
2018
01-01
（月）

　明けまして、おめでとうございます。
元旦恒例、父娘と一匹で見る初日の出＠豊田陸橋。

　一度家に帰って、一休み後に散歩初め。ご近所三社へ、年始詣り。
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　帰宅後、三人でお雑煮。一匹には、トマトのヘタを切ったもの。

　さっそく、家族三人＋一匹で、新年初午睡。起きて、初詣へ。
若宮さんは今年も混んでいて、列が鳥居で折り返していました。30分並んで、参拝30秒。おみくじは、吉に末吉×2。
本厄の娘に、お守りを購入。

　配達された年賀状を見て、三人でコーヒータイム。
そして、いつものように夕方散歩。明日も、天気は良さげ。

　夕食は、スシロー。寒ブリが美味でした。 

2018
01-02
（火）

　新年二日目は、恒例、父と娘と一匹のお不動さん新年詣り。
勇んで出発、一番橋から浅川沿いに、日枝神社にもお詣り。

　浅川左岸の鳥観察成果。アオサギ、ホオジロ、カワセミ。
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　カシラダカのメスに、駒形公園からの富士山、そして高幡橋からの五重塔。

　タクアンを仕入れてから、お詣り。

　お詣りする娘、ハァハァする一匹、娘念願の明石焼きや焼き鳥、今川焼などを買い食い。
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　ほうほのうちわ、娘のお守り、高幡饅頭などを購入。賑わう境内に別れを告げて、平山の八坂神社さんへもお詣りして家路へ。
途中、向川原団地からの富士山。

　4時間かけて、帰還。休憩、そして午睡。娘は爆睡。

　遠足した日も、夕方は散歩。

　高畑饅頭、立派な箱だったので記念撮影。
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2018
01-03
（水）

　年末年始休暇の最終日、早朝のスーパームーン。

　最終日も、いつものように散歩。畑。イオン神社、昨日より薄目だったイオン前の氷。

　鳥さんたちも年始のお休みか多摩平のハケは静かで、清水谷の十月桜が綺麗でした。
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　今朝の鳥果。ヤマガラ、メジロ、久しぶりのアオゲラ、上空の猛禽。

　帰宅後、母と朝食。娘も、じきに起床してきました。

　午後、娘と三人で昨日の高幡饅頭でお茶。粒餡・練餡の2種類で、美味しかったです。

　最後夕方散歩。
北公園でお隣の三兄弟に会い、一匹は「おやつ」をもらいました。付き添いのお父さんが、寒そうでした。

　夕食は、丸亀で。母は、大海老天うどん。
大晦日から一合ずつ晩酌していた雪中梅も、今日でおしまい。あしたから、頑張ろう。
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2018
01-04
（木）

　父、仕事始め。 

2018
01-05
（金）

　父、帰宅途中に、駅近くのLAWSONへ寄り道。
昨日から始まった一番くじの「仮面ライダー」に2回挑むも、玉砕。

2018
01-06
（土）

　成人の日三連休初日。朝の資料整理中に、庭から犯人の声。

　資料整理後に、朝の散歩。畑と一匹、ジョウビタキ、カワラヒワ。

　黒川清流公園への途中、2018年の撮り初め。

7/22ページ瑞季と「コナン」の部屋（2018年1月）

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



　黒川清流公園では声聞き姿見るも、撮れたのはコゲラくらい。実り始めたヤドリギに、多摩平第一公園の早咲きの梅を愛でて
帰還。

　帰宅すれば、母はフラのイベントでお出かけ。娘もすぐに出かけて、「留守番あい努めまする」。

　留守番組、朝食後に午睡などして、夕方の散歩。
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　母、帰宅。久しぶりに、リンガーハットで「野菜たっぷりチャンポン」。
新年のくじ引きで「大吉」、その勢いで帰りにLAWSONで一番くじ。当たったは当たったが、尾道ラーメン･･･。

　もらったタチヒのカレンダーを、二階廊下に飾り付け。
1・2月は松本零士、表紙のCGもなかなか。

　娘、20：00前に帰宅。 
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2018
01-07
（日）

　連休中日。今朝は、浅川散策。
昨日工事していたコインパ－キングに、畑。

　上空には、ブルーインパルスばりの航跡。

　ジョビ子、富士山、カラスウリ。

　西平山の山王さんに新年のご挨拶、サイカチ沼越しの浅川に富士山、馬頭観音。
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　サイカチの実（房）、アオサギ、ダイサギ。

　八幡さん、弁天さんにも新年のご挨拶。跨線橋の橋脚は、だいぶ立ち上がっていました。

　家路で見た、鉄の鳥。
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　帰宅後、母と朝食。写真整理して、娘を起こして、父は散髪。

　帰ってきて一休みしたら、早めの夕方散歩。

2018
01-08
（月）

　成人の日。新成人の方、おめでとうございます。

　早朝は青空が覗く空模様も、9時過ぎには今にも振り出しそうな雲行きに。急ぎ、散歩。

　母と朝食し、ダラダラ。

　CATVでの「深夜食堂3」（全10回）を、母と一気見。
1500過ぎに2階に上がったら、娘は昼寝してました。明日からの学校に向けて、昨日・今日と少しずつ早く起こしたのに･･･。

　雨と「深夜食堂3」の合間を縫って、夕方散歩。
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2018
01-09
（火）

　娘、高校最後の学期、始まる、

2018
01-12
（金）

　この朝、今季一番の冷え込み。朝方、ふとんから出た顔の冷たさで、目が覚めました。 

2018
01-13
（土）

　今朝も冷え込んだけれど、元気に散歩。
畑に挨拶、駐車場の幟、ヤドリギ、梅。

　今朝の鳥。シジュウカラ、今季初のシロハラ、ヤマガラ。

　散歩から帰ると、娘がお出かけの支度中。 「どちらへ？」と尋ねれば、「銀座へ」とのこと。紙を買いにいくんだそうな。

　母と朝食。「おら、孫悟空（偽）」の一匹も、揃って食後の午睡。

13/22ページ瑞季と「コナン」の部屋（2018年1月）

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



　食べられている最中の蜜柑に、食後の蜜柑。

　原稿整理してから、15：00過ぎに「ダイヤモンド富士」観察夕方散歩へ出発。

　富士に沈む夕日は･･･、ちょっとずれてました。

　帰宅して、母とラーメンの夕食。

　娘、22：00時過ぎに帰宅。 
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2018
01-14
（日）

　今朝も寒かった。東の空には、細っこいお月さん。

　遅めの散歩は、ご近所周遊。 畑、七幼・旭保合同のヤキイモ大会、こじんまりした我が地区の賽ノ神。

　珉珉の近くにできた、ラーメン屋さん。

　帰宅して、昨晩のブラタモリを見ながら母と朝食。一匹は、光合成。
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　昼過ぎに、娘を起こす。
午後は炬燵でダラダラして、夕方に散歩。

2018
01-20
（土）

　父、金曜の朝から熱っぽく、今日の散歩も近所一周のみに。

　娘の要望で、朝食兼昼食は「ダブチー（ダブル・チーズ・バーガー）を超えたか？」のマック。父は、いつものBigMac。

　炬燵でウトウトしながら、夕方散歩。「熱っぽさ　悪くもならず　取れもせず」。
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　夕食は、母の牛肉うどん。食後に風呂して、「ブラタモリ」と「精霊の守り人」を見て就寝。 

2018
01-21
（日）

　朝に、原稿整理。熱っぽさは多少残るが、昨日よりはだいぶいいで、朝の散歩も、カメラ持参。
畑、コブシ、モクレン、水仙。

　ジョビ子に、ヒヨ吉。

　我が庭の、春の兆し。
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　散歩から戻って、仮面ライダーを見ながら、母と朝食。
娘も、起きてきました。

　午睡などして過ごし、夕方散歩。

　夕食に外食し、明日の大雪（の天気予報）に備えて、買い出し。 

2018
01-22
（月）

　昨日からの大雪騒ぎ、予報よりも早く雪となり、午後に出先で会議を終えたら、撤収命名が出ていて、そのまま直帰。
豊田駅からの家路にある公園、我が家のあかり、様子を見に玄関へ。お隣の三兄弟は、雪だるま製作してました。

　朝の4時に起きたら、雪は上がっていて星空でした。 
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2018
01-23
（火）

2018
01-25
（木）

　娘、高校最後の試験。昨日と今日。

　雪降り後、今季最強の寒波で、気温上がらず、雪解けず。23日、24日、25日の畑。

　今日は都心でも-4℃と、1970年以来の低温。
<父、帰帰宅の際、王烈な悪寒に襲われ、家で計ったら38.6℃。明日、医者に行こうと決めました。 

2018
01-26
（金）

　父、朝一で近所の内科へ。「（インフルエンザ）、出てないですね。」と、風邪と診断されました。

　帰ってひと眠り。楽になったので、一匹と散歩。

　娘はカラオケへお出かけ。母と「野菜たっぷりチャンポン」で夕食。 

2018
01-27
（土）

　気温上がらずも、青空の下の散歩。
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　朝に見た、ジョビ吉。

　帰宅して、母と朝食。コナン、日光浴しながら、ハナペロ。

　過ぎぎ、娘を起こすも、機嫌悪し。

　早めの夕方散歩。鉄塔、雀、ヒヨドリ。
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2018
01-28
（日）

　今日は、薄曇り。多少、熱ぽっさ。
畑に、コゲラ、（恐らく昨日と同じ個体の）ジョビ吉。

　太陽なく、暖かくならず。午睡して、過ごす。

　熱っぽさはなくなって、夕方散歩。
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　夕食は、「伝家のホウトウ」。温まりました。 

2018
01-31
（水）

　日中は、どことなく暖かくなって、父の熱っぽさも解消。
今夜は、皆既月食。スーパーブルーブラッディムーン、大きくて今月二度目の満月の血のように赤いお月さん。
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2018
02-02
（金）

　皆既月食の翌日は、夜半から雪。明け方5時の様子。

2018
02-03
（土）

　節分の日、薄曇り。

　朝食して、お義父さんの三回忌に帰る母を駅まで送る。

　その後、一匹とくっついて午睡。

　特段、何をしたということないまま、夕方の散歩。
近所のサークルKサンクスが、閉店になってました。2006年2月以来、お世話になりました。

2018
02-04
（日）

　立春。畑に挨拶して、黒川清流公園へ。下草が刈られていました。
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　わきみず池のカルガモ達に、紅白の梅。

　帰宅して朝食。そして、くっついて暖。

　昼はインスタント・ラーメン。娘も起きてきて、同ラーメン。

　夕方散歩も、雲多く。
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　アルプスで買い出しして、夕食。娘は、いつもの大根煮物に、セブンイレブンの野菜スープ。
父は、アジフライ×2枚に、ギョウザにポテサラ。

2018
02-05
（月）

　娘、登校せず、家で課題製作とか。
一匹の散歩や、夕食（ご飯、味噌汁）も、娘謹製。味気ないコンビニ弁当も、暖まる一品に。ただ、娘はボンカレー。

2018
02-06
（火）

　コンビニ弁当も今宵限り。待っていてくれた娘と、夕食。
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2018
02-07
（水）

　母帰宅。
途中の日野駅にて、中央線人身事故で停車。バスで帰ってきたとのこと。 

2018
02-10
（土）

　三連休初日は、薄曇り。天気下り坂のサイン「環天頂アーク」も出ていました。

　エナガ、オヤツを凝視する一匹、ジョビ子。

　家に帰って、母と朝食。
午睡や資料整理などした後に、夕方散歩。リブート中の畑、近所の風見飛行機。
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　夕食は、横浜家でラーメン。

2018
02-11
（日）

　建国記念日、晴れ。もう手袋なしでも平気です。コンビニは、周りにロープが。

　初午後の高倉さんに、お詣り。紅梅も、咲いていました。

　高倉緑地を散策。
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　春ゆえか、鉄の鳥も元気でした。

　母と朝食。食後に、資料整理。
昼過ぎに娘を起こして、午睡。

　夕方散歩も、天気はもってくれました。
畑、ツグミン（○囲い部分）、鉄塔と青空。

　ｙ痛色は、ココ一でカレー。父はシーズン柄のカツカレー。

　夜。熟睡中の一匹、スヤからのノビ。
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2018
02-12
（日）

　建国記念日の振替休日、晴天も気温低し。34番鉄塔に挨拶して、早朝から、元気に散歩。今朝は南に。

　八幡さんと弁天さんに、春の挨拶。ATIが上がっていきました。

　平山橋と29番鉄塔まで歩いて、勢いで一番橋まで散策。大仏さん、若宮さんにも春のご挨拶。
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　今朝の鳥たち。モズ、トビ、アトラス。

　家のて、母と朝食。フィギュア団体戦を観戦。ザキトワのところで、NHKのチャンネルが変わり、どうするんだとあたふたしてい
るうちに後半を見逃す。 

　午後、投函しに郵便局へいけば、ポストがバレンタイン仕様にデコレートされていました。
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　夕方前、爪切りしてもらってきました。

　爪切りの収穫。ビルド2体。

　夕食は、昨日かっておいた食材で、しゃぶしゃぶ。あったまりました。
そして、TVでオリンピック観戦。高木選手、惜しくも銀。高梨選手、銅！。 

2018
02-16
（金）

　羽生くんSPで111点超え、昌磨くんも100点超えの3位。土曜日のフリーが楽しみです。 

2018
02-17
（土）

　暖かくなったこの日、娘は卒業制作展の店番に、朝からご出座。
父と一匹は似合わない新型服で、朝の散歩。旭ヶ丘北公園で見かけた、ジョビ子。
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　黒川は、春を感じさせてくれました。

　アオサギ、モズ、シメ。

　観梅しながら、帰宅。

　帰って母と朝食、その後ずっとフィギュアフリーを観戦。
羽生くん・金、昌磨くん・銀、おめでとう。凄い、凄い！。
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2018
02-18
（日）

　気温低かった朝方も、元気に谷地川へ散歩。
畑、跡形もなかった赤白鉄塔、谷地川、凍っている箇所も。

　カワセミが近かったです。

　台地からは、富士山が綺麗でした。
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　TOPリーグへ昇格した日野レッドドルフィンズ、七ツ塚の金毘羅さんと日野台の三本杉さんにご挨拶して帰還。

　全部で7km強歩いて帰宅。朝食してから、娘の卒業製作展へ。娘謹製のペンギン帽。

　右端の鳥が娘イラスト。そして、3年間の自己製作ノート。シンプル。
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　娘、15：00頃に、後片付けに展示会場へ。

　オリンピックを見て過ごし、風が冷たい中、夕方の散歩。

　母と丸亀で夕食。アルプスで買い物して、オリンピック観戦。
小平さん、おめでとうございます。

　娘帰宅で、父は就寝。 

2018
02-201
（火）

　父が帰宅すると、家中に漂う甘い香り。
娘がチョコのケーキを焼いていました。学校に持っていくんだそうです。 
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2018
02-21
（水）

　娘、学校にて交換会。皆に受け取ってもらえ、ご満悦での帰宅だったと母。

　夜、祝・女子パシュート金メダル。高木選手、金銀銅のコンプリート、おめでとう。

2018
02-22
（木）

　昌子伯母より、誕生日祝い届く。

2018
02-23
（金）

　平昌オリンピック、女子フィギュアスケート。史上最高の競い合いに、拍手。

　朝方に冷え込んだものの、陽のある土曜日の朝散歩。
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2018
02-24
（土）

　レンジャクに逢いに黒川へ。
皆さん長玉（大砲のごとき望遠レンズ）を持っての同好の士も、今日も外れ。エナガ、モズ、ツグミんで我慢。

　春への歩みを愛でながら、家路。

　我が庭も、春の兆し。
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　母と朝食してから、資料整理。

　あっというまに、夕方散歩の時刻。北公園、取り壊されたサークルK、黄色の花弁色を見せ始めたサンシュユ。

　母は晩から、フラの飲み会にお出かけ。娘の分もコンビニで買い出しして、夕食。
食後、「ソダネー」のカーリングとスケート（マススタート）を観戦。どちらも表彰台！、日本女子凄し！

2018
02-25
（日）

　ベタ曇りの日曜、南方面へ。
旭ヶ丘六丁目の交差点では、旧TOMのビルがなくなって、景色が変わっていました。
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　変わりゆく景色。その２は、帝人コーナー。帝人丁字路になって南進する前の、今だけの期間限定景色。

　曇りでも、鳥は元気。

　変わりゆく景色。最後は、元・東芝正門向かいにあった富士画材店さんの看板等がなくなっていました。
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　帰宅して、朝食。その後、仮面ライダーと、フィギュアスケートのエキシビジョンを見る。

　新潟の祖母より、荷物届く。長野でいちご狩りしてきたとか。

　夕方散歩。少し、陽が出てくれました。

　檜の蕾めっけ。

　夕食は、久しぶりにイオン。帰りに買い物して、１日を終了。

2018
02-28
（水）

　母、昨日から発熱。医者にいくも、インフルではないとのこと。咳もあり。
父が帰宅してから、一匹を散歩に。 
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2018
03-01
（木）

　母の風邪、土曜日のフラの飲み会の同じテーブルの人全員が、インフルでなく風邪で熱出しているらしい。
匠馬くん母も、39℃だとか。

　家事すべく、午前休暇。諸事済んで、一匹と散歩。娘は、登校。
春の嵐が過ぎ去った晴天、伐採された北公園のエゴノキ、一番花韮、黄色味を増すサンシュユ。

2018
03-02
（金）

　母の熱は、37℃。朝にしては、低くないが･･･。
匠馬くん母は、再検査でインフルに認定とのこと。

2018
03-03
（土）

　桃の節句、快晴。日野宿で観梅してくるつもりも、朝、母が38℃の熱だったので、直行・直帰で行ってくることに。
霜柱もReBootされた畑、紅梅。

　道中でのカワラヒワ、ミシシッピからのC-17。
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　ほぼ最短ルートで江戸時代の甲州街道までいき、旧道を降りて日野宿へ。伏見稲荷さん、加組の庚申塚。

　宝泉禅寺で、源さんに墓参。
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　目的地の大昌寺さんへ到着。

　大昌寺さんの紅白の梅と本堂で、休憩。

　とって引き返し。お神明さん。百段階段、桃梅、まだ咲いていなかった沈丁花。

　帰宅したら、「熱下がった」と、意外に元気そうな母。洗濯をすませていました。
朝食して、水遣り。うちの小庭にも、春がきています。
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2018
03-04
（日）

　朝から好天。一輪でも薫る沈丁花、高倉南公園の紅梅。

　高倉南公園の鳥さん。シロハラ、ツグミん、イカル。

　サザンカ、サンシュユ、紅梅、（青梅と呼びたい）白梅。
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　昼過ぎ、娘起床。
夕方前に、入学式のスーツを新調に、八王子へ。グレイのを試着した姿を見かけたが、馬子にも衣装でした。
色々取り揃え、裾上げを待つ間に、娘の要望でデニーズの鍋で早夕。帰りにアルプスで改題して、すっかり暗くなってからの夕
方散歩。

2018
03-09
（金）

　娘、18歳の誕生日。
学校帰りに、お友達とデニーズで、また鍋だったとのこと。 

2018
03-10
（土）

　朝方まで雨。肌寒い曇り空。芳香を放つ沈丁花に、サンシュユ。

　さて、今日は娘の高校の卒業式。母と参観。
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　会場、瑞のクラス代表者への卒業証書授与、卒業生退場。

　帰宅して、昼食。そして、好天となった夕方散歩。
畑、コブシの蕾、スズラン、ハナニラ。

　梅、ボケ、河津桜、サンシュユ。
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　「遅くなる」という娘からの連絡で、母と丸亀にて「あさりうどん」の夕食。
娘は、中央線人身事故の影響もあり、22：00過ぎにようやく帰宅。 

2018
03-11
（日）

　払暁前。娘の卒業証書と卒業アルバムを見る。まずは、卒業証書。

　卒業アルバムを見る。

　卒業アルバムから、校舎屋上にて、部活。
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　寄せ書きと、昨日の式での花。

　今朝も曇天、肌寒い空気。
黒川清流公園へ散策。そこへいくまでに見た、今朝の鳥さん達。花粉まみれのヒヨ、エナガ、ジョビ子、コゲラ。

　黒川清流公園の気になっていたフェンスはハケ上のみのようで、一安心。

　帰る頃に、ようやく青空。花たちを愛でながら帰還。
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　帰宅して、仮面ライダー見ながら母と朝食。

　昼の14：00過ぎ、娘起きる。

　日のあるうちに、夕方散歩。

　誕生日祝いと卒業祝いで、近所の「しゃぶ葉」にて三人でブタバラ放題。

2018
03-12
（月）

　娘、人生2度目くらいのディズニーランドへ、夜も明けぬうちに起床し、6時過ぎにご出立。
22：00の閉園までいたらしく、ご帰還は日を跨いだ午前1時過ぎ。 

2018
03-13
（火）

　娘、前日の疲れも見せず、遊びほうける。 

2018
03-14
（火）

　気温だけは初夏の予想となりますとTVがいう朝、庭のクロッカス咲き始めていました。
娘は、今日も遊びほうけた模様。
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2018
03-15
（水）

　娘は、今日も･･･。。 
　卒業式当日の写真が郵送されてきました。

2018
03-16
（火）

　娘、今日もお出かけだったよし。 

2018
03-17
（土）

　風冷たいも、快晴。早めの時刻から散歩。畑、畑と一匹、近所のコブシ、土筆。

　早咲きのソメイヨシノ、河津桜、菜の花。
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　平山橋まで出て、下流の浅川左岸を散策。一番橋から北上して、大仏さんにご挨拶。

　サギを一羽見かけた程度で、季節感ない今日の鳥。カラスの行水、トンビ、パン（？）食うヒヨドリ。

　黒川清流公園にも鳥は居らず、ハケのコブシを愛でて帰宅。約8kmの行程。
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　帰ったら、娘が起きてきて一緒に朝食。そして、すぐにお出かけ。ご多忙な毎日で･･･。 

　早めの夕方散歩で、桜を愛でる。コブシも河津桜も、朝より全開度Up。

　母と、長崎チャンポンで夕食。父は野菜たっぷりチャンポン、母はアサリチャンポン。 

2018
03-18
（日）

　今朝は曇り空の始まりも、次第に青空が覗くようになったので、冬鳥散歩。
ただ、何処も空振り状態で、高倉南公園でもツグミとコゲラを見かけた程度。
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　旭ヶ丘中央公園は、レンギョウが咲き始めていました。

　旭ヶ丘南公園に寄り道して、跨線橋陸橋の進捗具合を観察。

　鳥結果。

　朝食、午睡などして、はや夕方近く。今日も早めの夕方散歩。
旭ヶ丘児童館の一輪、七幼の桜、河津に、サンシュユ。
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　夕食は、昨日買いだめしておいた「伝家のほうとう」。今期最終と、美味しくいただきました。 

2018
03-21
（水）

　早朝、気温低いながら曇り空も、予報通り、だんだんと雨になり、ミゾレ、そして雪へ。
朝の10時頃にはいい降りとなって、散歩も断念。

　雪は、昼過ぎには雨になるも、気温低いままで冷え込む1日。
○2で買い物の時にグリーンベルトを見に行けば、わずかながら色づきを増していました。

　夕食は、丸亀へ。暖かいものが恋しくなるのか、混んでいました。
食後にサンドラッグで買い物して、寒い1日を終了。 

2018
03-24
（土）

　雲あるも青空もある、朝の散歩。畑、始動セリ。

　木蓮二景に、グリーンベルトの桜。
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　長山団地の花たち。スノーフレーク、アセビ、ハナニラ、オオイヌイフグリ。

　グリーベルトの早咲きコーナー。

　はしゃぐヒヨ。
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　満開となっていた早咲き、雪柳、サンシュユ、レンギョウ。

　母と朝食して、資料整理と午睡。
そして、夕方の散歩。六小の枝垂れ桜、ゆいま～るの枝垂れ桜、グルーンベルト。

　三人で夕食に出かける時に気づいた。我が庭お一番槍。
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2018
03-25
（日）

　朝から好天。桜を愛でに、桜巡り。
まだまだの北、咲き始めていた中央、一本満開に近かった西の、各旭ヶ丘公園。

　陽当たり良いせいか結構咲いていた南、お隣では咲いていた東。東では、コウモリが一匹飛んでました。

　周回してきて、やっぱりグリーンベルトの桜が綺麗でした。
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　我が庭でも、「さくら」という品種の苺の花と「とちおとめ」、そして職務放棄する警備隊長。

　昼過ぎ、桜を愛でに。そして降りてきたギャラクシー。

　夕方も、桜。
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　夕食に訪れた横浜家からも、桜。

2018
03-29
（木）

　娘、お友達と聖蹟さくらが丘に花見。父は、送別会。 

2018
03-31
（土）

　朝から快晴。有終の桜を愛でに、散歩。

　葉は出始めているも、まだまだいけます。あぁ、桜･･･。
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　桜、桜、桜。

　桜と一匹、モンシロチョウ、庭のチューリップも満開。

　娘、午前中からお出かけ。部活の顧問の先生に、ご挨拶とか。

　良い天気だった日中。早めに、夕方散歩。桜吹雪でした。
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　母と夕食。久しぶりに、「てん屋」へいくも、システムが変わっていてちょっと残念。

　コナン、新年度に向けて洗われました。

　娘、22：00過ぎに帰宅。 
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2018
04-01
（日）

　エイプリルフールは、日曜。朝から好天の散歩。
畑に挨拶、三色咲きの花桃、石楠花、山吹。

　マサキにエノキ、シャガに菖蒲。

　黒川清流公園にも春の二景に、多摩平第一公園の枝垂れ桜。

　途中から初夏の陽気で、帰宅して庭の水遣り。家のチューリップは満開！、コナンは（まだ）警備中。
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　朝食後の写真整理中、南下していったB747。

　娘、夕方前に起床し、通学バッグを調達しに南大沢へ。
アウトレットでは見つけられずに、向かいのイトーヨーカ堂で調達。左のケースにパソコン入れて、右に入れての通学です。

　帰宅して、夕方散歩。楽しませくれた桜に、今年も感謝。
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　夕食は、昨日調達しておいた、シャブシャブ。これも、今季は最後でしょう。 

2018
04-03
（火）

　娘の入学式行くつもりだった母は、娘から「来ないで」といわれたそうで、少々ガックリの模様。
でも、その後、お許しが出たようです。 

2018
04-04
（水）

　八王子で27℃を超え、日野でも夏日だったここの日、娘、東美の入学式。

2018
04-06
（金）

　朝、同じ時刻帯に同じ新宿方面に向かう、父と娘。
今朝、駅に向かう自転車の娘を見かけました。 

2018
04-07
（土）

　娘、今日も登校。

　いい天気の朝散歩。畑の大麦に挨拶、北公園も新緑に包まれ、山吹も。
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　多摩むすびテラスの八重桜、満開でした。

　ハワイへ帰るか、飛び去ったグローブマスター。

　銀杏の緑、黒川清流公園の新緑、今年も綺麗、多摩平第一公園も八重桜が満開。
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　我庭も春。終わりかけのチューリップ、ポピー、苺、はじめて実をつけた枇杷。

　母と朝食。今日も早起きのははは、食後にまた休息。父は、原稿整理。

　夕方前に、娘帰還。昼食兼おやつのミスドを買ってきて、母と食べる。
父と一匹は、夕方散歩。モッコウバラ、西洋梨、アカバナトチノミ、躑躅、

　腹減らぬ母娘をともに、夢庵で夕食。 

2018
04-08
（日）

　今日はお釈迦様の生まれた日、「灌仏会」。
日差しはあるも気温は低いが、雉さんに出会えたらと浅川方面に散歩。ハナミズキ、藤、菖蒲。
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　その途中、思わぬところで超接近遭遇の雉さん。綺麗でした。

　雉との出会いに感謝して、平山の八幡・弁天さんにご挨拶。
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　春の浅川で休憩。

　残っていた山桜、ホオジロ、サギ。

　図書館の湧水に立ち寄って、その上に八幡さんにもご挨拶。

　母はフラのイベントでお出かけ。朝食して、写真整理。
昼過ぎに娘を起こし、肌寒いので昼食はインスタントラーメン。
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　午後からは曇ってしまい、肌寒いまま夕方の散歩。

　18：00頃、母帰宅。ビッグボーイで夕食後に、アルプスで買い出し。 

2018
04-14
（土）

　天気予報通り、曇り時々日差しな土曜日。
カラオケに早起き・身支度する娘に挨拶して、朝の散歩。

　北公園ご近所のお宅の花。いつも綺麗に咲いてくれます。ボタンに、あやめ。
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　シラー・ペルピアナ、シラン、林檎、結実した西洋梨。

　二週連続で花見。
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　今朝の散歩で愛でた花。シャガ、ヒヨと八重桜、ツルニチソウ。

　帰宅したら、娘は出かけ済み。母と朝食。

　日中、資料整理して、CATVでガッチャマンの最終回を見て、夕方散歩。曇り、風強し。
シラー・ペルピアナ、モッコウバラ、ツリガネズイセン、シラン。

　母と、チャンポンの夕食。そして、アルプスで買い出し。
アド街「八王子」を見て、就寝。娘、「もうじき店を出ます」の連絡から、2時間ほどで帰宅。 

2018
04-15
（日）

　天気予報通り、曇り。6時過ぎからは、いい降りになってきました。

　昼前に雨が上がり、青空が顔を覗かせはじめたので、散歩。
八重桜は昨夜の風雨で一変、代わりに藤が主役になりつつあります。

　黒川清流公園は、すっかり緑が濃くなっています。田中邦衛さんにも、対面しました。
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　ハナミズキ、松の芽、梅の実。

　午睡したら、早や夕方散歩。

2018
04-16
（月）

　仮面ライダービルド・チョコウエハース第３弾、コンプリート。
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2018
04-20
（金）

　朝、府中で打ち合わせだったので、遅出。ちょうど、朝方に降りてきたB747。

　晩、航空ジャーナリスト協会の総会・懇親会。
今年は、「この世界の片隅に」の片淵監督も出席。15年ほど前にやりとりさせてもらって以来の初対面。中村泰三さんとともに。

2018
04-21
（土）

　娘、登校の日。
娘が家を出る前に、爪切り散歩へGo。庭の枇杷、畑のトウモロコシ、牡丹、ヒメシャリンバイ。
　いい天気の朝散歩。畑の大麦に挨拶、北公園も新緑に包まれ、山吹も。
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　藤、燕の注意張り紙、山王下公園の黄菖蒲。

　いつもお店に行ったら、まさかのお休み。期間の途へ。
新緑のハケ、始まったマンション工事。

　散歩で見た花。シュロ、モミジ、朴。
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　帰宅して、朝食。写真整理などして、午睡。

　夕方、娘帰宅。入れ替わりに、夕方散歩。気温は30度に迫り、すっかり夏。

2018
04-22
（日）

　朝から好天、高気温の予感。早めに散歩。
ご近所の藤棚、浅川へ出てサイカチ堰沼では牛カエルが鳴いていました、平山橋下流で休憩。

　見られた雉、アオサギ、別な雉。
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　一番橋まで歩く途中のミニ牡丹園。

　川と別れ、用水沿いに散策。遠藤家の素敵なMy煉瓦橋、用水での雌鯉争奪戦。

　ハケにぶつかり、ハケ上の日野中央公園へ。
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　ようやく爪切りしてもらい、もう夏のストーンの森を眺めて帰宅。
朝食して、仮面ライダーを視聴。今日のガチャは、仮面ライダ・ローグ。そして、トルコアイスで一涼み。もう夏。！

　今日の散歩は、10km超・3時間コースでした。

　炎天下の中、午後から一家で立川へ。
知人からバスケットボールの試合のチケットをもらい、アリーナ立川立飛へ、三遠フェニックスvsアルバルク東京のプロの試合を
観戦。
三人とも初めてのバスケットボール観戦。綺麗なお姉さんがたも登場され、地元チームも勝利して楽しめました。
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　シートの背もたれにセットされていた、応援グッズ。掲げれば、チョイームカラーのプラカード、たためばハリセン。

　試合後、ららぽーとで買い物して、夕食して帰宅。
一匹は「餓死させる気かっ？」くらいの勢いで怒るも、食後に夕方散歩もして、なんとか機嫌回復。早々に、爆睡してました。 

2018
04-28
（土）

　今日から、GW。快晴。布団を干してから、朝の散歩。
一匹と畑、畑のシラー、成長するトウモロコシ、咲き始めたカルミア。

　豊田駅で、駅燕を観察。
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　黒川清流公園では、ウツギ（？）が、咲いていました。カラスも。

　黒川のハケ上の原っぱ、マンション建築前の今だけ景色。

　社教の朴の木に、準備中の紫陽花。
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　帰宅して、庭の草木に水遣り。蜜柑に花が着いていました。今年は、花の数は多そうです。

　昼過ぎに娘を起こして、来月号記事のゲラチェック。
その最中に、珍しくわが家の東側を飛んで行った飛行機。厚木からだとか。そして、その帰りも東側を飛んでいきました。

　そして、夕方散歩。定点観測の洋梨は、1つ減ってました。アカバナトチノミが綺麗でした。

　散歩終わりに届いていた広報と、本。
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　夕飯を何にするか迷ったので、久しぶりに困った時のイオン頼み。 

2018
04-29
（日）

　GW2日も朝から快晴。朝の散歩。
ご近所のカルミア、北公園からの34号鉄塔、芍薬？、グりーンベルト。

　オオムラサキツユクサ、シアンの中の白蘭？、麦とテントウムシ、高倉南公園。

　お穴さま、関根神社、庚申塚、山王さん,
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　浅川へ出て、一休み。白い花、満開でした。

　用水取水口、庚申塚（宝暦12（1762）年製）、旧お社。以上、全て、旧稲城往還沿い。

　散策で見た、紫四景。
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　帰りの旭ヶ丘南公園で見かけてツグミん。帰り不精？

　帰宅して、水遣り。蜜柑の花は、ざっと200～300は現時点でついていそう。

　家に上がれば、母と娘が身支度中。
母はフラ衣装の仮縫いに、娘はお友達とのお買いもの同伴だとか。父は、一人で朝食。

　直後、写真整理して、仮面ライダーやらブラタモリやら見ていると母帰宅。

　父、午後２から小用で立川にて、打ち合わせ。その前に散髪。
帰ってきて夕方散歩。風に煽られるトウモロコシ。

　夕方散歩後、母と夕食。
リニューアルopenの「浜カツ」に行けば混んでいたので、「カツヤ」にグレードダウンしてロースカツ定食。

　娘、22:00チョイ過ぎに帰宅。 

2018
04-30
（日）

　GW前半の最終日も、快晴。
畑に挨拶して、ご近所三社にご挨拶回り。
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　八高線、中央道を抜け、日野台地の北端。

　横田からのATIを御見送り。

　谷地川へ出て野鳥観察。
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　カイカイ燕、トンボを捕まえたセグロセキレイ、クサシギ。

　魚たちも、わずかに婚姻色が。

　七ツ塚で休憩。ラグビー繋がりの日野自動車レッドドルフィンズ練習場と一匹、金毘羅さん、下り線が少し混んでる中央道、三
本杉稲荷。

　帰宅して、母と朝食。そして、休みの醍醐味・午睡。

　午睡から起きだして、写真整理。娘も沖だし、活動開始。
父は裏と横の雑草取り。あと、一ヶ月後くらいに再度せねば･･･。

　で、そんなことしていたら、早、夕方散歩の時刻。夏の畑。
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　ヒルザキツキミソウ、家の前で隣の三兄弟に遊んでもらいました。

　ビッグボーイで夕食して、帰りに寄ったセブンイレブンで、エダマメ菓子を購入。
娘・アラレ2にせんべい、父・アラレと煎餅各1、母・アラレ1で新規参戦。
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2018
05-01
（火）

　GW中休み、今年は、仕事。
日中暑く、八王子では今季最高気温の29.2℃を記録。もう、夏やんけ。 

2018
05-03
（木）

　GW後半の始まりも、昨夜から雨で、天候宜しからず。

　が、その雨も9時過ぎには上がり、朝の散歩。

　季節の花。エゴノキの花、セラスチューム、夏薔薇、ミヤコグサ（？）。

　散歩終わりには、青空も。

　娘、珍しく早めに自身で起床。
午後2時過ぎ、娘の手になる早めに午後のお茶（コーヒー）で、ケーキなどを味わう。

　これといって何かをするわけでもないまま、早や夕方。

1/27ページ瑞季と「コナン」の部屋（2018年5月）

2018/06/04http://coah.pro.tok2.com/MizukiAndConan/2018-05.html



飛行機雲伸びる北の空、名前知らずの花、庭の苺。

　夕食は、娘の希望で「元祖和風スパゲッティ　五右衛門」。久しぶりで、美味しかった。
食後、アルプスで買い出し。 

2018
05-04
（金）

　「緑の日」は、昨日から一転の快晴。温故知新の朝散歩に出発。
畑、鉄塔と一匹、北公園のエゴノキ。

　元・八王子競馬場の建物。店舗移転により、今は空家。
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　稲城往還を八王子へ。元甲州街道にかかる富士見橋を見物。

　大和田橋から、浅川沿いに帰還。

　野鳥観察。シルエットのガビチョウ、エナガ、アオサギ。

　期間途中に挨拶によった山王さんと板碑、ハケ、旭ヶ丘中央公園。
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　帰宅して、庭木に水遣り。大きくなつ、父の密かな楽しみ。

　昼過ぎ、横田基地所属の輸送機11機が空中分列する、サイムライサージ！。我が家上空を２往復するという壮観。

　その直後に、オーストラリア空軍のKC-30が。
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　さらにその直後、オスプレイ！。嬉しすぎて、撮影モード間違えて、こんな画に。

　飛行機にはしゃぎ過ぎて、疲れや父は、夕方はひっそり近所一周集会。
天然さくらんぼ、見慣れない花。

　手羽先が食べたいと娘がいうので、久々に民芸で夕食。
サン○で買い出しして、晩に世界卓球観戦。負けそうになる佳純ちゃんを母と応援、なんとか勝利。佳純ちゃんは、応援したくな
る。 

2018
05-05
（土）

　「子供も日」も、朝から快晴。北公園、カルミア、山王下公園の黄菖蒲二景。
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　新緑濃い黒川清流公園でもエゴノミが満開で、ここでもガビチョウが囀っていました。

　光っていた若宮さんに、来週の無事と好天をお願いしてきました。そして、BSの番組で取り上げられていた元・小便小僧。

　野チョウ観察結果。ガビチョウ、黒い蝶、豊田駅燕。
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　もうじきの柘榴の蕾、庭のアマリリスの蕾。友情出演・警備隊長。

　布団を干して、朝食。昼過ぎに娘を起こして、布団を回収。ふかふか。

　15：30、一家三人で　午後のコーヒー。 お代わりも飲み終えて、夕方の散歩。もう初夏。

　ヒルザキツキミソウ、洋梨定点観測。
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2018
05-06
（日）

　GW最終日。休み飽きた感あるも、最終日となれば名残惜しくもあり。
んなわけで、早めに散歩。畑に挨拶、夏バラ二景、白いカルミア。

　多摩平第四団地の風景、赤ツメクサ、黒川清流公園。

　カルガモ、久しぶりに逢ったアオゲラ、カラス。
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　ツマグロヒョウモンチョウ、ユリノキの花。

　帰宅後に水遣りして、苺の収穫。GW中に収穫とは、記憶にない早さ。

　朝食は、CO-OPのパン屋に調達。

　娘を昼過ぎに起こし、15：00過ぎに娘とCoffeeBreak。

　そして、GW最後の夕方散歩。雲が出てきていました。
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2018
05-11
（金）

　明日からの「ひの新選組まつり」に向けての、JR日野駅の心意気。

2018
05-12
（土）

　快晴。いつものように散歩。トウモロコシ、エゴノキ、既に強烈な陽射し。

　洋梨定点観測、グリーンベルト、アカバナトチオノミの実、咲いた名前知らず。「ミヤマオダマキ」で間違いないようです。
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　散歩後、家苺のご褒美。今日の収穫は、粒。

　9：30過ぎ、ひの新選組まつりのスタンプラリーへGo。1時間弱かけて日野宿へ。

　西のお地蔵さん、飯綱権現さんにご挨拶して、日野宿入り。そして、変身。
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　「可愛い、可愛い」の声を浴びながら日野宿を一周。

　ラリー終了、街外れで変身解除して帰還。家の近くで、登校する娘と会って、じゃれる。

　13：00過ぎ、一匹は家に着くなり行き倒れ。それでも、夕方に「散歩行くか？」へ問えば「行く行く」と、夕方散歩。
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　夕方、娘北区市、夕食。そしてて、娘の靴を調達。 

2018
05-13
（日）

　今日、天気予報通り、朝から雲模様。娘は、お友達と江戸東京建物園へ。
朝近所周回してから朝食、仮面ライダーを見てから、ひの新選組まつり二日目へ。途中、黒川で時間調整。

　日野中央公園で変身して、西洋砲術演武を今年も。

　演武終了、百段階段でハケを下って、お神明さんにご挨拶して、日野宿へ。
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　日野宿は賑わってました。

　ToyodaBEERを味わいつつ、界隈を周遊、隊士パレードを待ちます。

　隊士パレード、始まりました。

　今年の歳三、近藤、沖田の三役は皆さん女性の方。
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　ところが14:00を過ぎてから雨が降り出し、次第に強い降りに。全組が出発した時点で二周目を中断、パレード自体も中止に。

　「じゃあ、帰るか」とコナンを抱いて歩き始めた頃、ちょうど母から「迎えにいこうか？」のありがたいメール。二つ返事で、お願い
しました。助かりました。

　家で休憩後に、早めの夕食。帰りに、D2で「母の日」のプレゼントを母に選んでもらいました。クレマチスです。

　両実家への「母の日贈答品」。

15/27ページ瑞季と「コナン」の部屋（2018年5月）

2018/06/04http://coah.pro.tok2.com/MizukiAndConan/2018-05.html



2018
05-17
（木）

　朝、家苺の収穫。6粒＋1、1粒落として見失いました。

　昨日と今日、全国的に暑く、真夏日のところも。八王子は、29.9℃とほぼ真夏日。 

2018
05-18
（金）

　今朝は、4粒。

2018
05-19
（土）

　天気予報通りの曇り空も、時おり陽射しの朝散歩。トウモロコシは花をつけていました。
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　ジャガイモ、紫陽花、ミツバチ。

　豊田駅燕の雛たち、蝶、黒川清流公園。

　帰り道、梅に、柘榴。家にて、苺のご褒美。
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　アマリリス、警備隊長のアマリリス、蜜柑。今日の苺は小粒を収穫。

　娘は健康診断とかで、登校。母と朝食、その後、写真整理と資料整理に、ちょいと午睡、

　夕方散歩。ついでに、折れた物干し竿を新調。3.5mで\1,280（税込み）とは、安くなったなぁ･･･。

　前線の通過か、晩からは気温上がり、肌寒いほど。 

2018
05-20
（日）

　昨晩から気温の低い朝も、快晴。畑に、線路を超えて、もうすぐのToyodaBeer。
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　発掘現場に、勝毛さんの新型販売処。

　浅川、移転してきた耕地整理の碑、ここでもToyodaBeerの素。

　こちらも、宅地整理で移転してきたお稲荷さん。
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　季節外れの菜の花に、その中のさらに季節外れの秋桜。

　若宮神社で、ワンパク相撲を観戦。
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　中大相撲部員による準備運動に、デモ、そして一番試合奉納。

　帰宅して、水遣り。今朝の苺は、「売り物」級を含み5粒。「売り物」級は娘に献上。

　母と朝食。じきに娘も起床。食後のコーヒーを供にしました。

　昼間、父は資料整理。娘は課題。母は、午睡。

　風も収まって、夕方bの散歩。準備中の紫陽花が綺麗でした。

2018
05-25
（金）

　庭の苺も、収穫ソーズンは終盤。5/22、5/23と今日。
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2018
05-26
（土）

　ここ3～4年、スニーカは10ヶ月持ってくれない･･･ので、今日から新型。NIKEバーロウ。赤ソールです。

　やや曇り気味の朝、新型で散歩開始。実り始めたトウロモコシ、新型、柘榴。

　中央線を越えて、ブルーベリーの阿川園さん。そして、日野産トマト。
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　浅川へ出て川べりを散歩。と、雉が出てきて「近づくんじゃねぇ」と凄まれたので、進路変更。その雉に、クサシギ。

　厚木からの飛行機が、今日はよく目に着きました。

　勝毛さんでトマトとキュウリを仕入れて、図書館下湧水で休憩。半分個。
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　中央線運転見合わせでごったがえす豊田駅に立ち寄って、燕を観察。大きく成りました。

　家路での、紫陽花。

　帰宅して、水遣り。母はアートムーチョ、娘は登校。
苺の最後の収穫に、色づく枇杷、蜜柑の赤子。そして、今日の収穫。
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　アマリリス、4つめ準備中。

　一匹とダラダラ。そして、TVでアルバルク東京を応援。優勝！を見届けて、午後の散歩。

　18：30過ぎ、母帰宅。夕食へ。
娘は20：00頃に帰宅。結局、授業には間に合わんかったとのこと。 

2018
05-27
（日）

　薄い雲あるも、晴れ。朝の散歩。紫陽花が色比べを始めています。
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　「痒～いの」の、キジバト。カワラヒワ。

　黒川清流公園。野生のサクランボが実ってました。

　地区会のグリーンベルト清掃。
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　清掃を終えて直ぐに、千葉県某所にて昭和17年3月製の零式艦上戦闘機を見学。凄いの一言

　20：00、帰宅。夜の散歩。
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2018
06-02
（土）

　雲あるも、晴天になりそうなの予感。遅めに散歩。
新型服着てトウモロコシに挨拶、紫陽花三景。

　デイリーニュースでやっていた、矢崎橋やすらぎ処。

　浅川で勝毛さんのトマトを半分個、用水沿いの下段を堪能。

　黒川清流公園で休憩して、豊田駅・・紀の國屋さんで燕観察。
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　今週のテレ朝「じゅん散歩」で出ていた、イナリ寿司やさんの看板、家で発見され枇杷味見跡。そして、ガザニアに蜜柑。

　母と朝食して、午睡。
ダラダラして、夕方の散歩。

2018
06-03
（日）

　朝から快晴、梅雨前の布団干しして、朝の散歩。
畑、北公園の地上絵。
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　工事始まったTOM跡地、進展ない跨線橋、踏切近くの栗林、上村用水。

　浅川に出て鳥見しながら、平山橋まで散策。

　ガウォークなアオサギ、日光浴中の雉、サイサギ。

　道端で咲いていた泰山木に、コガネムシ。
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　お地蔵さまに挨拶して、帰還。庭ではクチナシが咲いていました。

　朝食、布団干し。娘は、何やら甘いものを製作中。ひと段落して、早めに夕食。
帰宅して、夕方散歩。アカバナトチノミは、今年は一つだけ結実の模様。

2018
06-05
（火）

　豊田駅前の紀の國屋さんとこの燕の巣、四羽の雛誕生。 

2018
06-07
（水）

　近畿、東海、関東甲信、梅雨入り。 

2018
06-09
（土）

　雲あるも、暑くなりそうな予感。早朝に、C-17。
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　実る畑に挨拶して、朝の散歩。

　色づき始めたブルーベリー、収穫された来年のToyodaBeer用大麦、勝毛さんトマトで半分個。トマトは、もう終わりだそうです。

　浅川のアオサギ、豊田駅燕・紀の國屋さん。
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　もうすぐ家というところで、朝来たC-17がお帰り。

　帰宅して、庭木に水遣り。白百合・二番、その他、三番以降。

　朝食して午睡したら、早や夕方散歩の刻限も、まだ暑っい。元・サークルKは、住宅地化工事が始まりました。
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　くちなし、名前知らず、アガパンサス、名前知らず２。

　都心では今季初の真夏日、一匹もダレ気味。父はアイスで涼みます。

2018
06-10
（日）

　昨日から一転、肌寒い朝。お隣の真ん中・末っ子と朝の散歩、色づき待つホオヅキ、ノウゼンカズラ、ザクロ。
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　白百合、全方位展開。

　散歩終盤から雨足強くなり、そのまま終日雨。夕方散歩へも行けず。

　昨日の買い出しで仕入れていた「しゃぶしゃぶ」で、夕食。野菜てんこ盛りでした。 

2018
06-12
（火）

　朝、白百合の咲き誇り。

2018
06-14
（木）

　祝・W杯ロシア大会、開幕。

2018
06-15
（金）

　ネジバナ、四旋め。
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2018
06-16
（土）

　昨日から続く雨か、肌寒いくらいの朝。一匹は、受難な季節。
「止んだ？」で出すもの散歩に出るも、直ぐに落ちてきて、近所周回もできずに撤収。

　母と朝食して、一匹と午睡。

　昼巣過ぎに雨は上がり、早めに夕方散歩。
修カウ始まったトウモロコシ、北公園のネムノキ、ご近所のカンゾウ。

　旭ヶ丘保育園の洋梨、壁越しの桑の実、野生化したデルヒニューム（？）、木苺。
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　丸亀で夕食。夜になって、幾分寒さは収まるも、一匹はちょいくっつきモード。

2018
06-10
（日）

　今日も寒い朝。出かける母と朝食してから、朝散歩。
畑の茄子や赤紫蘇、枝豆に挨拶。北公園では、一番キノコ。

　始まっていた社教の新建屋工事、母参加のおひさま手づくり市。
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　豊田駅・紀の國屋さんの燕観察、黒川清流公園ではヤブミョウガが咲き始めていました。コゲラも、見事なカモフラを披露。

　黒川キノコ、苔むす欅、カンゾウに、クレオメ。

　オシロイバナ、紫陽花、ビヨウヤナギ（？）。
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　帰宅して、コナンとくっついていると、娘起床。食事・身支度して、カラオケへお出かけ。

　父は、伝手で機会を得たキャンベルさんの講演会に立川へ。楽しかったです。

　立川から帰還、側、夕方散歩。姫緋扇水仙が咲き始めていました。

2018
06-18
（月）

　1日遅れの父の日の贈り物、いただきました。ありがたく使わせてもらいます。
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2018
06-19
（火）

　W杯ロシア大会・日本初戦のコロンビア戦、香川のPKと大迫のヘッドで、金星！。

2018
06-21
（木）

　豊田駅燕・紀ノ國屋さんとこ、一羽巣立ったようでした。 

2018
06-23
（土）

　曇天下の朝散歩。庭百合の最後の二株、ツユクサ。

　ネムノキ、刈り取られはじめたトウモロコシ、W杯日本代表応援仕様。
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　シマトネリコ、咲き始めたムクゲ二景、サルスベリの蕾。

　長沼橋近くに残っている、数少ない水田。

　季節もの四種。
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　オニグルミ、雉、アオサギ。

　発掘現場をみて、営業始めた阿川園さんを覗いて帰還。

　帰宅して朝食。まどろんでいたら、雨に。

　そのまま夕方の止むことなく、コナンの1日は終了。 一家の夕食はビッグボーイへ。

2018
06-10
（日）

　朝から降ったり止んだり。仮面ライダーを見た後に、あがった隙で朝の散歩。
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　ヤブカンゾウ、グラジアオラス、ブッドレア。

　先達のところの、稲。

　帰宅して朝食、そして午睡。

　昼過ぎには雨も降り止んで、青空も覗く空模様に。早めに、夕方散歩。
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　ベニイタヤの種子、王道のムクゲ、庭のネジバナ。

　夜、9時からBSでエアレース観戦。室屋さん、スタート後10秒ほどで、オーバーGの失格。
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　日本の勝利を願って、一匹、洗われました。

　そして日付が変わった0時からは、W杯・セネガル戦。乾と本田で引き分け。勝てた試合だったけれど･･･。

2018
06-25
（月）

　寝不足の身に堪える暑さの猛暑日。八王子でも33℃超。 

2018
06-27
（水）

　仮面ライダーチョコウエハース、ビルドの最終第四弾、コンプリート。

2018
06-28
（木）

　コナン、狂犬病注射。

　W杯ロシア大会。ポーランド戦に負けたものの、決勝トーナメントに出場なる。2大会ぶり。 

2018
06-29
（金）

　梅雨明け。記録上、歴史的最速。早いのは構わないが、雨が降っていない。
水不足が心配。 

　梅雨明け翌日も朝から好天。わずかにトウモロコシが残る畑に挨拶して、朝の散歩。
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2018
06-30
（土）

　途中で、E-8ジョイントスターが上がっていきました。

　涼を求めて、黒川清流公園へ。

　黒川清流公園の涼。
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　すっかり夏。家の庭では、アマリリスの種ができてました。

　朝食して原稿書きに挑むも、汗だくで断念。午睡する。

　16：00過ぎ、車に一匹を載せ、爪切り。帰ってきて、夕方散歩。
珍しいところをとんでいくお馴染みの機体、グリーンベルト越しの夏空、定点観測、増殖中のブッドレア。

　夕食に困り「きそば」にいくも、買い出し中とかで開店休業中。同じと通りの「浜勝」となる。 
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2018
07-01
（日）

　今朝から年の後半戦開始も、朝から高温。うろこ雲に、CO・OPにOpenの保育園。

　半年のお礼とこれからの無事を、ご近所三社にお願いをしてきました。

　日差しを避けて高倉緑地、日野変電所に、昔の面影を残す旧20号。

　今朝出会った鳥。オナガに、若ヒヨ。蝉が鳴きはじめていました。
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　帰宅して、庭木に水遣り。蜜柑、大きくなってきてます。

　昨夕の買い出しで仕入れた、仮面ライダーローグ。

　娘はお出かけ。父と母は、暑さでゲンナリ。午睡を決め込む。

　夕方、「スシローなら食べられるかも」と、早めに夕食。帰ってきて、夕方散歩。
鉄塔、開き始めたサルスベリ二景、ラベンダー。グリーンベルトでも、蝉が鳴いていました。

2/27ページ瑞季と「コナン」の部屋（2018年7月）

2018/08/01http://coah.pro.tok2.com/MizukiAndConan/2018-07.html



2018
07-02
（火）

　払暁前3：00からの決勝トーナメント初戦・対ベルギー戦。
原口と乾のゴールで2：0とリードするも、後半アディッショナルタイムで逆転され、ベスト8を逃す。

　この壁は高く厚いが、越えねばならない。頑張れ、ニッポン。そして、胸張って帰ってこい。

　曇りの、蒸し暑い朝の散歩。西日本の雨の被害が、気になります。
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2018
07-07
（土）

　季節の花々と、桑の実。

　娘の遅起きに合わせて、早めの夕食と買い出し。そして、夕方の散歩。韮が咲き始めました。

2018
07-08
（日）

　蒸し暑い朝、家の朝顔に挨拶して、散歩。
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　若宮さんに、この半年のお礼とお願い。水害の被害不拡大も合わせて、大仏さんにもお願いしてきました。
その後浅川に出て、給水タイム。

　浅川沿いに散歩。途中、ウグイスの声の出処を探しているうちに、意外に近くにいらっしゃいました。

　平山橋から滝合橋へ朝川右岸を進んで、八幡さんと弁天さんにも挨拶とお願い。
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　帰宅直前、お隣のした二人と遊んでもらう。
帰宅したら、入れ違いに娘がお出かけ。吉祥寺でうまいもの行脚だとか。

　日中の蒸し暑さにダラダラしながらも、父は原稿修正。
16：30を回って、夕方の散歩。百日紅が咲き競っています。

　母と夕食して、買い出し。

　22：00前、娘、帰宅。 

2018
07-09
（月）

　娘、午前休講。 

2018
07-10
（火）

　娘、終日休講。そろそろ、夏休みモードの模様。 

2018
07-11
（水）

　父、午後一から府中で打合せ。終わったものの、日中の移動で疲れて直帰。
8日（日）に沖縄から台風避難してきたF-15が帰るという僥倖を密かに待っていたら、ドンピシャ。
　ただし、時間をおいた第二陣は夕方散歩に出ようという時で、わが家の玄関先でお見送り。
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　第三陣は、早々に西へ旋回開始しており、自宅上空を通過せず。散歩していて、逆にラッキー。

　散歩の〆に、お隣の末っ子に遊んでもらいました。

2018
07-13
（金）

　今季一番の暑さ。猛暑日寸前。母、半分溶ける。 

2018
07-14
（土）

　朝から、昨日に引き続いての暑さ。6時半に散歩。
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　駅で大賑わいで食事中の燕たち、コナンに驚いて木に登ってにげた猫、カミキリムシ。

　Twitterのフォロワーさんから教えてもらった、JR日野線鉄塔の除去。
もうなくなっていて、残るは4号鉄塔のみ。

　多摩平の昭和を巡って、帰還。

　帰宅して、庭木に水遣り、そして、シャワーしてアイスの、至福のひと時。
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　日中は暑く、何もする気起きず。唯一、飛来機を撮りにベランダに出たら、炎天下のサンダルで足の裏地獄を味わう。

　それでも、夕方には散歩。夕食は、唐揚げ屋さんへ。美味でした。

2018
07-15
（日）

　くそ蒸し暑い朝、横田のF-22に動きあり。動静を探る。

　その甲斐あって、「来たっ！」と勇んで外に出れば、雲の中にいて、轟音だけ･･･。その後に上がった給油機すら雲に見え隠れ
の状態。
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　そんなことしてるうちに、娘はお出かけ。こちらも9:00過ぎに、朝顔に挨拶して朝の散歩。

　畑のネギ、今季２本目。北公園のキノコ、家になりはじめた元・サークルKサンクス。

　夏っ！、な花たち。

10/27ページ瑞季と「コナン」の部屋（2018年7月）

2018/08/01http://coah.pro.tok2.com/MizukiAndConan/2018-07.html



　暑いので、仮面ライダーアマゾンアルファで涼む。

　午睡して起きたら風が出てきてました。少しだけ涼しくなっていたので、夕方散歩。

　地区センターでは、来週の祭り準備万端整いました。

　夕食は、母と丸亀。買い物も済ませ、1日の終了。暑さに負けず快眠する一匹、シャワー後のアイス。
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　娘、23：00過ぎに帰宅。 

2018
07-16
（月）

　「山の日」、連休最終日。多摩川へ、夏の遠征。

　谷地川を抜けて、初めての昔の街道とおぼしき道を通って。

　炎天下の多摩川へ到着。ただ、炎天下すぎて、早々に退却開始。
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　炎天下の土手を1kmほど歩いて、日野用水にて休憩。

　谷地川に出て、遡上。オイカワが見られました。

　七ツ塚や三本杉さんにもご挨拶。
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　3時間半歩いて、夏の遠征終了。帰宅すれば、珍しく娘が起きていました。「暑くて」寝てもおれん、ようです。 エアコンの効く居
間で、寝始めました。母は、フラの合同レッスンとかでお出かけ。

　3時間ほど寝た娘、起きて食事。母も、帰宅。

　午前中の散歩からずっとエアコンの風い当たっていた一匹、妙に身体が冷えていたので、クールダウンならぬウォームダウン
の夕方散歩。
ホオヅキ、ムクゲ、木芙蓉。

　夕食は三人でココイチ。その帰り、紀の國屋さんで、気になっていた日野産樽トマトをつかったゼリーを買いました。
また、帰りに立ち寄ったコンビニで、「ミタツ様」を拝みました。

　少し冷やして、ゼリーを堪能。帰省に、持っていこうっと。そして、父の座椅子を占領しておいて、「使う？」顔の一匹。
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2018
07-19
（木）

　連日の高温、今季最高を更新だとか。 

2018
07-21
（土）

　連日の暑さで、朝も油断ならず。早めの散歩。高幡線に沿って、西平山へ。

　西平山の山王さん、浅川のガス橋、アメリカ芙蓉。

　鳥さんたち。若ムク、羽干しするアオサギ、トビ。
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　浅川沿いの送電線鉄塔。長沼線27号、東京西線27号、同26号。

　夕方に向け、最終準備進む地区センター。

　帰って、ソウメンの朝食。その後、母娘でお出かけ、留守番組は揃って午睡。母娘は夕方に帰宅。17：00過ぎに、留守番組は
夕方散歩。
夕陽を浴びて輝く百日紅、気温のせいか人影薄いお祭り会場、もう茶色になっていた庭のハンター。
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　夕食は、ラーメン。その帰り、家族三人でアクエリアスを飲むので、アルプスで1リットル4本を一挙購入。 

2018
07-22
（日）

　今朝は、6時半に散歩。朝顔三景に、セミの抜け殻。

　夏の主役に、カメムシ2種。

　ゆいま～る多摩平の森のサルスベリに、イオンのヒマワリ擬き噴霧器。
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　来週の宴。舞台に、告知に、通行規制。

　黒川清流公園へ避暑しにいくも、さすがに涼しくはなく、湧水量も落ちてました。

　クロアｈゲハに、トンボ。
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　キノコに、カブトムシに、カナブン。

　汗だくで帰還して、シャワーして朝食。シジミのお味噌汁がおいしかった。

　日中は暑さに負けて、ダラダラ＆時々午睡。アクエリアスだけが消費されて、1本瞬く間に空に。
　夕方に三人で買い出しと夕食。帰ってから、夕方散歩。
「18時　過ぎても熱い　アスファルト」　by　コナン

2018
07-23
（月）

　二十四節気「大暑」の日。熊谷で日本歴代最高の41.1℃を記録。
多摩でも、青梅で都内初の40℃超え（40.8）に、お隣の八王子でも観測史上最高の39.3℃。

2018
07-25
（水）

　まだくらい午前4時過ぎ、バケルをひっくり返したような雨音。30分ほどで止むも、久しぶりの雨。
少し涼しくなってくれるといいが、湿度もあがって恩恵を感じず。

　台風12号、発生。週末は、関東直撃か？。晩、2時間近く雨が降った模様。気温、少し下がる。

　娘、夏休み入り。

2018
07-26
（木）

　台風12号の影響を考慮してか、近隣の週末イベントは軒並み中止。
最も来場者数の多い昭和記念公園花火大会が早々と中止を決めたことで、迷っていた他も従うことができ、英断。

2018
07-27
（金）

　2016年11月にオープンの802（はちおうじ）メロンパンさん、明日、八王子駅北口ロータリーに移転とのこと。
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2018
07-28
（土）

　払暁前から、接近する台風がもたらした雨。時々、強く降る。
小降りを狙って出て進めず終いも、リベンジなって身軽に。

　近づく台風から遠ざかるように、顔見世興行。諏訪湖にて、タコヤキと心太で休憩。

　山を越えれば快晴。実家に到着。
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　夕方、外掘を散歩。

　夕景に、ライトアップの三重櫓。

2018
07-29
（日）

　高田の朝。朝焼けに、日の出。

21/27ページ瑞季と「コナン」の部屋（2018年7月）

2018/08/01http://coah.pro.tok2.com/MizukiAndConan/2018-07.html



　早朝の散歩、蓮見物。開花前に、開花後。

　三重櫓。

　朝食して、暑いがまずは墓参りへ。

　岩の原ブドウ園へ。石倉と雪室で、一涼み。雪室は気温4℃で、外界とは気温差30℃
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　お次は、ロッテ・アライリゾート。外国風！

　ゴンドラで、上に登って、一涼み。

　今晩の宿へ。鶴がお出迎え。
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　一風呂に夕食後、アパリュージョン！。

　天空の虹、スーパーインスタ映えポイントで記念撮影。
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　〆は、宇宙。

2018
07-30
（月）

　部屋からは、妙高が目の前。ホテル前からも、妙高が絶景。赤倉の温泉街もよく見えています。

　西城へ直行。暑いはずだよ、大潟で39.5℃！。

　一休みして、帰京。横川SAで、釜めし。
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　高速を降りて、その足でコナンをピックアップ。無事、興行を終了。
喜ぶ一匹、そして猛烈アピールにより、夕方散歩。

2018
07-31
（火）

　夏休み最終日の朝の散歩。ネギ、定点観測の洋梨、ノウゼンカズラ、ブッドレア。

　人の膝に尻を乗っけて、日光浴する奴。
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　今日も暑く、特に何もせずにダラダラ、時々、午睡。

　母は、お出かけ。
娘、暑い部屋でよく寝ていられると、関心するくらい起きてこず、ようやく起きてきたら、涼しい居間でまた寝てました。

　そして、夕方の散歩。
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2018
08-04
（土）

　朝の散歩。暑いのと小用で、早めに。

　小用とは、立川で30年振りに上げられるという、砂川十番の大幟。
長さ14m超、製作は170年前の嘉永元年（1848年）、黒船来航の5年前。柱（竿）の高さは17m、その基部を飾る彫刻も見事です。

　9：30に上げられた幟は翩翻と翻り、青空に聳えていました。
揮毫は、国立の本田覚庵。土方歳三の幼少の頃の書のお師匠でもありました。
　次はないと云われており、貴重な機会を得たことに感謝。

　帰宅して、シャワー。母はお出かけ中。
ダラダラしているうちに、娘が起きてきて、二人で全力でダラダラ。

　夕方、17：00過ぎの散歩も、まだまだ暑い。百日紅に、オムニ。
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2018
08-05
（日）

　今朝も、早くから暑い暑い。ので、早めに散歩。グリーンベルト、旭ヶ丘北公園、同中央公園は、蝉時雨も大洪水。

　ミンミンゼミ、四景。

　中央線を越えて、西平山へ。栗、葉っぱが食べられている（？）柿、水田。
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　アオサギ飛ぶ浅川、橋の上からの鮎の魚影。

　ウグイス、大名渕のアオサギ、カワウ。

　豊田用水沿いに帰還。水草に、花が付いていました。
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2018
08-06
（月）

　今日、母と娘、北海道に避暑。しばらく、日中は閉じ込め生活が続くので、朝活（朝散歩）。
そして、帰宅したら、袖からニ個一。晩活。

2018
08-07
（火）

　「立秋」も雨で、朝活できず。
日中も気温あがらず、涼しい1日。昨日との最高気温の差は11℃近く、とデイリーニュースで云っていました。
　夜、小雨の中を縫うようにして、晩活してきました。 

2018
08-08
（水）

　朝活。

　台風13号の関東接近により、早めに退社。晩活はできないものの、夜になっても雨風はそう強くくならず。
　なお、天気予報では、明日は台風一過で暑くなり、八王子の最高気温38℃とのこと。 

2018
08-09
（木）

　早朝も状況に差なく、そぼ降る雨に、（強めに）そよぐ風の感じ。 

2018
08-11
（土）

　「山の日」。朝の散歩は、暑いので6時前に出発。
しな垂れる庭の蜜柑、朝顔、畑のネギと記念写真。
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　社教の新社屋、ゆいま～る多摩平の森の白い建物に映える赤と桃の百日紅。

　若宮さん、近くのお地蔵さん、神さん。

　25日の花火会場。
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　アオサギ、誰かと一緒の三景。

　帰宅して、朝食兼昼食。そして、洗濯。

　14：00こと、俄かにかき曇り、バケツをひっくり返したような雨。

　雨をやりすごして、夕食の買い物。そして夕方散歩。

　てんこ盛り野菜炒めに、オクラ、心太。

　シャワー後に、一涼み。隣では、凄い恰好で、寝るやつ。
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2018
08-12
（日）

　朝から、小雨、時折音を立てての豪雨、たまに曇り。一瞬の曇りに、朝散歩。北公園で、キノコ、

　特段、何をするわけではなく、朝食、洗濯、午睡などダラダラと休日を楽しんで、夕方の散歩。

　夕方、母からメール。娘の姿。前髪を切って、すこし染めたとのこと。

　今晩も、てんこ盛り野菜炒め。今晩は回鍋肉風。
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2018
08-16
（木）

　14日、16日の朝活。

2018
08-17
（金）

　涼しめの今日、北海道より、避暑組が帰京。向こうは、えらく寒かったとか。

2018
08-18
（土）

　涼しいを通り越した気温の朝。6時半に、散歩開始。
畑、庭の朝顔、オシロイバナ、フユサンゴ。

　滝合橋からの鮎に、オイカワ。
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　雀、ダイサギ、蝶。

　浅川、25日の花火大会の看板、矢崎やすらぎ処、白髭神社跡。

　8kmほど歩いて、帰宅。朝食して、午睡など。
日中、日差しは強いものの、気温は30℃に届かず、過ごしやすい1日。

　夕方散歩も、風が気持ちいい。
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　「困った時のイオン頼み」で夕食、アルプスで買い出し。そして、久しぶりの風呂。 

2018
08-19
（日）

　窓を閉めないと、寒くすら感じた昨晩。

　朝は、秋空の下で散歩。

　多摩平のハケは、まるで初秋の高原のよう。

　ハケを降りて、黒川清流公園で、蜻蛉を観察。
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　帰宅して朝食。窓を見れば、一匹が光合成中。

　娘、午前中にカラオケへお出かけ。

　午後は気温が上がるも、涼しいことに変わりなし。夕方さんぽで、秋咲きの山吹を見つけました。

　娘、22：00前に帰宅。 

2018
08-20
（月）

　コナン、満10歳の誕生日。凛々しく「おこぼれ」を待つ、の図。
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　夜、父の帰りを待って、バースデイ（野菜）ケーキの贈呈。あっちゅう間に、なくました。

2018
08-25
（土）

　1日遅い台風一過。朝から、ジリジリする暑さ。6：30前に出発。
畑、韮の花、鉄塔31号、ブルーベリー。

　今朝は、浅川を逆向きに。平山橋から、右岸を下って一番橋まで。
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　日野産、天然もの。甲羅干ししてました。

　若宮さんや黒川、清水谷に寄って帰還。

　母と朝食。暑さ故、娘も起きてくるが、涼しい居間でまた寝だす。

　日中は、物凄い暑さ。

　17：30過ぎに夕方の散歩するも、まだまだ暑かった。
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　三人でビッグボーイにて夕食、その足で浅川沿いの「とよだの花火」を見に。

　三人で花火を見上げるのは、2004年の横田基地以来。
打上げ場所が近くで、音量もあって、楽しめました。

　加えて、今宵は十五夜。綺麗でした。
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2018
08-26
（日）

　今朝も早くから暑い、暑い。
庭の朝顔、畑、アメリカ芙蓉、カボチャ。

　韮の花にしじみ蝶、グリーンベルト、ゆいま～る多摩平の森。

　木芙蓉、休憩してコナンに水遣りしたテトテオひろば二景。
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　帰宅して、仮面ライダー「ビルド」の最終回を見る。1年間、面白かった。

　母はお出かけ。朝食して、午睡。
暑さに、何もする気おきず。ちょうど、ケーブルTVで仮面ライダー「ディケイド」の一気見をやっていたので、はまる。

　娘、夕方に図書館にお出かけ。
つられてこちらも夕方さんの散歩。大きな積乱雲がありました。関東各地で見られ、雷ピカピカだったようです。

　三人で、丸亀にて夕食。
その後、アルプスで買い出しも、アクエリアスが売り切れ。早々に、ダイレックスに向かうもここもSoldout。
次にいったD2にて発見し、嬉しさのあまり箱買い。2リットル×6本、ゲットだぜ。 

2018
08-27
（月）

　青梅で、39.5℃と、今日も暑い1日でした。 
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2018
09-01
（土）

　いつもより赤みを帯びた、朝焼けでした。

　今朝は東へ遠征散歩。ストーンの森、黒川のハケ上、神明野鳥の森。

　梵天山を下り、坂下公園、角上魚類の横で頭を垂れる稲穂。

　マンホール蓋、上田園さんの梨、からやま、金山さん。

　2004年の新選組フェスタが懐かしい万願寺中央公園、別府さん、大東園さんで奉仕を購入して、帰還。
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　帰宅して朝食、大東園さんでもらったおまけを早速１個いただく。瑞々しくて、おいしかった。

　その後、午睡もせず、資料整理。

　夕方、散歩がてら、八幡さんの宵宮を見に行こうと玄関をでたら、小雨がパラパラ。近所周回に切り替えるも、帰る頃には大粒
の雨に。

　夕食は、三人でラーメン。 
　風呂上がりに、もう一個のもらったおまけをいただく。冷やすと、さらに美味しい。ああ、幸せ･･･。 

2018
09-02
（日）

　早朝から降ったり止んだり。朝方は、散歩行けず。
母ｊは、朝からお出かけ。

　朝9時、仮面ライダーの新シリーズ「仮面ライダー ジオウ」始まる。

　昼前、雨の間隙をついて、出すもの散歩。
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　1400過ぎ、娘起きてくる。

　雨の様子を見て、夕方散歩。

　1800前、娘と夕食の算段し、ホットモットのお弁当＋手羽先に決定。ネットで注文して、受け取りに行く。
その間に、母帰宅。 

2018
09-03
（月）

　娘、今日から登校。

　夕食後に、3日連続で梨を食す喜び。

2018
09-04
（火）

　台風21号、お昼に四国へ上陸、瀬戸内を抜けて神戸から本州を突き抜ける。
父のいる西新宿は午後から風が強くなり、夕方前に「帰れるうちに、帰りやがれ」令が会社から出て、5時前に退社。

　ただし、中央線快速は豊田－八王子間で鉄橋の風速から既に運転見合わせで、各駅に停車中状態。しばらくして、立川－日
野間も多摩川鉄橋でアウトに。
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母に「何とか帰り着きます」とメールしたら、娘も電車に閉じ込められているとのこと。地下鉄と動いている中央線各駅で、娘のい
る駅に辿り着き、合流。
あとは、「止まって、一駅分動いて、また止まって･･･」を繰り返しながら、2時間以上かけて立川まで到着。タクシー待ちの長い行
列を見て、母に「迎えに気て」をお願いし、来てくれるまで娘と駅ビルを散策。
　8時半過ぎに、ようやく帰宅。

　夕食して、風呂上りに今日も梨。 

2018
09-06
（木）

　未明、北海道胆振地方で震度7の大地震。母の実家も、震度5弱。
朝のうちに、電話して無事は確認できたものの、終日、停電だった模様。水道とガスが生きているのが、せめての救い。 頑張っ
てくれ、北電。 

2018
09-07
（金）

　母の実家も、停電から復旧とのこと。よかった、ありがとう北電。 

2018
09-08
（土）

　風はあるも、日差しまだまだ強い中、朝の散歩。br> 34号鉄塔、北公園の小さな秋、秋桜、夏空と秋空。

　黒川清流公園では、台風のためか、倒木がいくつか。

　大池でのカルガモに、鯉たち。

　そんな中のヤブラン、咲き始めた彼岸花、ヤマボウシの実。
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　昼前、写真整理中にオスプレイとハークが飛来し、北東へ。明日の三沢基地友好祭に向かったようです。

　早めに夕食して、その後に夕方散歩。グラウラーが5機降りていきました。

　夕食後の買い出しで入手した、仮面ライダーＷ”ファング・ジョーカー”。そして、それに見守られて風呂上がりに最後の梨。
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2018
09-09
（日）

　湿度あるも、青空が覗く空。八幡さんに足札して、滝合橋から一番橋へ。

　浅川。雉、アオサギ、アキアカネ。

　一番橋から北上して、若宮さんへ。今日は、例大祭の本宮。
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　神輿渡御の宮出しを拝見。千貫神輿、子供神輿も。

　帰宅して、仮面ライダー見ながら、朝食。

　昼過ぎ、C-5Mギャラクシーが自身の影を雲に映しながら南へ飛んで行きました。

　夕方の散歩。秋めいた雲、タマスダレ？、檜の蕾。
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2018
09-11
（火）

　若宮さんの神輿渡御の動画をj:com櫻井さんに送ったところ、今日の放送で、チラリと流してもらいました。 

2018
09-15
（土）

　今日・明日と、横田基地友好祭。朝方は曇り空で、出かける前にコナンと散歩でもと玄関出たら、雨になっていました。
散歩は諦めて、朝食して、横田へ。

　雨の中、拝島駅から歩いて入場。司令官機に挨拶して、今年の目玉（飛来した特別塗装機）を拝見。

　もう一つの注目株、来月に横田基地に正式配備となるオスプレイ。
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　寒空に半ば義務のビール。

　小雨の中、1時間半を待ち続けたオスプレイの飛行。

　オスプレイ、凄かった。また、明日。

2018
09-16
（日）

　曇り空ではじまった横田基地友好祭二日目は、コナンとまず散歩。彼岸花が綺麗でした。

　木芙蓉、顔を覗かせはじめた青空。
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　朝食して、出発。雨がないことにあって、拝島駅の人出は、昨日の4～5倍。基地のゲートでは、手荷物検査に時間がかかるた
めか、入場制限も。

　ビール片手に一周。オスプレイは、どこかの遊園地のような行列も。
それを横目に、昨日とは反対側に陣取って、オスプレイの飛行を待つ。陽も射してきました。

　2時間半を待ったオスプレイの飛行。格好良かった。
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　オスプレイの飛行が終わって、帰還。入間基地のような、出口渋滞。

　帰宅して、写真整理。そして、夕方の散歩。 庭の紫蘇の花、北公園のキノコ。

　第七幼稚園越しの夕陽。散歩の時間に夕焼けとは、秋だなぁ。
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2018
09-17
（月）

　敬老の日、晴れ。暑くなりそうな予感。目。コナンと、まず散歩。彼岸花が綺麗でした。

　旭ヶ丘北公園の一角、彼岸花が綺麗でした。

　帰宅して、母と朝食。
一昨日、昨日の写真を整理しながら外来機の帰還飛行を待つも、南（わが方向）ではなく北に離陸のようで、見えたのは脚の短
いヘリだけ。
　今日は真夏日となり、暑い午前中でした。
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　午後を過ぎて雲が出始め、真夏日は終わり、過ごしやすい日中に。早めに夕方の散歩。

2018
09-22
（土）

　昨日からの雨もあがって･･･と思いきや、小雨の中の朝の散歩。
出すもの散歩的近所周遊で、姫りんごの成長具合を確認して帰宅。早速、ゴロ寝するやつ。

　午後一、思いの外いい天気に。
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　娘、なかなか起きてこず、起きても一階に降りてまた寝出す始末。
15：00前に、ようやく意識戻る。三人で、コーヒータイム。

　早めの夕方散歩。

2018
09-23
（日）

　秋分の日。曇りがちなれど、元気に浅川右岸を朝の散歩。

　浅川の鳥。アオ、カラスとくるみ、見返りのシロ。
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　平山橋から豊田駅方向に戻って、矢崎橋やすらぎ処で休憩。帰りに紀の國屋さんで、おはぎを3つ購入。

　帰宅して、仮面ライダー見ながら朝食。眠くなって、午睡。起きたら、娘も起きてきて、おはぎでお茶。
その後、父は散髪。 

　散髪を終えて、夕方散歩。厳しい日差しは傾いたものの、動くと汗ばむ気候。

2018
09-24
（月）

　秋分の日の振替休日。父、久しぶりに休日出勤。
今の事務所に移ってからは初なので、3年半以上ぶり。 

2018
09-27
（木）

　父、人間ドック。検査が終わって、結果を聞くまでの時間つぶし。いつも浅川河原も、雨。新調されていた明神町四丁目のお
社。
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　帰宅。夕方の散歩して、買い物にお付き合い。アルプスでガチャガチャして武器をゲット。

2018
09-28
（金）

　朝、久しぶりの晴天。明日に取っておきたい！。
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2018
09-29
（土）

　日本列島縦断台風が接近中の朝、天気予報通りのドン曇り時々小雨の中、まずは出すもの散歩。

　雨が本降りになる前に、父は立川防災航空祭に。

　次第に雨足は強くなり濡れながらも、楽しめた立川を後に、家路。
夕方には、親子三人でコーヒーブレーク。 

2018
09-30
（日）

　列島縦断台風、接近中の朝。散歩アピールするので、一瞬をついて朝散歩。
出たら直ぐ、マテバシイのドングリ、第七幼稚園の洋梨。

　そんな天気の中、母はフラのイベントで、娘は高校の文化祭にそれぞれお出かけ。送迎運転手、相努めます。

　ただ、正午近くでは太陽も出て、一匹は日光浴。夕方近くになれば雨足強く、くっついて暖。
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　夕方、JR東日本が20：00以降に運転を見合わせと発表。英断。

　娘、母とそれぞれ連絡あり、娘を豊田駅で拾って、母との待ち合わせの京王線・南平駅そばのスーパーへ。
混み合う店内で夕食の買い出し、その足で近くのコンビニでウエハースを仕入れ、コンプリート。！

　20：00頃から、風雨強くなるも、風呂入って寝る。 
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2018
10-01
（月）

　台風一過。庭は、幾つかの植木鉢が倒れていた程度で、心配された蜜柑は枝折れもせず。

　昨晩、台風で家が揺れる中、突如リビングが暗転。「すわっ、停電！？」とおもいきや、TVは点いてて、どうやら天井灯が天寿
を全うのご様子。
午前休にして、朝一で買いに行くついでに、一匹と散歩。高気温、北公園の椚の枝折れ、金木犀の絨毯、落果した洋梨。

　父、出社。 

2018
10-06
（土）

　10月の三連休初日、曇り。台風被害を確認に、黒川清流公園へ。途中、今日のお祭りの準備を見分。

　枝折れは無数。倒木もありましたが、根腐れ系が主で、安心しました。
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　帰宅して、朝食。青空になってきて、我が庭の色づき蜜柑を愛でました。

　アラスカ（?）へお帰りのE-8ジョイントスター、抜けるような青空。

　夕方、お祭りを冷やかしに、早めに散歩。

2/17ページ瑞季と「コナン」の部屋（2018年10月）

2018/11/06http://coah.pro.tok2.com/MizukiAndConan/2018-10.html



　気の早い欅、長山団地の空中カボチャ、洋梨。

2018
10-07
（日）

　早朝からいい天気で、気温高め。
秋の空　紅葉探して　爪切りへ。

　ススキ、モズ、蝶、赤トンボ。
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　帰宅して朝食。出掛けに起こしていった娘、まだ居りました。

　朝食して、娘のお出かけを見送ろり、午睡などしながらダラダラ。そして、夕方散歩。夕方も暑かった。

2018
10-08
（月）

　「体育の日」は、曇り空。
畑に挨拶して、跨線橋工事を見て、古道を通って平山の八幡さんへ。

　浅川でアオサギ、飛ぶアオサギ、蝶を観察。
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　浅川沿いから古道に入って、若宮さんに。そして、三連荘の黒川清流公園。

　家に着いたら娘が珍しく起きていて、三人で朝食。そして、揃って午睡。

　午後、肌寒い感じを過ごして、早めの夕方散歩。

2018
10-13
（土）

　曇りの土曜日、肌寒い気温。秋服系服を着せて、朝の散歩。
空中カボチャ、定点観測の洋梨、知らないうちに大きくなっていたサンシュユの実。
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　散歩後、朝食して、遺跡見学会へ。
縄文期土器や卑弥呼の時代（弥生後期～古墳時代）の出土品に、弥生時代後半の住居跡。とても楽しい、2時間半でした。

2018
10-14
（日）

　昨晩からの雨で、気温低し。仮面ライダー見ながら、雨が止むのを待って、ようやく散歩。

　帰ったら娘が起きていて、三人で朝食。

　午後になって雨も上がり、寒さから脱出。ようやく、青空に。
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　せっかく青空になったくれたのおで、早めの夕方散歩。

　今頃になって「折れてました」の北公園の松、散歩中に降りてきた2機。

2018
10-15
（月）

　庭のリコリス、蕾がほころび始めました。
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2018
10-17
（水）

　庭のリコリス、咲きました。

2018
10-18
（木）

　庭のリコリス、いっぱい開花。

2018
10-20
（土）

　青空。ハロウィン仕様で、朝の散歩。
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　咲き始めていた清水谷の十月桜、遠藤さんちのMy煉瓦橋、稲刈り後、何か出たという発掘現場。

　川辺堀之内のコスモス広場で、記念撮影。帰り道でも、十月桜。

　帰宅して、母と朝食。娘は、既に自校の学園祭に登校。一匹は、光合成中。
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　昼間、父は次回記事を製作。母は、午睡。

　夕方、早めに散歩。

　母、飲んだくれの会でお出かけ。父は、リンガーハットの「野菜たっぷりチャンポンのギョーザ5個セット」で一人夕飯。
終えて、一匹と留守番

　娘は、21時過ぎに帰宅。母も、23時前に帰宅。父は、就寝。 

10/17ページ瑞季と「コナン」の部屋（2018年10月）

2018/11/06http://coah.pro.tok2.com/MizukiAndConan/2018-10.html



2018
10-21
（日）

　早朝から快晴。花壇のコスモスに挨拶して、畑や近所三社に秋のご挨拶しながら、谷地川へ。

　柘榴、セキレイ、カラスウリ（？）、キセキレイ。

　谷地川のオイカワ。

　ハケを上がって、真っ白な富士山に挨拶。七ツ塚で休憩して、帰還。
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　帰宅後はノンビリして、午睡など。

　母と早めに夕食・買い出ししてから、夕方の散歩。季節外れの苺が大きくなっていました。

　買い出しで仕入れた、仮面ライダー色紙アート。

　娘、22：00前に帰宅。 

2018
10-24
（水）

　朝。色づく庭の蜜柑、季節外れの苺。

　j:com櫻井さんに送ったコナンの写真、めでたく採用、放送されました。

12/17ページ瑞季と「コナン」の部屋（2018年10月）

2018/11/06http://coah.pro.tok2.com/MizukiAndConan/2018-10.html



2018
10-26
（金）

　庭のリコリス、全蕾、開花完了。

2018
10-27
（土）

　雨予報も、思ったより早く青空が広がり、朝の散歩。ホウレン草、空中カボチャ、洋梨。

　サンシュユも色づき、木芙蓉は綿花状態近くに。散歩後に、虫に食べられる前ん、一匹に苺を献上。
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　朝食後、立川市歴史民俗資料館に出かけて、企画展「空の都たちかわ」を見学。

　資料整理などして、夕方の散歩。

2018
10-28
（日）

　早朝からまずまずの天気で、気温も高め。サツキも桜も、進みゆく紅葉。
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　中央線鉄橋に出て、浅川を散策。

　浅川で見た鳥たち。ガス橋上のシラサギ、トンビ、樹上のショッカーのアオサギ怪人（裏）。

　車輌センターで洗車される電車を見て、帰宅。
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　畑のところで、お隣の真ん中と末っ子に逢いました。

　朝食して、休憩。

　午後、母はフラのイベント、娘はお友達と学園祭巡りとかでお出かけ。

　夕方散歩も、いい天気の下。

　娘、20：00過ぎに帰宅。 

2018
10-29
（月）

　昼過ぎ、GOSAT-2が打ちあがり、温室効果ガス観測技術衛星2号「いぶき2号」と命名される。
1997年から開発が始まった現用システムを用いる最後の衛星。1衛星空くけど、その次からは、鋭意開発中の次世代システム
が用いられる。
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2018
10-31
（水）

　定時退社日だったので、早めに退社し、新宿駅での仮面ライダー展「変身は色褪せない」を見聞。
ファイズ、格好よかった。
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2018
11-03
（土）

　「入間の日」は、早々に散歩。定点観測も洋梨も収穫されて、グリーンベルト周辺の秋は深まりゆく。

　入間基地に着。今年は創設60周年。

　午前中のフライト。

　基地創設60周年記念塗装機を眺めながら、ブルー待ち。

　午後はブルー。変則的な科目もありましたが。流石の演技でした。
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　楽しめました。また、来年もお願いします。入場者は、19万人だったとか。

　大混雑を乗り越えて、帰宅。母と夕食。
娘は、お友達と学園祭。その前に、豊田駅南口の「サンマ祭り」で、炭火焼サンマを堪能したとのこと。20：00過ぎ、娘帰宅。 

2018
11-04
（日）

　「晴れの特異日」の翌日は、どんより曇り。気温低し。
手作り市に出店の母、今日も文化祭巡りの娘をに送ってから、朝の散歩。手作り市は、現建家では最後とのこと。新社屋には、
紙の看板が掲げられていました。

　散歩途中から、小雨。留守番組はくっつきモード。
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　15：00過ぎ、母が帰宅。16：00前に、夕方散歩。

　20：00過ぎ、娘帰宅。フィギュアスケートを見る。 

2018
11-10
（土）

　早朝からいい天気も、原稿書きにもがき、遅くなってからの散歩。
庭の南天の実、畑に挨拶、近所の紅葉。

　小春日和、十月桜で花見。
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　多摩平の秋。

　帰って母と朝食。娘はお出かけ、一匹は光合成。

　午後、久しぶりに原稿書き。その最中に降りてきたグローブマスターⅢ達。
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　夕方散歩。成長やめた空中カボチャ、色づきを増すサンシュユ。

　夕食は母とラーメン。娘は21：00過ぎに帰宅。 

2018
11-11
（日）

　今朝は曇り。それでも、散歩。黒川の紅葉は、まだまだでした。

　浅川に出て、平山橋まで。サギのコロニー、にぎわっていました。
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　来週のポスターをながめて、帰還。

　母は産業祭りに出演のため、お出かけ。朝食して、仮面ライダー見て、一匹とくっついて午睡。 

　娘、起きてきて、インスタントラーメンの昼食を一緒に。昼食後も、一匹はくっつきモード。

　夕方の散歩。陽が陰ると、気温が下がった感じがします。
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　母、帰宅。夕食と買い出しに。そこで仕入れたファイズに、ジオウのガチャガチャ。

2018
11-17
（土）

　予報に反して、いい天気。原稿書き後に、深まり行く秋を愛でに、朝の散歩へ。

　旭ヶ丘中央公園も、色づいていました。
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　浅川に出て、鳥さん観察。トビ、オシ、シロ。

　鈴生り。

　若宮さんにご挨拶して、黒川清流公園に寄り道。
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　家路で見た冬の使者に、我が庭のミカン園。

　帰って朝食。
入れ替わりに、娘、バイト先の研修にいく。3時間ほどで戻る。北八王子の居酒屋さんとのこと。 

　日中は日差しがあって暖かかったが、冷え込み始めた夕方の散歩。夕陽と紅葉が綺麗でした。

　朝はあった空中カボチャ、撤去されてました。サンシュユの実は、赤染め完了。
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　夜、爆睡する犬を撮る。

2018
11-18
（日）

　朝からベタ曇りで、肌寒い気温。母は朝からお出かけ。
社教ではバザー、母も出るフラのイベント、ドウダンツツジ。

　地区センターでは、餅つきの準備中。
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　朝食して、くっつき中。

　娘起きてきて、お茶。
その後に昼食。コーヒーブレークしてたら、夕方散歩の時刻。グリーンベルトの紅葉に、木芙蓉。

2018
11-21
（水）

　今季一番の冷え込み。畑も息も、白くなってました。
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2018
11-22
（木）

　夜、家路にある銀杏の黄葉。
この日、娘の初バイト。18：00～23：00で、初日なので、少し早く帰してもらったとのこと。

2018
11-23
（金）

　小春日和の勤労感謝の日。コタツ布団を干してから、多摩平で秋を満喫。

　小春日和の勤労感謝の日。多摩平で、秋を満喫。
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　柿食うコゲラ、シジュウカラ、メジロ。

　帰宅して、庭木に水遣り。そして、母と朝食。一休みして、原稿書き。

　娘、起きてきて、身支度。立川の花火に行くとのこと。

　夕方の散歩。気温は急速に下がり、足早に。

　散歩から戻ると、炬燵が出動してました。ストーブも出動させて、冬始めました。
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2018
11-24
（土）

　今朝もいい天気で、西平山から浅川へ散歩。

　大和田の関根さんへ、ご挨拶。

　西平山の山王へも挨拶して、八王子往還を使って浅川へ。ススキの穂が、光っていました。
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　八王子往還から見た富士山、コガモのオス、オオバン。

　サイカチの実、ホシゴイ（ゴイサギの幼鳥）、用水のオイカワ。

　休憩など入れながら平山橋を過ぎて、葡萄棚の黄葉を見て家路へ。
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　帰宅して水遣り、そして朝食。ちょっと午睡してから、今朝の写真整理と原稿書き。

　日がだいぶ傾いたので夕方の散歩。

　今晩は、伝家のほうとう。温まりました。

2018
11-25
（日）

　三連最終日は曇り空。近所を周回。旭ヶ丘中央公園は、だいぶ色づいてきていました。
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　朝食して、地区会のグリーンベルト清掃へ。いつものお土産と、秋ながらではの落ち葉一袋。花壇や鉢植えに撒きました。

　昼前、陽が射して、ポカポカ。光合成しながら警備する警備隊長、警備終了した警備隊長。

　曇りかけていたので、早めの夕方散歩。コナン蜜柑園、清掃の成果、夕日に富士山。
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　母は、都心での観劇に昼からお出かけ。娘と「ほっともっと」で、娘の大好きな「手羽先」をプラスして、夕食。 

2018
11-26
（月）

　娘、バイト2日め。ネットで見る限り、お店の評判は良いようです。

2018
11-29
（木）

　娘、バイト3日め。お店で、タン、ハツ、砂肝を試食させてもらったとのこと。 
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2018
12-01
（土）

　今日から師走も、いい天気。原稿書きして、朝の散歩。

　旭ヶ丘一帯は、紅葉の見頃。

　首都大学東京、都道沿いの銀杏。

　旭ヶ丘中央公園は、見応え有り。
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　晩秋の旭ヶ丘中央公園。

　帰り道で降りてきた、アトラスの747。

　朝食して、また原稿書き。娘は、起きて来ず。

　夕方、ダイヤモンド富士を狙いに浅川へ。の前に、旭ヶ丘中央公園を抜けて、綾錦を堪能。
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　現地には同好の士の姿もあるも、残念ながら雲。

　娘を起こして、夕食と買い出し。 

2018
12-02
（日）

　昨日とは打って変わって、ドン曇りの朝。気温低し。
庭の苺に挨拶して、遅めの朝散歩は近所周回。

　日中も気温上がらず、早めの夕方散歩。

3/21ページ瑞季と「コナン」の部屋（2018年12月）

2019/01/01http://coah.pro.tok2.com/MizukiAndConan/2018-12.html



2018
12-04
（火）

　「冬？」ってくらい、暖かかった1日でした。 

2018
12-08
（土）

　朝から曇り。原稿書きの後、散歩。

　準備中のたきび祭りを横目に、八幡さんへ。

　八幡さんと弁天さんに、師走のご挨拶。なお、八幡さんの鳥居が、なくなってました。
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　白い鳥、黒い鳥。

　祭り会場に戻って、点火を拝見。

　帰宅して母と朝食。午睡などして、また原稿書きなど。

　気温上がぬまま、夕方散歩。部分的夕焼け、野葡萄。
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　娘、今日はバイト。母と長崎チャンポンリンガーハットで夕食。買い物して帰る。
娘、23：15過ぎに帰宅。 

2018
12-09
（日）

　昨日より薄日あるも、寒い朝。原稿書きして、遅めの朝散歩は近所周回。

　母と朝食し、まどろんだ後に、原稿書き。

　娘、起きだしてきたものの、炬燵でまた就寝。

　夕方、原稿上がる。夕方散歩は、北に冬空。娘を起こして、イオンで夕食。紀伊国屋さんで明星大学とのコラボ商品と苺大福を
購入。 

　昨晩に4枚買った仮面ライダー「ジオウ」・チョコウエハース、今朝の散歩でも4枚買い、今晩も5枚買って史上最速でコンプリー
ト
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2018
12-11
（火）

　昨日、立川飛行場でYS-11FCによる飛行点検と聞き、会社をズル休みして、朝から昭和記念公園へ。
朝は今季一番の冷え込みで、畑が白かったです。
　公園入口でスタンバること20分、遥か東にYSの姿。「来たっ」と身構えるも、その後は音信不通に。結局、予定時刻を超えて空
振りを実感。
元・航空神社さんにご挨拶して、撤収。

　後で見れば、「来たっ」と身構えたは、YS-11はYS-11でもお隣の入間飛行場に帰るYS-11EAでした。今の季節、シャンパング
ラス・ツリーに絡めたかった･･･。

　撮ったのは、防災航空祭？って写真だけ。トホホ。
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　母と「はま寿司」で昼食。アルプスで買い出しして、夕食は「伝家のほうとう」。
帰ってきた娘と三人で、暖まりました。 

2018
12-14
（金）

　投稿しておいた「たきび祭り」の同、j:comのデイリーニュースで流れました。 

2018
12-15
（土）

　冬晴れ、北風で寒い朝。次記事の構成検討などしてから、散歩。コナンには、新型服。

　冬枯れのグリーンベルトに、青空に映える千段の黄色の実。

　庭の蜜柑は、4つ食べられていることを確認。
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　午前中、日野宿の町歩きに参加していきました。

　町歩きの〆に、1年以内に解体されてしまう、大谷石造りの倉庫を見学。

　帰宅して、午睡。起きて風呂掃除してから、布団の中の娘を起こし、夕方の散歩。
センダンにはムク鳥がいっぱい。

　散歩後に、早めの夕食。丸亀さんで、三人とも復活の「うまから坦坦うどん」で暖まりました。
帰りにアルプスへ寄り、明日の夕食はしゃぶしゃぶに決定。お肉が安かったとのこと。 
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2018
12-16
（日）

　昨日とは変わって、曇りがちの朝。畑も今季一番の白さで、北公園気では初霜柱。
庭の苺に挨拶して、遅めの朝散歩は近所周回。

　黒川清流公園まで散歩。マガモさん二景。

　帰宅したら、母は既にお出かけ。食事して、くっついて暖。蜜柑には、メジロが来はじめたようです。

　母。夕方前に帰宅。入れ替わりに、夕方散歩。
来月剪定のグリーンベルトに、番号が振られていました。
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　夕食は、しゃぶしゃぶで暖まりました。

2018
12-17
（月）

　娘、年内授業は今日で終了。明日から、冬休み。 

2018
12-18
（火）

　父、誕生日。セーターを贈られました。

2018
12-20
（木）

　昌子伯母から、クリスマスプレゼントが届きました。

2018
12-22
（土）

　冬至。日差しあるも、雲多し。原稿書きして、散歩へ。
玄関でたら、拡がる蜜柑被害。
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　いざ、谷地川へ方面へ。

　谷地川で、野鳥観察。何か付けて飛ぶアオサギ、今季初ツグミン、モズ（雌）。

　ダイサギ、カワセミ、もぐもぐタイムのコガモ。

　七ツ塚へ立ち寄って、目的の東光寺大根タクアンを購入して帰還。
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　帰宅する頃には小雨模様に。朝食して、写真整理。そして、原稿書き。

　夕方も雨で散歩行けず。

　娘、バイトへ。父と母は、ラーメン花月「嵐」夕食＆買い出し。

　全日本フィギュアスケート選手権見ながら、夜を過ごす。娘、23時半過ぎに帰宅。 

2018
12-16
（日）

　連休中日も、どんよりとした曇り空。原稿書きのあと、朝の散歩。
畑、鉄塔34号麓の家、三軒目着工。

　昨日の時事ネタの主役、サンシュユの実。

　帰宅して、母と朝食。
原稿書きを再開して、夕方の散歩。途中。小雨になって、速足。
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　娘と三人で、今日は横浜家で夕食。 

2018
12-24
（月）

　天皇誕生日の振替休日、そしてクリスマス・イブ・

　風あるも朝からいい天気。早朝に原稿書きして、黒川へ散歩。

　あまり鳥さんは見かけなかったけれど、冬のハケもいいもんです。

　アズマ池のカルガモ、大池でスサーするマガモ。
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　帰って、朝食。食後に原稿書きして、娘を起こして、こっちは午睡。

　風が冷たいので、陽のあるうちに夕方散歩。

　買い出しして、細やかなクリスマスの宴。コナンにも。

2018
12-26
（水）

　娘、バイト。23時過ぎに帰宅。 

　父、仕事納め。そして、一匹、夜洗われました。
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2018
12-27
（木）

2018
12-28
（金）

　年末年始連休の初日。朝は冷え込んでいて、近所一周のみ。

　帰宅して、伸びすぎたシマトネコを伐採。
午前中、年賀状のいざ印刷の段でプリンタ不具合。急きょ、アマゾンをポチッ。

　午後、自分の部屋と寝室の大掃除。

　夕方も空気冷たく、これまた近所一周のみ。

　夕方、娘、バイト。今日で。バイト納めとのこと。 
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2018
12-29
（土）

　今朝も冷え込んだ朝。近所一周に終始。

　午前中に届いたプリンタで、年賀状作り。終えて、2階と洗面台、他を大掃除。
掃除に飽きて夕方の散歩。残すは、玄関と1階の外回り。

　夕景。

2018
12-30
（日）

　昨日までの冷え込み緩み、一年のお礼参り散歩。まずは八幡さんと弁天さん。
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　浅川に出て、地場ものトマトを購入。そのまま、川を散策。
アオサギ飛び立つ、モズ、アオサギ仁王立ち。

　富士山、カワセミ二景。

　大仏さんと若宮さん、黒川清流公園にも挨拶。
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　シジュカラ、メジロも二景。

　帰宅すると、珍しく娘が起きていて、三人で朝食。
食後、大掃除を再開。父は、外回り。
16:00を前に玄関掃除も終わり、これにて平成最後の大掃除完了。夕方の散歩へ。

2018
12-31
（月）

　大晦日。恒例のご近所三社へのお礼参り。
お世話になった畑のネギにも、ご挨拶。
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　一年の無事を感謝して、御礼言上。

　高倉の景色、一年間見守ってくれた東京西線34號鉄塔、楽しませてくれたグリーンベルｙトにも御礼。

　庭の蜜柑、3個収穫。
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　母と朝食して、のんびり。

　娘を午後2時過ぎに起こして、早めの夕方散歩。

　コナン、2018年の散歩納めの図。

　大晦日の膳は、しゃぶしゃぶ。
そして、晩酌しつつ、新年を迎えました。明けまして、おめでとうございます。
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