコシ、アカバナトチノミ、粘りを見せる八重桜。

2017
05-03
（水）

　憲法記念日、GW五日目、そして中目。朝から、飛行機雲が残る、うす曇。
新井写真館さんの資料を探索してから、南へ朝散歩。ここ数年薄い旭ヶ丘南公園の藤、平山の八幡さんに弁天さん。

　浅川に出たら、雉が鳴いていました。川沿いの即売所で日野産トマトを売っていたので、1つを一匹と半分個。
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　菜の花の黄色一色から紫への変貌が始まった浅川、将来の国道20号。
帰宅後の水遣りで見つけた蜜柑の蕾。今年は何個なってくれるやら。

　起きていた娘と朝食。そして、資料館巡りへ。
土方歳三資料館は長蛇の列も、この時期限定の歳三の佩刀「和泉守兼定」を拝見。
　その後、歳三の義理の兄・佐藤彦五郎資料館にて、こちらも歳三の佩刀「越前守康継」を見学。こちらは、葵の銘入り。
どちらも、館長じきじきの説明を拝聴。

　街で大きなこいのぼりを見物、六番隊隊長・井上源三郎資料館にて、源さんとその兄・八王子千人同心の松五郎の佩刀を見
学。

　続けて、都内に唯一残る本陣造りの日野宿本陣も見学。
元は佐藤彦五郎の住まいで、歳三が昼寝した部屋、沖田総司が四股を踏んだ庭がある築150年の建物。
瑞が生まれる頃までは、蕎麦屋さんでした。
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　今日の成果。
3つあるのは外に黒ごまを配したお菓子で、その名も「石田散薬」。若い頃の歳三が行商もしたとされる土方家の特製打ち身薬。
歳三資料館入り口の、お不動さん前の松盛堂さん特設売店で購入。
　帰宅後は、腹が減ったので早や夕食。その後に夕方散歩。曇ってしまってました。

2017
05-04
（木）

　みどりの日。GW六日目。今朝も、うす曇。

　昨日の15歳の久保選手のJ1デビューを記念して、サッカー小僧に変身して朝の散歩。
道程の花、夏薔薇、黒川猫会議。

　浅川まで出て、児童グランド傍に咲く牡丹を鑑賞。
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　雉、クロアゲハ、一幅の絵のごとき浅川と富士山。

　いつもの即売所でも、日野産トマト販売中。となれば、図書館湧水で半分個。

　今日の収穫。12個入り（1個食べて減）で、600円。

　家に着くと娘も起きていて、「毘沙門天に行きたい。」とのこと。そういえば、昨日の帰り途中で、行きたいと言ってました。
ということで、開店以来縁がなく親子三人で初入店。想像以上に澄んだ奥深い鶏スープを堪能しました。絶品・極上でした。
食後、そのまま八王子でやってる古本まつりに足を伸ばして、帰宅してお茶。お茶菓子は、昨日の石田散薬に娘の沖縄土産の
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紅イモタルト。

　お茶後にダラダラして、夕方の散歩。快晴になってました。
都心では、真夏日にちかい気温ったとか。

　カルミアの蕾、背番号10の勇姿、七幼裏のサクランボ、旭ヶ丘保育園の洋梨。

2017
05-05
（金）

　子供の日、GW七日目。今朝は、快晴。

　資料整理後に、ご近所社詣り。テントウムシの二景に、日光浴する蝶。
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　同じくカナチョロとツバメ。それに富士山。

　恐らく昔の街道沿いにある、大和田の山王（日枝神社）さん、同お稲荷さん、元ムラウチの永寿稲荷、謎のお社。

　関根さん（日枝神社合祀）に、同お稲荷さん、お地蔵さんに、西平山の山王さん（日枝神社）。
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　トイレに行きたくなったので、帰路へ。
途中の、子供の日の旭ヶ丘中央公園、グリーンベルト、我が庭の苺。

　帰宅して、親子三人で普通に朝ご飯。

　特段、これということもなく1日が過ぎてゆき、夕方の散歩。
暦の上では「立夏」だが、初夏をも通りこして暑いくらい。

2017
05-06
（土）

　GW八日目。今日も青空も、上空には飛行機雲があり、天気は下り坂か。

　一匹が誘いにきてので、散歩へGo。
畑と空、近所の猫窓、元・多摩平第四団地の藤。
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　黒川のハケ、中央線特急アズサ、神明のハケ。
アズサは、時間的に午前「8時丁度」新宿「発」あたり。

　山王下のアオダモ、オオデマリ、名前知らず、ベニバナツメクサ。

　ブルーベリー、ゴイサギの雛。
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　新選組ふるさと資料館にて記念撮影して、ようやく開店時刻になったぺットショップで爪切り。帰路でのイチジク。

　家に着いて、母と朝食。食べたら眠くなり、2時間ほど午睡して、はや夕方の気配。

　夕方散歩。エゴノキの実、芙蓉とエントウムシ、アカバナトチノキ。

2017
05-07
（日）

　GW九日目。ようやく最終日。やや飽きた感あり。
今朝は、ベタ曇り。畑のキュウリ、刈り取られて茄子になった一角。

　近所のお稲荷さん、飛行機雲が彩雲に、サクランボ。
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　姫林檎、ドイツスズラン、赤いオダマキみたいなの（名前知らず）、白ツメクサに蜜蜂。

　帰宅して、朝食＆仮面ライダー鑑賞。
母と娘は、学校説明会に都心へ。

　一匹は、久しぶりにお隣の兄弟に遊んでもらいました。

　その後、父は散髪。そして、GW最後の散歩。シランに夏薔薇。
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2017
05-08
（月）

　都心で、あわや真夏日という29℃超。連休ボケの身体には堪える気温と日差し。 

2017
05-12
（金）

　第20回ひの新選組まつり前夜。SNSで知った、JR日野駅の心意気。

2017
05-13
（土）

　第20回ひの新選組まつり初日も、天気通りの生憎の雨･･･。
朝の散歩も、小降りを縫って出発したものの出すものさえ出す前に本降りになって撤収。

　娘は、塾時代の先生らと歓談に、柚木の有名喫茶店へお出かけ。

　隊服着た一匹を供にのスタンプラリーは断念。

　それでも、父一人でスタンプラリーへ行けば、雨のため本陣脇一か所で全ハンコ押し揃え。
日野駅の心意気（横バージョン）を見て、家路へ。
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　成果物一覧。日野用水開削450周年記念キャンバッジ、石田寺の「茅」の実、ざっくうシール。

　18：30過ぎ、雨が上が「出し物」散歩。
娘、19：00過ぎに帰宅。 

2017
05-14
（日）

　「母の日」。昨晩のうちに、両家より「届いたよ」の電話あり。
今日は、ひの新選組まつり二日目。雨は上がっているので、甲州街道での隊士パレードは行われそう。

　朝の散歩。大きくなる畑のキュウリ、茄子の花、咲き始めたカルミアに、芳香漂うエゴノキの花。

14/28ページ瑞季と「コナン」の部屋（2017年5月）

2017/06/01http://coah.pro.tok2.com/MizukiAndConan/2017-05.html



　オオムラサキツクサ、ヒルザキツキミソウ、レモンのつぼみ、葡萄の赤子。

　母娘は、フラのレッスンでお出かけ。仮面ライダー見ながら朝食して、昨日の写真整理。

　母娘帰宅、入れ替わりに、父は立川小唄の除幕式へ。
小唄は立川飛行場を唄っており、地元タウンペーパ－一寸協力した縁で、ご招待を受けました。序幕の様子。

　地元有力者の挨拶、八王子芸妓衆による踊りの披露、記念碑。

　場所を近くのホテルに移して、謝恩会。
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　謝恩会でも、八王子のお姉さん方による踊り披露。

　お酌もしていただき、至福のひとときでした。そして残念、お時間によりご退席。時間制と知る。

　今日のお土産。記念碑を刷った式次第に、八王子芸妓衆による踊りを収めたDVDに小唄のカラオケCD付き、そして協力したタ
ウンペーパー。

　酔い覚ましに、夕方の散歩。途中、耳慣れない音に見あげれば、グローバルホークが。初対面。
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2017
05-16
（火）

　2日遅れの、日野の「母の日」。

2017
05-20
（土）

　晴天、気温高め。資料整理後後に、散歩。
成長する畑のキュウリに、トウモロコシ。

　この季節の風物詩、エゴノキの花で白き旭ヶ丘北公園。
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　夏バラ、梅の実、エゴノキの花で白く染まる清水屋の池。

　エゴノキで白い黒川清流公園で涼をとって家路へ。ユリノキの花、朴の木の花、姿を見せた多摩平TOM。

　可愛い花、庭の撫子。
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　母は、八王子アートムーチョへ出店のため、早めにお出かけ。

　父は朝食後に、立川での写真展へ。街中では青空個展に、いったい音楽祭り。
場所的には、旧・立川飛行機（昭和13年築）、飛行第五連隊の格納庫裏、飛行第五連隊本部建物。先週の記念碑にも、挨拶し
てきました。

　猛暑の中、帰宅。暑さに腹もそう減らず、昼寝。都心でも、30℃近くだったとか。

　夕方の散歩。トウモロコシ、菜種、夕映えの夏薔薇。

　19：00過ぎ、母がようやく帰宅。イオンで夕食＆買い物。 

2017
05-21
（日）

　今日も暑そうな気配。早めに散歩へGo。 畑の茄子、トウモロコシの花。
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　今朝も白い、旭ヶ丘北公園。

　準備するアジサイ、キツツキのドラミング音ひびく黒川清流公園、朝の身だしなみを整えるムクドリ。

　若宮さん。年々盛大になる「わんぱく相撲ひの場所」。
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　浅川へ出て、野鳥観察。カワセミ、狩りするアオサギ、カワウ。

　毎日営業になっていて、買えました。図書館湧水で、半分個。

　帰宅時、お隣の三兄弟がいて。遊んでもらいました。
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　子供の声に起こされたか、娘が下りてきました。朝食して、仮面ライダー、ブラタモリを一緒に見ました。
母は、今日もアートムーチョです。炎天下、ご苦労さんです。

　暑さにダラダラ。午睡などして、過ごす。都心は30℃を越して、真夏日。

　暑さの残る中、夕方の散歩。畑、ヒルザキツキミソウ、アカバナトチノミの実。

　19:00頃、母帰宅。娘が買い物したいと、今日もイオンで晩御飯。 

2017
05-22
（月）

　娘、中間試験。
3年になって選択科目が増えた（？）ことからか、1日に1科目を4日連続という、豪華な試験日程。 

2017
05-27
（土）

　昨日の雨は上がっているものの、曇天。庭の苺、畑、トウモロコシ。
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　雨でエゴノキの蕾も落ちて、やや緑がかる北公園。

　花二景と、猫会議。

　大仏さんのお寺。
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　カモフラージュ雀、浮かぶカルガモ、用水で朝食中の２羽。

　今日もトマトを半分個。キュウリも買いました。

　昼前、日本蕎麦で、朝昼兼用。

　夕方の散歩。出がけに、苺のご褒美。今季初。
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　夕方散歩、近づく夏。芙蓉、洋梨、桑の実に花。

　うどんで夕食。腹いっぱいになってしまい、豊田クラフトビール祭へは、出走中止。 

2017
05-28
（日）

　薄曇り。
昨日デビューの雛11羽を見に、黒川へ。畑、ヤマボウシの花。

　癒しの11羽。
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　帰宅して朝食。そして、地区会のグリーンベルト清掃。
お土産はいつもの。清掃後、隣の末っ子に遊んでもらいました。

　写真の整理中、耳慣れない音。グローバルホーク！。

　娘は、体験教室へお出かけ。一匹は、光合成。
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　母もフラの出演でお出かけ。母は夕食は済ませてくるらしい。
じゃあと、父と一匹は、夕方散歩。

　咲き始めたブルーサルビア、色づく紫陽花。

　娘を豊田駅でピックアップして、ビッグボーイで夕食。帰宅したら、母も帰っていました。 

2017
05-30
（火）

　連日の真夏日。まだ、五月なのに･･･。 

2017
05-31
（水）

　「広報ひの」に、国道20号バイパスの事業着工の記事。景色が変わる前に、写真にしておこう。

27/28ページ瑞季と「コナン」の部屋（2017年5月）

2017/06/01http://coah.pro.tok2.com/MizukiAndConan/2017-05.html



　朝。豊田駅のツバメ、だいぶ、大きくなっていました。

　父は会社をズル休みして、午前中、国立公文書館の企画展示「跳べ日本の翼」へ。

　午後は、航空史の先輩お二方人と、千葉県の市川市。行徳の郵政博物館・郵政資料センターで、2時間今日の資料見物。

　資料見物を終えて、お茶。因みに先輩二人は、同じ寅年。一回りと、二回りで、「寅年三兄弟」。 
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2017
06-01
（木）

　朝から、シトシトの雨。暑さは和らいでくれそう。
と思ってたら、出勤の頃には上がってしまい、余計暑苦しく･･･。 

2017
06-03
（土）

　朝から快晴。暑くならないうちに、早めの散歩。

　道沿いの花たち。

　池の鯉、朴の木、新TOMの雄姿。
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　帰宅時、苺のご褒美、二粒。

　朝食して、航空自衛隊府中吉 開庁60周年記念オープンフェスタでの、展示飛行を身に。

　四機にる航過飛行。OH-6、T-4、U-4、C-2。C-2は岐阜基地からのリモートで、ここで初対面になるとは思ってもみませんでし
た。

　ゲートガーディアンの2機に挨拶して、撤収。
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　昼過ぎから、活発に横田基地から離陸続く。韓国空軍のF-16も。

　腹減らずして、コンビニで昼食を購入。

　日野レンガホールに、写真展「日野の人々」を見に行く。
そして、夕方散歩。日差しは強いが、低湿度気と風があるせいか、過ごしやすい感じ。

　夜も腹減らず。卓球のチョーレイ張本と美宇ちゃんを見てから、買い出し。
夜も、離着陸は活発。そして、気温が下がり、Tシャツ一枚では寒いくらい。風呂にて温まる。 

2017
06-04
（日）

　昨夜からの肌寒さに、曇り空。それにもめげずに、浅川方面へ散歩。
現TOM、跨線橋予定地、変貌著しい上村用水、カワムツを見られなかった用水。

　着工近い事業化区間の開始地点、胡桃、いつものようにトマトの半分個。
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　カルガモの雛を見に、黒川清流公園へ。浅川での鷺に、カワセミ、ガビチョウ。

　１羽減ったけれど、癒しのカルガモたち。

　3時間半を歩いて、帰宅。珍しく娘が起きていて、三人で朝食。 

　日差しはあるも、からりとしていて、過ごしやすい日中。

　夕方前から、今日も北風。16：30過ぎから散歩。庭のユリ、いちごの前払いご褒美、ネムの木、タチアオイ。
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　アジサイ二景に、柘榴の花。

　散歩の途中、室屋選手の母国千葉大会2連覇、そして2大会連続優勝を知る。凄い！。

　夕食後の買い出しで仕入れた中に、最後の1枚が！。ようやく、12枚コンプリートの仮面ライダー・ウエハースチョコ。
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2017
06-07
（水）

　母、誕生日。贈ったアマゾンのギフトで、何を買ったやら。
娘は、運動会。風模様に曇りだったものの、暑くなくてよかったとのこと。

　そして、関東甲信地方、梅雨入り。 

2017
06-10
（土）

　夏日の天気予報に、早めに散歩。13日にむけた着替え、トウモロコシ、ホタルノフクロ。

　紫陽花、三景。

　また一羽減っていましたが、今日の雛たち。

　潔く寄付を訴える社教の幟、新しい病院、無花果、柘榴。
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　帰宅したら、母が暑さでダレており、朝食はしばしお預け。

　昼食兼用のチャーハンをいただき、午睡。
しばらくして、暑さで娘も起きてきました。

　夕方の散歩。午後からは雲もでてきて、日差しは避けられるものの、暑い1日でした。
庭のガザニア、桑の花と実、夕映えの南天の花。

　散歩後の水遣りで発見した、今季渾身の一粒。娘に献上。大きい！

　夕食はステーキガストで精をつけ、帰宅してから一匹は洗われました。 

2017
06-11
（日）

　朝方は曇り空。庭のユリ達に挨拶して、今日も西征・古いもの巡り。

7/19ページ瑞季と「コナン」の部屋（2017年6月）

2017/07/23http://coah.pro.tok2.com/MizukiAndConan/2017-06.html



　中央線沿いのお地蔵さん（？）、サイカチゼキの庚申塚に馬頭観音、長沼橋近くの馬頭観音。

　数少なくなった水田を発見。1つは、田植え中。

　そして、浅川散歩。羽干しするカワウ、シギ、ホオジロ。

　いつものところでトマトとキュウリを買って、キュウリを半分個。
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　黒川で、カモヒナ観察。ガビチョウに、道端で昼寝中だったヒナ達。数多の見守り隊員も、恐る恐る接近。

　帰宅。母娘は、フラのレッスンでお出かけ。今日の成果。

　昼は、インスタントラーメンで済ます。
娘は通常、父と母は冷やしインスタントラーメン。酸っぱくない、冷やし中華のようでした。

　すっかり曇りになった、夕方の散歩。畑、ナス、鬼灯、夏薔薇と鉄塔33号。
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　夕食は、娘のご要望にて、道頓堀にてお好み焼き。娘はもんじゃ。父・豚玉。母は欠席。

2017
06-16
（金）

　八王子で、昼過ぎに大量の雹。娘の高校でも、えらく降ったとのこと。 

2017
06-17
（土）

　朝から快晴。早めに散歩。
トウモロコシと、イオン、6羽に減ってしまったヒナ達。すっかり餌付けされていました･･･。

　タイムトンネルのような梵天山古道を抜けると、販売中の住宅地。昔の面影が全く･･･。
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　駒形下公園を抜けて、サイガ畳店さんのサボテン、多摩ドラ脇の石仏を拝んで、浅川に出て休憩。
遠くの山はお不動さんの高幡山。

　浅川を遡上。アオサギに、コサギ。

　浅川を遡上。
川沿い梨園、いつものトマト。「トマトはもう終わり」と告げられ、味わって半分個。そして、早や咲いていたノウゼンカズラ。
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　帰宅して、三人で朝食兼昼食。
その後、母娘は買い物でお出かけ。父と一匹は、午睡などして、全力でダラダラ。
　日差しは強いが湿度低く、風もあって過ごしやすい日中でした。

　帰ってきた母娘と入れ違いに、夕方の散歩。家のテッポウユリ、涼しげな花、近所の寸田。

　夕食は、丸亀。母娘は、新作の「豚おろし」、父は「牛とろ玉」。美味しかったです。 

2017
06-18
（日）

　今日は、天気予報通りの曇り。開きはじめの２丁めのテッポウに挨拶して、朝の散歩。

　近所の桃、準備中のアガパンサス、黒川のヒナ達に挨拶して、爪きりへ。
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　爪切り後の、帰り道も黒川経由で。

　日野中央公園のオナガ、いっちょ前に毛繕い中の雛。

　母も出店の「おひさま手づくり市」に、豊作のご近所の梅。
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　帰宅して朝食。

　昼過ぎ、３丁めも咲きました。

　15:00時過ぎ、母、手作り位置を終えて、帰宅。

　夕方から、小雨。一匹、出ようとせず、夕方散歩は断念。
よって、夕食は早めにスシロー。これまで持ち帰りだけだった鯖寿司が店内食OKになっていたので、早速に堪能。美味。

　そろそろ寝るかに時刻に、父の日のプレゼントをもらいました。ありがたく、使わせてもらいます。
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2017
06-20
（火）

　鉄砲ユリ、多連装に。そして、芯赤も。

2017
06-21
（火）

　父、朝起きたら喉痛。

　夏至の日の朝。鉄砲ユリは、さらにありとあらゆる方向に。

　日中は、低気圧通過に伴う暴風雨でした。 

2017
06-24
（土）

　晴れも雲ありの、下り坂気味。庭のネジバナ、収穫始まった畑、ネムノキの花。
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　ひまわり型噴霧器、ビヨウヤナギの白。

　カルガモは、見てくれは親と大差なくなるも、羽はまだ「小っさっ！」。

　収穫近づくエダマメ、松葉ボタン。
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　帰宅したら、珍しく娘が起きていて、時間をおかず朝食。

　庭の蜜柑の一粒、まったりする一匹、炎天下に咲く白ユリ。

　午後もダラダラして、夕方散歩。紫陽花、三色。

　アガパンサス、土起こしされた近所の畑、桑の実、寸田。
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2017
06-25
（日）

　天気予報通り、早朝から結構な降り。今日は、一匹の受難日か。

　母と娘は、フラのレッスンでお出かけ。

　雨の間隙を縫って散歩へ。出掛けに、お隣の末っ子に遊んでもらいました。

　散歩した後は、雨落ちず。

　昼も腹減らずで、早めの夕食へ。数年ぶりに「餃子の王将」にいき、レバニラ定食を堪能。
買い物を済ませて帰宅し、その足で夕方散歩。収穫進む畑、葱坊主、姫緋扇水仙。

　帰宅して、庭の蜜柑館札。今年は、現時点で12個（写真は、1個を撮り損ね）。
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　結局、雨は、朝しか降らず仕舞･･･。 

2017
06-27
（火）

　昼間に狂犬病注射された一匹は、元気なし。

2017
06-28
（水）

　朝、ほぼ平常。注射の影響が出やすくなっているのは、歳のせいなのでしょうか。 
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2017
07-01
（土）

　朝から、梅雨らしい雨。朝方の散歩は、断念か。 
　起きてこない娘を放置して、母と朝食。
13:00過ぎ、ようやく娘が降りてきて、小食事。

　夕方、雨がようやく上がり、散歩。
残すは蕾一つだけの家のユリ、ここ一週間で収穫が始まった畑のトウモロコシ、アガパンサス。

　ムクゲ、桑の実、木苺、百日紅。

　早めに夕食。横浜家で、ラーメン。 

2017
07-02
（日）

　蒸し蒸しする朝。庭の隅に自然に生えたシマトネリコ（島十練子）の花が、満開。

　娘は、東美（東京美術学校）のAO推薦で面接に、朝からお出かけ。

　朝の散歩。アガパンサスに今季初キノコ。
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　ユリ系２つに、クレオメ。

　姫檜扇蒸水仙、もう癒されにくい仔カモ、カタツムリ。

　帰宅して、母と朝食。
暑さ故、母は一層ダラダラ。父は、扇風機を準備。

　娘、15：00過ぎに帰宅。

　ムシムシする中、夕方の散歩。ノウゼンカズラ、ムラサキゴテン、鬼灯、キバナコスモス。
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　散歩後に、都議会選挙。そして、夕食。
夜、父の実家に、雨被害伺い電話するも、被害なかった由。

　夜、都議会は小池さんのところが圧勝とのこと。圧勝は予想されたことだが、人気に乗っかっただけな印象。
選挙民も被選挙民も、「マドンナ選挙」等から、何を学んだのだろう･･･。 

2017
07-03
（月）

　娘、今日から期末試験。木曜日まで。
ただ、33℃超の真夏日。湿度もあって、夜も寝苦しかったです。 

2017
07-04
（火）

　娘、東美からの内定届く。まずは、行く場所は確保できたという感じ。

2017
07-07
（金）

　母、○2で犬用オットットを仕入れる。

2017
07-08
（土）

　朝から快晴。高気温。 
　トウモロコシの収穫を終えた畑に挨拶して、朝散歩。
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　アガパンサスに、風車、今頃孵化させたツバメ。

　キノコ、ノウゼンカズラ、アベリア、桔梗。

　ハグロイトトンボ、アメンボ、シオカラトンボ。

4/26ページ瑞季と「コナン」の部屋（2017年7月）

2017/09/02http://coah.pro.tok2.com/MizukiAndConan/2017-07.html



　「だれ？、どっち？」な、元雛。今季は、終了。

　帰宅後に、母と朝食。暑さにダレる。

　今日の最高気温は、33.0超だった模様。
「よくあんな暑い部屋で、よく寝ていられるなぁ」の娘も、さすがに起きて、三人でダレる。

　17：00過ぎに、夕方散歩。まだまだ、暑い。
地区会夏祭りのポスター、苔光る北公園、七幼の夏祭り、ブッドレア。

　夕食後のアルプスでgetしたウエハースで、エグゼイド最終シリーズのコンプリート。
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2017
07-09
（日）

　昨日より、風が少し涼しく感じる早朝。
谷地川へ、早発ち散策。畑、サイゼリア駐車場のお社、高倉さん。

　田島橋から谷地川を西上。南多摩変電所を過ぎると、よく似た姿の鉄塔も。宇津木まで出てUターン。東下の道程。南多摩変
電所とアオサギ（〇部分）。

　シオカラトンボ、産卵中のオイカワ。橙色は婚姻色の雄。

　スッポン1号、アキアカネ、スッポン2号。

6/26ページ瑞季と「コナン」の部屋（2017年7月）

2017/09/02http://coah.pro.tok2.com/MizukiAndConan/2017-07.html



　日野用水取水口まで出て、休憩。この用水は江戸時代前の450年前に掘られたもの。右写真はその記念碑も、近くへ寄れず。

　帰路。東光寺のお神明さん、七ツ塚の金毘羅さん、三本杉さんにご挨拶。

　約11km・4時間近くを歩いて、帰宅。母と娘は、フラのレッスン帰路。
水遣り、裏の草むしりして、シャワー浴びてから朝食。

　仮面ライダーとブラタモリを見ていたら、昼マックとともに母娘帰還。
昼食したら、午睡。一匹もダウン。

7/26ページ瑞季と「コナン」の部屋（2017年7月）

2017/09/02http://coah.pro.tok2.com/MizukiAndConan/2017-07.html



　夕方もまだ暑い中、散歩。
旭ヶ丘中央公園の木々を抜ける風は涼しく、極楽でした。

　夕食は、ココイチのカレー。
帰りは山道を使い、途中の新井橋で、花火が上がるのを見ました。府中競馬場での花火大会だった模様。 

2017
07-10
（月）

　今日も暑かった。6日連続で真夏日とのこと。
母、暑さからご機嫌麗しくあらず。 

2017
07-12
（火）

　連日の真夏日で、母も庭の草木もグロッキー気味。
今朝は府中会議なので、ゆっくり出。庭に水遣り、蜜柑観察。1個写っていないけど、大きくなっている13個たち。

2017
07-14
（金）

　夏の全国高校野球大会、八王子桑志。八王子実践に21：0で5回コールド負け。 

2017
07-15
（土）

　朝から、暑っ。 
　畑、ニラの花、百日紅、リゾート感漂うゆいま～る多摩平の森。
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　アブ、清水谷の（ほぼ大人）の日本トカゲ、若宮さん。

　一番橋から浅川を西上。梨園、コサギ。

　平山橋で、暑さに負けて退却開始。途中、図書館下湧水にて、コナンに水遣り。
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　最後は、豊田駅のツバメ。目が明き始めた左の巣、2つの黄色いクチバシの右の巣。

　帰宅して、庭木に水遣り。娘も起きてきて、三人で日本そばの朝食兼昼食。
食後、めいめいに午睡。

　午睡後にボーとしていたら、はや夕方散歩の刻限。
南のソた、咲き始めたグリーンベルトの百日紅、片方落ちた西洋なし、成長する寸田の稲。

　夢庵で夕食。その際の夕景。そして、帰りのアルプスで仕入れた電王にゼロノス。
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2017
07-16
（日）

　今朝は、暑くなる前に朝散歩へ出発。
古株のキノコ、ひまわり、サルスベリ。

　中込の踏切を越えて、浅川へ。サイカチゼキ沼には、今年もガマの穂。

　長沼橋まで出て、水田観察、サイカチゼキ由来を記す公園看板。
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　滝合橋から右岸へ出て、平山橋まで散策して、帰路へ。

　帰還途中のオニユリ、アメリカ芙蓉、来週の準備。

　娘も起きてきて、朝食。昨日から買い物していたとおり、餅。

　夕方前に、母と娘、娘の成人式の着物の物色へ。最後のを気に入ったとのこと。
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　父と一匹は、暑さに耐えて、夕方の散歩。
曇がちな夕陽、鬼灯、ビバヒルズのサルスベリ。

2017
07-17
（月）

　「海の日」の朝は、ベタ曇り。

　畑、サルビア、ショウリョウバッタ。

　首都大学東京・日野キャンパス、「工場跡地の無機質感まだ消えず」の三景に、今季初ヌケガラ。
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　高倉町を散策。アルプス55周年、ヘアサロンの宣伝、準備なった自治会祭り会場。

　朝食は、co-opのパン屋で調達。
早稲田実業対芦花の高校野球を見て、105本目の清宮くんホームランを見る。 
　午後から青空になって、都心では今季初の猛暑日。八王子でも、34.8度だった模様。

　夕方散歩。16：00に行こうと一匹が熱い視線を送ってくるので出てはみるも、一匹もすぐ後悔した様子。
それでも、日陰を縫って、小一時間の散歩。グリーンベルトの下は、いい風が。

　関東を含む広域で、梅雨らしい雨ないまま、梅雨明け。
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2017
07-19
（水）

　父は府中で会議だったので、終了後、直帰。
豊田駅では、これまでの２つに加え、紀の国屋さんところでも3羽が孵化していまいた。

　今夜も寝苦しいと思いきや、涼しい風で、極楽な就寝。 

2017
07-20
（木）

　娘、終業式。高校最後の夏休みに突入。 

2017
07-21
（金）

　父、シャワー後に信玄餅アイスを、食す。 アイスの中かから出てきた（冷えているはずの）黒蜜が、ものすごく甘かったです。

2017
07-22
（土）

　朝から暑いが、健全に朝散歩。キュウリが終わった畑。

　豊田駅ツバメ、三巣。元気に成長中。

　石の上で涼みながら猫会議、カマキリ、オニヤンマに似たコオニヤンマ。
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　帰り道。新TOMは、来月オープン。

　帰宅して、庭木に水遣り。そして、シャワーして人心地。

　流石の娘も暑かったのか起きてきて、三人で朝食。
あとは、めいめいにダラダラ。ただ、コナン何となく元気なく、体温も低め。軽い熱中症かも。
水を多めにのませて、様子見。

　夕方、一匹自ら「散歩行こう」とお誘いを受け、近所一周。
公園で見た飛行機、頭垂れ過ぎのオニユリ。
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　地区の夏祭り。今年の歌姫が、浴衣姿で降臨中。

　丸亀で、夕食。父と娘は、量は違えど同じ「ぶっかけスダチおろし」、そしれ三人が天ぷらに「きす」。
帰宅して、札幌への荷造り始まる。 

2017
07-23
（日）

　薄曇り。今日は、暑くはならなさそう。

　畑に挨拶して、2日めを待つお祭り会場を横目に抜けて、ハケ上で見つけたお稲荷さんにお参りして、ハケ下へ。
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　工事始まった中央線跨線橋橋脚工事、長沼橋を渡って、浅川右岸へ。

　滝合橋上流護岸工事後、初めて川岸まで降りて。

　電車区公園で休憩して、洗われる中央線電車で気持ち涼む。
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　地区センターは、子供山車の前に、片付け開始。

　帰宅後、母と朝食。
昼前から、雨模様。暑いのは、一休み。 

　娘起き、めいめいにダラダラ。

　夕方前、母娘はフラの合同レッスンとかでお出かけ。
腰から下だけ人の座椅子に載せて落ち着く一匹。

　夕方散歩。百日紅五色。
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　散歩から帰ったら母娘は帰宅済み。ギョウザが食べたいというので丸喜にいくも、営業時間過ぎで閉店。
急きょ、娘が八王子で探したお店に。タレなしで楽しめる美味しいギョウザでした。

2017
07-24
（月）

　母娘、今日から北海道へ避暑。8/2まで。
父は定時に退社。まっすぐに帰宅して、晩ご飯あげ。食後の夜散歩にて、父の晩御飯をコンビニで購入。 

2017
07-25
（火）

　朝、朝食をあげて、6時前に朝散歩。そして、昨晩買っておいたパンで朝食を済ませ、早めに出社。 

2017
07-26
（水）

　日中気温、30℃へ届かず、涼しい1日。
夜はタオルケットが欲しいほどで、一匹はくっついてきて寝ていました。 

2017
07-28
（金）

　午後から、父は筑波で会議。終わって直帰。
給食・散歩してから、野菜スープ作りに、アルプスへ買い出し。さっそく、仕込む。 

2017
07-29
（土）

　曇り空。野菜スープで朝食。

　朝散歩。一番朝顔、畑に挨拶、北公園のイガ栗。
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　朝の熱気を静かに待つ多摩平二景、黒川清流公園の猫会議。

　豊田駅燕。紀ノ国屋さん、右の巣から落ちるもエサももらえている一羽、その兄弟。

　ミンミンゼミ、？。
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　昨日Openの薬屋に道頓堀、足つぼ、成り年（？）のザクロ。

　帰宅して庭木の水遣りや洗濯、腹が減ったので、また野菜スープ。そして、食べたら追加仕込み。

　特にすることもないので、午睡。目覚めれば雨が降っていて、次第に強く成り、夕方散歩は断念。
アルプスで買い物して、夕食。今年も堪能、スーパー大盛野菜炒め。

22/26ページ瑞季と「コナン」の部屋（2017年7月）

2017/09/02http://coah.pro.tok2.com/MizukiAndConan/2017-07.html



　食後、結構な降りの中、決行の昭和記念公園花火大会をJ:COMの生中継で見る。
雨で窓は閉めているが、大きいのは音が入ってくる。TVで上がって歓声が響き、3秒ほどして我が家にも「ドーン」。その度に、一
匹は窓に向かって「ウ～ッ」。

2017
07-30
（日）

　早朝より雨。散歩いけるか？、よさこいはどうなる？

　雨あがらず、フテ寝する一匹。
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　朝食と、早めの昼食。

　12時過ぎに、ようやく雨が上がり、散歩＆よさこい見物。

　豊田ビールを片手に、踊り見物。「可愛い」と高評価だった一匹、j：com櫻井さん見っけ、いつより多めに。

　熱気と湿気、踊り三景。
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　そして、16:00過ぎ、フィナーレの総踊り。セーラー服のお嬢さん3人は、たぶん、日野のご当地アイドル。

　熱く、総踊り。それを見て、撤収。
蒸し暑い中、踊り子さん、スタッフの方々、取材されていたj:comの方々、見物人の方々、お疲れさまでした。また来年。

　今晩も野菜炒めなれど、適量に。
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2017
07-31
（月）

　今朝も、野菜スープ。

26/26ページ瑞季と「コナン」の部屋（2017年7月）

2017/09/02http://coah.pro.tok2.com/MizukiAndConan/2017-07.html



2017
08-01
（火）

　朝から、えらい湿度。一方、野菜スープは汁気がなくなり、今日でおしまい。

　豊田駅燕。この巣も無事巣立ちました。

2017
08-02
（水）

　昨晩は雨で夜散歩に行けていないので、今朝は早めに散歩。

　そして、今日は、避暑組が帰京の日。
一匹からは、熱烈大歓迎だったとか。 

2017
08-03
（木）

　昨夕は雨で散歩に行けなかったためか、朝、お誘いを受けたので、散歩。

2017
08-05
（土）

　朝から、蒸し蒸しする日の散歩。
抜き身、アブラゼミ、セミ合唱団集結中のグリーンベルト、木芙蓉。
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　さて、今日から父の実家へ、顔見世興行＆佐渡旅行。コナンを預けて、出発。
久しぶりに中央道を使うも、相模湖あたりで娘が「コンタクト忘れた」と宣い、家へUターン。
1時間以上ロスして、ようやく辿り着いた諏訪湖で休憩。

　いつもより遅れるも、夕方には到着。

2017
08-06
（日）

　朝、堀を散歩。

　今日は、直江津から佐渡へ。
乗るのは、高速カーフェリー「あかね」。カタマランで、時速30kt。早い、早い。
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　佐渡での第一観光は、「たらい舟」。4人で、ユラユラ。娘は、漕ぎにも挑戦。

　第二観光は、宿根木にて古い町並みや家の中を見学。お願いした地元中学生のボランティアガイドも、素朴で良かったです。

　第三観光は、復元された千石船「白山丸」。その大きさに、圧倒されるばかり。
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　第四観光は、朱鷺。意外な小ささに、認識を改め。

　第五観光を兼ねて、今宵の宿へ。団子（）がうまかったWelcome抹茶に、部屋からのプライベート空間。
団子（沢根団子）は、チェックアウト時、お土産に購入しました。

　プライベートガーデンからの夕景。絶景。余人とも、外で眺めていました。

4/21ページ瑞季と「コナン」の部屋（2017年8月）

2017/09/10http://coah.pro.tok2.com/MizukiAndConan/2017-08.html



　宿の夕食も美味しく、この時期にしてはカニが絶品でした。

2017
08-07
（月）

　朝風呂後、磯へ散策。大きいカニも、朝の散策中。

　二日目は、まず金山へ。
この日は上越市で37℃超の猛暑日で、佐渡でも高気温。一方、金山の坑道内は10℃で冷え冷え、外に出るとモァ～で温度差と
戦う金山見物でした。
見るために寄り道諦めてを2回繰り返した「道遊の割戸」も、コース通りに進んでいって念願の姿を拝見。で、記念撮影。

5/21ページ瑞季と「コナン」の部屋（2017年8月）

2017/09/10http://coah.pro.tok2.com/MizukiAndConan/2017-08.html



　金山の後は、売店もキンピカなゴールドパークで砂金取体験。皆、ふた粒程度は探りあてました。

　行きたいところは行き尽くしたので、港へ。小一時間ほどあるので、港近くの資料館で、時間つぶし。
小木と八王子との関係や、金山奉行や八王子代官や高田藩主・松平忠輝の附家老でもあった大久保長安も。
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　帰りの「あかね」に乗船。国道350号を、一路、直江津へ。

　上陸後、「上越の湯」にて汗を流してから、帰宅。 

2017
08-08
（火）

　台風接近が心配されるも、雨はまだ。
ではと、大正期から現役続行中の映画館「高田世界館」を拝みに朝散歩。
ここは、登録有形文化財そして近代化産業遺産と固めも、中学高校時代は日活の映画館だったので、憧れも禁断の館でした。
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　8時前から雨になり、次第に強く。昌子伯母が来てくれるを待って、歓談ののち、11：00過ぎに東京へ出発。
妙高を超えると雨は上がり、そのまま台風の影響もなく、横川SAへ。釜飯を買って、スタバ休憩だけして、再び高速へ。

　渋滞もなく15：00過ぎに、帰宅。
コナンを預け先から拾って、いつもの生活へ。夕方散歩時には、東の空に虹も。

2017
08-09
（水）

　全国的に猛暑、広範囲で酷暑。都心も37℃を超え、府中市でも超えるも、多摩川以西の日野や八王子は36度台。 

2017
08-11
（金）

　山の日連休の初日。朝からの小雨も9時前に上がったので、散歩しはじめるも、途中で降りだして撤収。
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　母と朝食。食後は、何かをするわけもなく、高校野球を見て過ごす、贅沢な1日。

　娘、昼過ぎに起き、ラ王（袋麺）を朝食・昼食兼用に食べて、部誌の表紙イラスト製作に邁進。
父と一匹は、夕方に散歩。

2017
08-12
（土）

　払暁の雨は止んでくれて、朝の散歩。

　昨日の雨で、梅雨時のようにキノコが出ている北公園。
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　アオスジ、シジミに、アゲハ。

　庭のトウガラシとトレニアに、ショウリョウバッタ。

　娘も起きて、三人で朝食。
天気は小康状態で、時折、青空。降りてきたC-17。「夏の午後　見上げる空に　来たる17」

　甲子園は、両北海道代表は初戦敗退も、新潟県は勝利。

　母は近くのマンションで「盆フラ」とか。

　夕方散歩。
北公園での、C-17の上がり、新顔キノコ、ちびゴーヤ、てっぽうユリ。
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　夜、伸びする一匹。

2017
08-13
（日）

　朝、原稿整理に熱中し、散歩出遅れ。母と娘がレッスンへ出たあと、朝食して散歩。
畑に挨拶、北公園の白キノコ二景。

　今日は、これに多く対面しました。
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　黒川のハケのキツネノカミソリ。そして小さな親子連れで賑わう湧き水の遊び場。

　買い物やら色々してくると連絡あり、父の昼食はインスタントラーメン。

　夕方前に母娘帰宅、その足で早めの夕食へ。

　帰ってきて、雨が止んでいたので、晩散歩。畑には、コウモリが舞っていました。

2017
08-16
（水）

　今日も、朝から雨。東京は、今月に入っては雨が降らなかった日なしだとか。
低めの気温と日照不足で、お米の出来が心配。 

2017
08-19
（土）

　薄日射す朝、立川飛行学校場戦前史原稿を手直ししてから、散歩。
北の青空、キノコ、ツユクサ、百日紅。
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　この長雨は、山王さんのハケにもニョキニョキを促進。

　天候回復、家内安全、世界平和を祈願して、若宮さん、大仏さん。

　浅川沿いを散歩して、お地蔵さんに、図書館間八幡にもお詣り。
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　ツマグロヒョウモン蝶。

　帰宅後、母と朝食。３週間ぶりの散歩らしい散歩で疲れたのか、人の座椅子を占領する一匹。

　御詣り四連発が効いたわけではないだろうが、蒸し暑い「夏」が戻ってきて、堪能。蝉の声さえ、いとおしい。

　てな感じで汗だくで原稿書きしていたら、一転俄かにかき曇り、「降るよ、降るよ」の黒い雲。
「こりゃいかん」と夕方散歩へ。近所も同じらしく、犬に会う、会う。
　そして3枚目の写真直後に、一気に豪雨モードへ。ギリギり、帰宅。
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　夕食時も、豪雨。中央道国立～八王子間で、土砂崩れにより通行止めとか。崩れる崖は、日野くらいか？ 

2017
08-20
（日）

　朝からどんよりした雲。早朝散歩は諦め、原稿書きに邁進。
仮面ライダー見てから、朝の散歩。昨夜の豪雨に耐えたキノコ。

　3～4ブロック行ったところで、小雨が降りだし強くなってきたので、退却。 

　母娘はフラのレッスンでお出かけ。父は、高校野球三昧で、夏を満喫。
昼過ぎ、母娘昼食とともに帰宅。食後に眠くなろ、午睡。

　ドンヨリとした空の下、夕方散歩へ。

　北公園は、キノコ天国。
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　旭ヶ丘中央園、施設工事が始まっていました。

　午後6時、コナン、満9歳の宴。

　母は、今宵、飲んだくれの会。出掛けにつくっておいてくれた夕食を、娘と。
満9歳は、至福のうたたね。
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2017
08-24
（木）

　帰宅中の22：30過ぎ、グローバルホークも家に帰って行きました。
通常の飛行機は、翼端灯が主翼右が緑色、左が赤色と定められているのですが、グロホは色付き翼端灯あるも両端とも白の衝
突防止灯も点滅。
その点滅リズムもパパパッ、パパパッというもので、通常の飛行機とは違っていて、すぐ分かります。

2017
08-26
（土）

　朝から既に暑かった散歩。畑の韮の花、セミ、旧TOM。

　橋脚工事始まった、跨線橋。
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　賽銭ドロの企てに耐えた平山八幡さんの賽銭箱、弁天さんにもお詣り。

　浅川。ショッカーのアオサギ怪人に、平山橋から見えたスッポン。

　帰還して、庭木に水遣り。大きくなった蜜柑、昼食後に寛ぐ一匹。
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　食後しばらくで、親子三人と一匹がうち揃って午睡。気づけば、早や夕方散歩の刻限

2017
08-27
（日）

　朝は、薄日射す曇り空。

畑に挨拶して散歩、解体進む日野自動車多摩平寮、建設はじまらぬ社教。

　立派な、怪しいキノコに、紫の可愛い花。

　今日のニホントカゲ。日向ぼっこしてました。

19/21ページ瑞季と「コナン」の部屋（2017年8月）

2017/09/10http://coah.pro.tok2.com/MizukiAndConan/2017-08.html



　帰りのイオン前水路にいた、アカと青のトンボ。

　仮面ライダー・エグゼイド（Ex-Aid）、終わる。
去年の10月に開始して45話で終了というのは、例年の50話弱からは短い。幾分見慣れたとはいえ、斬新過ぎた外観のせい･･･
だろうか。

　母娘は、夕方前にフラのイベントで揃ってお出かけ。
父は、散髪。今日は空いていて、すぐやって貰えました。待ち客なしは、初めてでした。

　高円寺阿波踊りのJCOM生放送で櫻井さんのMCを拝見して、夕方散歩。
西の空、（特に意味なく）34号鉄塔、2週間経って熟れたチビゴーヤ。
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2017
08-29
（火）

　SECOMから、「ご実家の方と連絡が取れません。」と、電話。
姉ちゃんとも連絡つかないとのことから、「二人で温泉」と断定。 

2017
08-31
（木）

　朝から、ひんやり。8月ではない感じ。

　夜、「ご実家の方」から、電話。島根県の松江に二人で2泊してきたとのこと。

　サッカー日本代表、豪州に勝利し、W杯ロシア大会へ出場を決める。1点目の浅野（22）、2点目の井手口（21）。

　今日は若い選手が多く出ていて、走る・走る。監督の思い切った若手主体の起用で、久しぶりに、いい試合を見せてもらいまし
た。
さて、次は本番。一次リーグを突破してみせろ、青きサムライ達！。
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2017
09-01
（金）

　朝から、秋めいた空に気温。
娘は、始業式。 

2017
09-02
（土）

　台風による昨夜からの雨止まず、気温も上がらず、朝散歩は延期。

　9時過ぎに雨が上がったので、散歩へGo。

　一匹のオヤツを買いに立ち寄った○2で、消防庁のアンケートに答えてもらった「家具転倒防止パッド」。

　娘はお出かけ。父母は朝食して、のんびり。台風もどこかへ去って天気も回復、夏が戻ってきました。

　夕方の散歩。カナブン、木芙蓉、紫百日紅、赤百日紅。
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　娘は済ませてくるとのことで、父母で夕食。長崎ちゃんぽんで、野菜たっぷり。
帰りに立ち寄ったアルプスで、明日放送開始の仮面ライダーのチョコを購入。

2017
09-03
（日）

　秋晴れ。気温低め。

　母娘はフラの合同イベントで1日中お出かけ。父と一匹は、秋の遠足へ。
父は、今日から新型スニーカー。NIKEコートロイヤル。

　畑に挨拶して、凛々しく出発。ゆいま～る多摩平の森、山王下の花、若宮さんと大仏さんにもご挨拶。
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　遠藤和泉守、堀之内の石垣、水田。

　堀之内の発掘現場、残って欲しい望楼、水田がなかった滝坂下。

　堀之内のトビ、トンボ。

　天満宮、金山神社、金山さん脇の水田、別府さん。
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　足を伸ばして仲田の森蚕糸公園、精進場、咲いていた彼岸花。

　西へ進んで、例大祭準備中の八坂神社。

　消防団倉庫と写真、そして夏にできたホテル「ブーゲンビリア」。その名に合わない、ただのビジネスホテル。

4/23ページ瑞季と「コナン」の部屋（2017年9月）

2017/10/01http://coah.pro.tok2.com/MizukiAndConan/2017-09.html



　鎌倉期よりの古刹・大昌寺さんで、しばし休憩。

　大昌寺さん近くでの、今昔写真展を見学。
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　帰路へ。お神明さん、ハケを上って、家路。帰り着くなり、一匹はバタンキュー。

　今日の遠征路。15km弱、4時間ちょい。往路に復路。

　朝食しながら、仮面ライダー。今日から、ビルド。

　その後ブラタモリを見たら眠くなり、一匹とうち揃って午睡。

　夕方前に母娘帰宅。ひとしきり騒いだあとで、夕方の散歩へ。
夕景、出始めたススキ、木芙蓉。
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　夕食は、サンガムのカレー。王道のバターナン、美味し。 

2017
09-09
（土）

　秋晴れの1日を予想させる朝、庭の朝顔と畑に挨拶して、朝の散歩。北公園では、でっかいキノコにも遭遇。

　オオシカシバに、仮面ライダー1号の素。

　黒川清流公園の木芙蓉、彼岸花、謎の花？（実？）

　ヒョウモン蝶に、朴の実。
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　帰路、盛りの韮の花。

　帰宅すれば、昨晩早寝した娘が起きていて、一家で朝食。

　日中、夏が帰ってきたかの日差しに、午睡。

　夕方散歩。はきはじめた長山団地の紅白曼珠沙華、色づく葡萄。

　三人で夕食は、横浜家。揃ってミソラーメンを注文、量と辛さ、汗とに苦戦も、堪能。 

2017
09-10
（日）

　今朝も、秋晴れを予感させる気候。
畑、白彼岸花、赤彼岸花、気の早い紅葉。
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　見上げないキジバト、見上げないミンミンゼミ、蝶。

　昨日の紅・明後日の蕾・今日の白、今日のアップ、ザクロ、色づき庭の蜜柑。

　朝食後、フラのレッスンへ行く娘の送迎を買って出て、送り。
その後、16日のブルー展示のある冨士森公園へロケハン。
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　「こんな写真がいい」なの数箇所を確認し、公園内の浅間神社に15日（予行）・16日（本番）の天気をお願いして撤収。

　娘をピックアップして、家路。昼は、ロッテリアが食べたいとのことで、イオンへ買い出し。
家で「絶品バーガー」他やバケツ・ポテトを堪能して、三人＋一匹、揃って午睡。 

　まだ日差しは強い中、夕方の散歩。残照の夕映三景。

2017
09-15
（金）

　ブルーが予行で八王子を飛ぶので、会社はお休み。朝の散歩も、気はそぞろ。
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　庭木に水遣り。コスモス、トレニア、日日草、トウガラシ。

　予行い時間前に家を出て、今日は野球場ブルー見物。予行ファンも、そこかしこに。

　ブルーのOpening、ダーティツリー・パス、Endingのサンライズ。
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　帰宅したら、明日からの横田基地友好祭に展示される航空自衛隊機と玄関で遭遇。

　夕方散歩。明日は天気？、オシロイバナ、偶然？

2017
09-16
（土）

　ブルー＠八王子、本番。厚く、低い雲。気もそぞろに一匹と散歩を済ませ、傘を握り締めて八王子へ。
八王子駅ではトイレもバス停も大混雑。急きょ、徒歩にて会場へ。雨が、ポツリポツリ。
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　ブルー、直前に天候偵察。機体が白く見えて嫌な予感が走るも、遠くで旋回中だった編隊が「ブルー、スモークオン！」。
Openingのワイドローパス、リーダーズ・ベネフィット。

　ポイントスター、スワン、グランドクロス。

　エシュロン、「花と緑の街づくりフェア」に合わせたツリー、そしてフィナーレのフェニックス。
航過系に切り替わったものの、自分を含めて周りの方々は声をあげて楽しんでいました。「ブルー、来てくれてありがとう。」
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　ブルーが終わったら、駅まで歩いて、今度は横田基地友好祭へ。八高線は、ブルーからの流れで、混んでいました。
バージョンアップされた拝島駅の案内板、第5ゲート、ペイトリオット。

　司令官機with鳥居、こんな天気でもビール。

　空き目立つ展示スペース。迫りくる台風もあって、軒並みキャンセル。そして、大きい方の鳥居。
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　今年の目玉、グーバルホーク。

　スマホと人間のバッテリー切れが近くなったので、撤収。
帰宅は16：00前。直後に、母も帰宅して、早めの夕食。雨により、一匹の夕方散歩はキャンセル。 

2017
09-17
（日）

　九州・四国に迫る台風が刺激した秋雨前線により、朝からずっと雨。
娘どころか、予定イベントが中止になった母、父すらも外へ出ず。

　　雨止まず　散歩も行けず　日を終える
　　寝間着のままの　秋の寒空 

2017
09-18
（月）

　「敬老の日」は、台風一過で、好天・高温。
一匹は勇んで散布。父は、 土曜日に とっておきたかったこの天気。

　黒川では台風の風で倒木もあったものの、秋の気配も。
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　あの天気でもブルーが飛べたことに、御礼言上の若宮さんに大仏さん。

　浅川、彼岸花、原っぱで格好つける一匹（見切れ）。

　蝶、気の早い紅葉、青空に富士山と平山橋そして浅川土手の彼岸花。
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　帰宅して朝食。フラのイベントに母娘を送った足で、一匹の爪切り。その後、日野中央公園を散策。

　日野中央公園では、日野ミュージック・フェスなるイベント開催中。
羽を生やした日野のご当地アイドルのステージを見て、帰還。

　夕方に、散歩。土曜日にとっておきたかったなぁ、今日の天気。
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2017
09-19
（火）

　父、人間ドック入り。
検査が終わって、朝から河原で休憩。そして、すべて終わり、タコさんに挨拶して帰還。

　夕方の散歩。秋明菊と四中。

2017
09-23
（土）

　秋分の日も、朝から雨。9時前に上がってくれたので、散歩。
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　母は、昼前からフラでお出かけ。

　気温はあまり上がらず、寒がり「ぼんず」は、ふとんや人の上でスヤスヤ。

　夕方の散歩。出掛けのハーク、〇2でのMD11、秋の空。

　散歩から帰ると、母帰宅済み。買い出しして、夕食は「伝家のほうとう」。今季初。 

2017
09-24
（日）

　秋晴れには程遠い、曇り空の朝さんぽ。
お彼岸を済ｇたので、ご近所三社にご挨拶。
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　高倉さん。鳥居と狛犬（狛狐？）は、昭和39年の奉納。

　八王子市高倉町から日野市多摩平をブラブラ。
新しいパン屋さん、一棟だけになった昭和、散歩終わりの青空。
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　母娘はフラのレッスン。朝食して、仮面ライダーとブラタモリを見る。

　母娘帰還。休憩後、昼食マックを買い出し。
またしても、ポテトで満腹になる。しばし、午睡。

　夕方に、散歩。

2017
09-30
（土）

　曇り空。遅めの散歩。
庭のコスモス、雄姿、木芙蓉の綿毛、身割れ始めた柘榴。

　桑志高、第11回桑志祭。娘、7時頃に学校へ。父母は、朝食して見物しに。
門、クラスの看板、「さんのべぇ」の3年B組クラス看板。3年が一番手が込んでいるさい、3Bのがデキが一番良かった。
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　クラスの店。手が込んでました。遠くに、「売り子」中の娘。

　マンガ部の看板と、娘製イラスト。

　色々と冷やかして、退去。イーアス高尾に初見参し、帰りに「一発ラーメン」で満腹。

22/23ページ瑞季と「コナン」の部屋（2017年9月）

2017/10/01http://coah.pro.tok2.com/MizukiAndConan/2017-09.html



　家にて、父は原稿整理。母は、午睡。

　夕方、綺麗な夕日の中を散歩。
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2017
10-01
（日）

　10月最初の日曜日、秋晴れ。
娘、寝坊して朝食も早々に登校。

　男組は、谷地川方面に朝散歩。往路はいつもと道筋を変えて、高倉調整槽の横を抜けて。

　URの実験塔、塗り直しかと思ったら撤去とのこと。勇姿を記憶に焼付つけよう。

　谷地川を穏やかに散歩。

　蝶、キセキレイ、セグロセキレイ。
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　川に別れを告げて、ハケ上へ。

　東光寺の栗を見てから、家路を急ぐ。

　朝食後、ダラダラ。

　あっというまに、夕方散歩の時刻。
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2017
10-02
（月）

　ミラーマンが立っていそうな、朝焼け。

2017
10-02
（月）

　娘、明日まで文化祭の代休。 

2017
10-06
（金）

　昨日から、急に秋が深まり、上着を装着。日中も、11月中旬の寒さ。

　夜、仮面ライダー・チョコウエハースのビルド第一弾、ようやくコンプリート。

2017
10-07
（土）

　朝は、昨日から続く雨で、ひどく寒い朝。
9時過ぎになってようやく雨も上がって、散歩。
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　昨夜早寝した娘も起きてきて、三人で朝食。

　昼過ぎ、母娘は買い物。父と一匹は、くっついて暖。

　夕方前から天候やや回復して、夕方散歩。

2017
10-08
（日）

　今朝は、秋晴れ。勇んで、散歩。庭木と畑に挨拶。
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　中央公園前通りの跨線橋橋脚工事、進行中。

　水田を見に行ったら、ちょうど、収穫作業中。

　浅川は、昨夜の雨で水カサ増し増し中。鳥サンも休憩。
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　浅川は、昨夜の雨で水カサ増し増し中。鳥サンも休憩。

　蝶、二景。

　気温、みるみる上昇し、夏日。引っ張り出したかけ布団を、天日干し。

　父、午後から、立川で小用。帰宅して、すぐ夕方散歩。
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　夏の気候に揺るがず、夕飯は「家しゃぶ」で汗かき。 

2017
10-09
（月）

　「体育の日」の休日、朝から好天。秋の青空！。

　黒川清流公園も、秋めいてきていました。柿、クサギ、湧き水の路

　ホトトギスに、コムラサキ。
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　帰り道の秋。朴葉の落葉、ギンナン、天空の箒。

　帰宅して、わが家の秋。コスモス、名知らず、もう直のリコリス。

　三人で朝食。母娘は、午後からフラの合同レッスンとか。

　留守番組の父は、原稿整理、一匹は昼寝。
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　夕方前に、母娘は帰宅。そして男組は、夕方の散歩。

2017
10-12
（木）

　庭のリコリス、咲きました。

2017
10-13
（金）

　昨夜から、冷えてきました。雨も降っています。 
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2017
10-14
（土曜
日）

　昨日からの雨で、ひどく寒い朝。11月下旬の気温とか。 一瞬の雨上がりをついて、出すもの散歩。

　雨は上がるも気温は上がることなく、夕方。洋梨、柘榴、降りてきたATIの757。

　夕食は素早く温まち、丸亀。新メニューのゴロゴロ野菜。

　夜、布団に包まって寝る一匹。

2017
10-15
（日）

　今日も寒い朝。
　娘は、お友達と立川へ映画とかで。早々にお出かけ。一匹は、雨で散歩いけず。

　母も、フラの何かで、昼過ぎにお出かけ。

　小雨の中、何度か散歩に挑戦するも、玄関開けたら外に出ずの繰り返し。
夕方になって、ようやく散歩に成功。
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　夕食は、母と父でラーメン。
風呂上がり、ツマラナイ1日を過ごした一匹に、柿の皮のご褒美。

　娘、19：00過ぎに帰宅。 

2017
10-16
（月）

　東京都心で、この日の最高気温15℃に届かず、14.3℃。しかも、0時丁度の気温。
それから時間が経つにつれて気温は下がり、雨もあって、日が出ても大きく上昇せず、正午で13.4℃と真冬並み。 

2017
10-18
（木）

　朝、霧。日が出て気て、文字通り霧散。久しぶりの青空。
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　ただ、夜半から雨。明日は、予想最低気温10℃、予想最高気温12℃と真冬並みの寒さとか。
実際は、咲いて気温は10℃を下回り、もう12月の気温に。 

2017
10-21
（土）

　昨日から雨続きで、寒い朝。
期待した午前中も雨は止んでくれず、散歩も行けず。
　災難のコナンへ、ひと月以上早い「暖か神」降臨。

　午後もずっと雨。
迫り来る台風21号に備えて、明日の分も買い出しへ。皆さんもそうなのか、アルプスは混んでました。 

2017
10-15
（日）

　台風により、今日も終日雨の寒い一日。ツマラなかった一匹に、柿の皮。
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2017
10-23
（月）

　朝方、台風が通過。交通機関乱れ、今日から中間試験の娘は、休校。

　台風一過。父のオフィスのあるビルから見た、お隣の60階建てビルと青空。

2017
10-28
（土）

　曇天も、久しぶりに一匹と散歩。
落ち葉色になりゆく北公園、どんぐり、石楠花。
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　色づく果物。レモン、柚子、西洋梨、柿。
落ち葉色になりゆく北公園、どんぐり、石楠花。

　始まる紅葉。

　木芙蓉、葡萄に柘榴。

　母娘は、フラの合同発表会で朝からお出かけ。今日は、娘の最後のフラ。

　昼過ぎから、雨。夕方散歩いけず。くっついて留守番。
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　夕方、母娘帰宅。夕食と買い出し。 

2017
10-29
（日）

　台風接近により、朝から激しい雨。散歩しけそうもなし。

　三人で朝食。
娘は、昼過ぎに、入学前のなんとかで、東美へ。大雨の中、ご苦労です。

　夕方、娘、帰宅。駅に迎えに行って、その足で夕食。
帰ってしばらくしたら、仲良く、うたた寝。

　父の実家の雨が気になり、電話。今回は、大して降っていないとのこと。
こちらも外をみたら、雨が上がって、星が見えてました。 

2017
10-30
（月）

　朝は台風一過のいい天気。で、出すもの散歩。
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2017
11-01
（水）

　父、朝から筑波。夕方、帰京の際の街路樹に、高速バスの車窓からのスカイツリー。

2017
11-03
（金）

　文化の日の、朝の散歩。

　やや出遅れ気味に「入間へGo」も、大過なく入場。

　午前中。シルバーインパルスに、飛行点検隊。
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　今年が最後、6機のC-1。

　そして、オオトリ・ブルーインパルス。
ファンブレーク、チャンジオーバー・ループ、ダブル・ナイフエッジ。

　サンライズ、キューピッド、ボントン・ロール。

　スタークロス、ローリング・コンバットピッチ、コーク・スクリュー。
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　久しぶりに、記念品を購入。それに、母娘への土産Tシャツ。今年は、21万人の人手だったとのこと。

2017
11-04
（土）

　今朝もいい天気。原稿書きを済ませて、一匹とお出かけ。
景色はすっかり、晩秋になっていました。

　もうすぐ三周年のイオン、先週の大衆で水量豊富な湧水、今日のオクトーバー・フェスト会場準備中。
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　黒川清流公園での野鳥。ジョウビタキ（雄）、キセキレイ。それに、彩雲。

　浅川に出て、川べりを散策。それに、彩雲。

　帰宅して、庭木に水遣り。菊二景に、唐辛子。
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　その時数えた、蜜柑。色づいて気づいた実もあり、その数27個。

　昼、父の実家から荷物あり。
夕方近くになって、俄かにかき曇り･･･。急きょの散歩。

5/25ページ瑞季と「コナン」の部屋（2017年11月）

2017/12/03http://coah.pro.tok2.com/MizukiAndConan/2017-11.html



2017
11-05
（日）

　快晴も、空気冷たし。

　母は「お日さま手作り市」、父はトランプさんの飛行機待ち。 

　10:00過ぎ、エアフォース1ではない方（トランプさん乗ってない方）のVC-25、飛来。

　10:30過ぎ、エアフォース1（トランプさん乗ってる方）、飛来。

　念願かなったので、ようやく朝の散歩。紅葉をさがしながら、爪切りへ。
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　朴の紅葉、ハナミズキ、銀杏、色づく多摩平の森。

　爪切り終わって、日野中央公園で休憩。

　柘榴の黄葉、すもも、蔦、十月桜。

7/25ページ瑞季と「コナン」の部屋（2017年11月）

2017/12/03http://coah.pro.tok2.com/MizukiAndConan/2017-11.html



　キセキレイ、多摩むすびテラスのけやき、みつばち。

　帰宅。娘を起こして、チューリップを植えました。花壇には、落ち葉を入れました。

　娘、一昨日買っておいたサツマイトで、スイートポテトを作り始めました。

　15：00前、母帰宅。死にそうなくらい、暇だったそうです。

　天気と飛行機に恵まれた連休に感謝しながら、夕方の散歩。 
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　金曜日のイオン、今日の爪切り時に仕入れた仮面ライダービルド。

2017
11-11
（土）

　快晴。娘は学校見学・見られる側として登校。母は、八王子アートムーチョ。
原稿整理して、留守番組は朝の散歩。今朝もいい天気。原稿書きを済ませて、一匹と散歩。
　畑、シャシニング大根葉っぱ、グリーベルトの紅葉二景。

　旭ヶ丘中央公園で、紅葉散策。山茶花も咲き始めています。
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　解体が始まった旧TOM、跨線橋鉄橋橋梁工事、平山の八幡さんに弁天さん。

　滝合橋、平山橋からの晩秋の浅川河原。

　雀、アオサギ、サギ。
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　菊に、ツマグロヒョウモン蝶。

　帰宅して、朝食。警備中の隊長に、陽当たり家庭果樹園。

　夕方、陽のあるうちに散歩。あちこちが、残照を受けて輝く。
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　18:00前、母帰宅。夕食と買い出し。

　娘は、20：00過ぎに帰宅。 

2017
11-12
（日）

　冷たい空気も、今日も快晴。母は、今日もムーチョ。

　仮面ライダー見ながら朝食したのちに、紅葉散策散歩。
畑のほうれん草、山茶花、八つ手、八重桜。

　三周年デコレーションのイオン、多摩平の欅、ユリノキ。

　今日の鳥。セキレイ、ご無沙汰だったカワセミ、眼つけのカルガモ。
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　タイ空軍のC-130、アトラスのB747。

　帰宅したら、娘が起きてて、一緒にコーヒーTime。

　その後、娘は2階へ、父と一匹はくっついて午睡。

　夕方、曇りがちの散歩。

2017
11-15
（水）

　出勤途中、多摩平第七公園の黄葉。
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2017
11-17
（金）

　庭のセンリョウの実。もうじき、ヒヨのご飯に。

2017
11-18
（土）

　朝から雨の予報に反して、まだ落ちてこず。まずは、散歩を済ませます。
畑、辛夷の蕾、八重咲きの山茶花、赤く色づいたサンシュユの実。

　落ち葉に埋まりそうな北公園、西洋なし収穫されました。
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　寒いので、近所一周で終了。朝食して、父は、次の原稿の視聴整理を開始。

　娘、起きる。 
　はや、夕方。幸い、雨は一時で済んで、夕方の散歩なる。その終盤、ライノが横田へ。4機が降りた模様。

　ラーメン屋で、夕食。

　帰って、団欒。ストーブ前と家族の間をいったりきたりの一匹。足はむこう、顔はこちらと、変わった寝方。
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2017
11-19
（日）

　冷たい空気も、今日は青空。立川で行われる、流鏑馬の日。
立川飛行場史で協力させてもらった関係で、イス席をGETしたので、家族三人で見に行きます。

　流鏑馬の前に、朝の散歩。一番橋まで出て浅川右岸の散策コースへ。

　浅川は、サギがいっぱいでした。
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　寝癖アオサギに、カワセミを見て、家路へ。

　家の近くで、自治会餅つき。

　母娘の化粧＆厚着を待って、立川・流鏑馬へ。
お披露目いあって、気分が盛り上がります。古式床しい装束に身を包んだ、今年の流鏑馬一の射手とその他の方。

17/25ページ瑞季と「コナン」の部屋（2017年11月）

2017/12/03http://coah.pro.tok2.com/MizukiAndConan/2017-11.html



　流鏑馬一の射手・二番的中！、その他の方。

　命中！。
人馬一体の技なので、馬がやけに早く走ってしまって、射る時間なく過ぎ去ってしまう残念な方もおられましたが、皆中（３つとも
命中）の方もおられ、女性や中学生、外人の射手も居らして、小笠原流師範の解説にロバートキャンベルさんの軽妙な英語解
説もあって、楽しい時間でした。午前午後合わせて、1,2000人の人手だったとのこと。

　夕方の散歩。日が落ちると、急激に寒くなります。
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2017
11-21
(火）

　今季一番の冷え込み。空は真っ青、畑には霜。

2017
11-23
（木）

　勤労感謝の日。早朝から、雨。散歩にも、立川防災航空祭にも、行けず･･･。

　10時前に朝食。少し小降りになってきて、11時前に雨止む。出陣！。会場に着く頃には、青空に。

　今年の特別塗装機。
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　E格納庫展示。R-53にプー、ソーラー機SP-1。

　快晴下の地上展示。アパッチ、コブラ、（父命名）ムーミン、ハンター。

　消防庁、警視庁、初登場のJAXA。

　午前中の飛行展示は見られなかったけれど、楽しめました。また、来年、お邪魔します。
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　午後3時半前に、帰宅。母はお出かけ中。早めの夕方散歩。

　母、フラのイベントから帰宅。早めの夕食、そして帰りがけに炬燵布団を購入。炬燵生活、始まる。 

2017
11-25
（土）

　気温低いも、快晴。

　来月からの約1年間の連載分を脱稿したので、次作への資料を整理してから、一匹とお出かけ。
庭の磯菊、影の形に残る霜柱、畑と一匹。

　北公園の茶色い欅、グリーンベルトの紅葉に黄色い欅。
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　旭ヶ丘中央公園の綾錦たち。

　帰宅して、起きていた娘と三人で朝食。食後、一匹と午睡。
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　日中、のんびり過ごして、夕方散歩。雲が多く、今夕のダイヤモンド富士は断念。

　夕食後、イオンへ買い物したいという娘に付き添い。
jcomさんのデイリーニュースのエンディングで出られるかもという、カメラを発見。

2017
11-26
（日）

　快晴も、空気冷たし。今日も、資料整理後に散歩。

　今朝は飛行機雲が残って、普通の雲に模様をつけていました。
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　黒川清流公園は、欅が輝いていました。

　そして、地区会のグリーンベルト清掃。前後に、お土産。
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　グリーンベルト清掃から戻ったら、母はお出かけ。娘も出かける寸前。
男組は、朝食して、うたた寝して、昼食して、くっついて暖。

　早や、夕刻。西に雲、水仙、グリーンベルトの欅、掃除の甲斐ないグリーンベルト。

　今夕は、豊田陸橋からダイヤモンド富士を狙う。同志二人。雲あり、ちょいはずれ。
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2017
12-02
（土）

　今年も、早や師走。原稿整理して、新型服を着せて一匹とお出かけ。
庭の枇杷の花、新型服、畑のホウレンソウ。

　近くの、銀杏四景。

　残る部分わずかな塔、谷地川を散策。

　クサシギ、マガモ、ダイサギ。
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　七ツ塚をまわって、東光寺大根の畑を観察。

　皇帝ダリア、amazon八王子、降りてきたC-130J。

　帰宅した朝食。その後、のんびりと過ごす。

　午睡などしているうちに、夕刻。散歩でみた2機のF-18に、おおぞら学園の紅葉。明日、再度、愛でよう。
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2017
12-03
（日）

　快晴。松盛堂さんで、東光寺タクアン発売とSNSで知り、7時半過ぎ、急ぎ参内へ。
途中の若宮さんでは、師走のご挨拶も済ませました。

　一番橋から、浅川右岸を通ってお不動さんへ。

　お不動さん着。挨拶もまだのまま、松盛堂で一本ゲット。そして、お不動さんにご挨拶。
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　挨拶も早々に、家路へ。お不動さん着。挨拶もまだのまま、松盛堂で一本ゲット。そして、お不動さんにご挨拶。

　10時半過ぎにに帰宅。ゲットの一本。

　11時過ぎに珍しく、朝に買い出し。帰りにマックを買って、朝昼食。

　そのまま、散歩疲れで午睡。起きて、仮面ライダーなどを見ていたら、早や夕方。
西の空はいい色で、ダイヤモンド富士山日和だった様子。
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2017
12-04
（月）

　昨晩は、スーパームーン。朝方も、綺麗でした。

2017
12-05
（火）

　娘、今日から、期末考査。

　夜、帰宅すると、コナンが元気ない様子。 

2017
12-06
（水）

　朝、いつもの「メシ～っ」アピールなく、父が起きたら6時でした。
今季御一番の冷え込みに、畑はいつもにまして白くなっていました。

　連日の、今季一番の冷え込み、更新。
父母の両実家も、雪景色の模様。 
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2017
12-07
（木）

2017
12-08
（金）

　朝、普段通りに、一匹いつもの「メシ～っ」アピール。復活か？

　父、免許更新で休暇。以前と異なり、IC化されて手続きもならばずにスムーズ。朝2でいって、午前中に帰ってこれました。

　母と「浜寿司」で昼食。ガチャガチャを2回したら、被りました･･･。そのまま、夕食の買い出し。
チョコウエハース第2段が始まっていたので、ボーナス直後の大人は、一挙5枚の（つつましい）大人買い。

　小雨の中の、夕方の散歩。
たきび祭りの前夜祭に櫻井さんが来るというので、挨拶しに向かうも、打ち合わせ中だったのと、雨粒が大きくなってきたので撤
収。

　娘、期末試験を終え、八王子で遊んできて帰宅。夕食の鍋を囲む。 

2017
12-09
（土）

　今朝は一段の冷え込み。日の出時刻では、屋根は真っ白。
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　散歩前に、庭を愛でる。南天に、イソギク。

　霜柱立つ畑に挨拶して、朝の散歩。北公園では、2cm級の霜柱も。
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　富士山が綺麗だったので、富士山散策。
「たきび祭」の準備進む中央公園、解体進む旧TOM、水たまりに残る氷。

　富士山、三景。

　鳥たちの楽園、イカル。
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　旭ヶ丘中央公園に戻って、「たきび祭」。
年に一度、日野市関連の衆参両議員、市長、教育長、市議会議員らが集結する、晴れの舞台「たきび点火」の儀。

　帰宅して、朝食。庭の水遣り。そして見つけた、「犯人はヒヨ、共犯にメジロ。」
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　娘、2時過ぎに起床。「早く起きたんで、二度寝したら、こんな時間。」と、豪快な弁。

　夕方の散歩。

　夕食は、横浜家。三人で、味噌ラーメン。母からは麺、娘からは野菜をもらい、父は腹いっぱい。 

2017
12-10
（日）

　快晴、今朝も冷え込んだグリーンベルトを抜けて、朝の散歩。

　ド根性「菖蒲」に挨拶して、長沼橋へ、そこから、浅川右岸を遡上。
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　中央線をくぐって、目的地へ。でも、昨日ほど鳥はおらず、空振り。

　それでも、カワウ三景。

　16号バイパスを渡って、日野市へ帰還。

　帰宅して、母と朝食。一匹は、至福のまどろみ。
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　午睡などしているうちに、夕方の散歩。
北公園、光る椚の葉っぱ、夕日の一匹、○2で見上げたハーク。

　夕食は「ピザが食べたい」との娘のご要望で、南大沢の初めてのお店へ。
帰宅して、スト－ブの前を争奪した娘と一匹の勢力図。

2017
12-16
（土）

　次のシリーズの原稿書きして、朝の散歩。
玄関明けたら、慌てて逃げる犯人とすれ違いました。
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　鉄塔、畑、清水谷の十月桜。

　黒川清流公園のあずま池、その傍らのマンリョウ、大欅。

　キセキレイ、柿食うコゲラ、カルガモ。
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　午睡なんてしてたら、あっという間の夕方散歩の時刻。

　夕食は、久しぶりにうココイチでカレー。
買い物して、風呂入って、「精霊の守り人」見てから、コナンは洗われました。 

2017
12-17
（日）

　今日は、1903年12年17日のライト兄弟による初飛行から、115年目。

　寒かったので、少し陽が出て時間経ってから、朝散歩to浅川。と、玄関出たら。2分でギャラ。

　旭ヶ丘中央公園を抜けて、ハケを降りて。
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　中込踏切から浅川へ。

　浅川左岸を下って、散歩。

　スズメ、コガモにオオバン、アオサギ。
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　大名渕で、休憩。遠くでは、繁殖羽したカワウが求婚中（？）。

　新国道20号日野バイパスの発掘現場を眺めながら、帰還。

　帰宅したら、母がフラのレッスンに出かけるところ。朝食して、一匹と留守番。
蜜柑食い逃げ事件、犯行現場は押さえられなかったが、顔は割れる。

　娘、昼過ぎに起きる。
　蜜柑食い逃げの別犯行グループの顔も判明。どうやら、夫婦者の模様。
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　夕方散歩。風はあったものの、いい天気の1日でした。

2017
12-18
（月）

　父、誕生日。夕飯時に、セーターをもらう。

2017
12-19
（火）

　今季一番の冷え込み。畑は、霜で真っ白でした。

　仮面ライダーチョコウエハース、ビルド第二弾、コンプリートなる。
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2017
12-22
（金）

　冬至。
娘、東京・丸の内の三菱一号館美術館でロートレック展を、上野の東京都美術館でゴッホ展を見学。 

2017
12-23
（土）

　朝から快晴。今朝も次シリーズの原稿書きしてから、日陰の霜を見ながら散歩。

　冬のグリーンベルト。

18/25ページ瑞季と「コナン」の部屋（2017年12月）

2018/02/01http://coah.pro.tok2.com/MizukiAndConan/2017-12.html



　近所で見たジョウビタキにキジバト、センダンの実。

　一匹は散歩を終えて、至福の日光浴。父と母は朝食。東光寺タクアン、完食。

　娘、1330過ぎに起床。 

　陽のあるうちに、早めの夕方散歩。

　夕食は伝家の「ほうとう」。TV（TV東京）では出川の充電バイク番組でも、ほうとうを食べてました。 

2017
12-24
（日）

　クリスマス・イブ。昨日とは一転して、ドンヨリした曇り空。
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　高倉南公園で、今季初ツグミんに、モズ。

　午後、コナンの爪切りへ。寒いので車で。
終わって、その足で日野中央公園に。

　日野中央公園にて、野鳥観察。カワラヒワ、キセキレイ、コゲラを観察。
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　夕方、アルプスへ買い出し。終わって、夕方散歩。
帰ったら、郵便受けに入っていたjcomマガジン。我が地域のキレイどころ。

　晩の宴。コナンにも、ご馳走。
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　父の実家に電話したら、昌子伯母さんとクリスマスパーティの真っ最中とのこと。プレセントの御礼を伝えました。 

2017
12-25
（月）

　娘、終業式。 

2017
12-26
（火）

　娘、お友達とお出かけとのこと。 

2017
12-28
（木）

　昨晩から、もの凄く冷え込む。北海度や新潟が、思いやられます。

　父、仕事納め。 

2017
12-29
（金）

　年末年始休暇初日、快晴。早朝に資料整理してから、部屋の片づけを開始。
疲れたのと飽きた頃に、一匹が散歩行こうと誘いに来たので、朝の散歩。

　黒川清流公園で、久しぶりにカワセミ観察。

　帰宅して母と朝食後、大掃除再開。
娘も、珍しく自分の部屋を片付けていました。

　部屋の片付けと窓掃除系の拭きは終了したことろで、今日はこれまでと夕方散歩。
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　「横浜家」で夕食して、アルプスで買い出し。明日は、「しゃぶしゃぶ」だそうです。 

2017
12-30
（土）

　今年も残すところ2日となった、年末年始休暇の二日目。今日も、快晴。早朝は、原稿用資料整理。

　陽が高くなってから、朝の散歩。
いつもの畑、見守ってくれている鉄塔、楽しませてくれるグリーンベルトに、散歩しながら御礼言上。

　朝に姿を見せた、モズ。

　母と朝食後に、玄関掃除。その最中に、堂々と行われた犯行。
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　娘起床も、今日は年賀状書きとのこと。

　風呂掃除中、備品を壊したので、瞬間接着剤を買いついでに、早めの夕方散歩。出がけに上がっていった、アトラスの747。

2017
12-31
（日）

　大晦日の朝は、天気予報とおりのベタ曇り。そして、寒い。
ご近所三社に年末のご挨拶にと家を出るも、白いものも落ちてきて、一社で断念。

　昼過ぎに、娘を起こしてからアルプスへ買い出し。混んでました。

　夕方、昼込む中、散歩納め。

　大晦日の夕餉は、「伝家のほうとう」。温まりました。
一匹は、いつもと変わりなく、ストーブの前。
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　午前0時を回り、「明けましておめでとうございます。」してから、父就寝。 
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