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マロンおじさんの『悪あが記』２０２１ ０９ 

【コロナ・五輪に抗い、ブラ田栗
た ぐ り

も第１３弾】  

 前回掲載頂いてから早や 4 か月！月日の経過に唖然とする。この間 

何を思い感じどこへ行き、そこがどうであったか？思い出すのに四苦八苦 

である。スカスカ脳みそから絞り出して出来る限り完結に記載。お付き合 

いの程お願い致します。 

 長引くコロナ、強行開催のオリパラ。政策のいたならさや己の不徳過ち 

を隠し、憲法問題やら国民の不摂生・我慢の無さに転嫁すり替える政治 

屋のお得意技は相変わらず。誰も責任を取らないし誰も国民目線の命を張 

った政治などしやしない。(いつから政治が腐敗し、国民乖離となったの 

だろう？明白です。誤った理想に拘泥し官僚を巻き込んで己の欲遂行のみ 

に執着、見せかけだけの保守右翼を日本会議の後ろ盾よろしく１０年近く 

も居座り日本を腐敗させた晋三が総理になってから 溜息 反論歓迎) 

 今回、コロナ状況下での五輪開催への全ての決め方、説明の無い強行姿 

勢に断固抵抗しようと、７月１日から閉会式終了の８月８日までの４０日 

間全ての情報を絶った。テレビ・ラジオ・ネット、カーラジオさえ OFF。 

オリンピック情報だけの遮断が目的であったが日常生活に必要な全ての 

情報がシャットされ当初はイライラもしたが次第に慣れ、与えられ続ける 

受動的情報と取りに行く情報の選択・大切さを痛感。良い経験となった。 
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【マダムのブログに掲載いただいた過去の備忘録】 

       
 第一弾 201805   第二弾 201807   第三弾 201809   第四弾 201906 

  東海道５３次完歩  車中泊練習旅     東北車中泊旅   西日本・北陸旅 

          
  第五弾 201909   第六弾 201910   第七弾 201912   第八弾 202004 

  北海道車中泊旅    ｱﾙﾊﾞｲﾄ開始    山手線他歩け歩け  改めての文学作品 

             

 第九弾 202007   第十弾 202010   第十一弾 202101  第十二弾 202105 

 東北日本海車中泊旅  ３年連続東北旅他  湘南 45Ｋｳｵｰｸ他   あれやこれや  

 ★3年強で１３回、４回/年程度。ついこの間のことであっても読み返すと 

  懐かしく感じる。元来日記などには縁がない生臭坊主だが、この程度なら 

  苦にならず備忘録として、脳刺激剤として楽しくありがたい(謝 マダム) 
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【１】今日も元気に足腰鍛錬(８月は歩いてﾌﾟｰﾙ歩いて帰宅もあり) 

 
ｱﾙﾊﾞｲﾄ ｳｵｰｷﾝｸﾞ ﾌﾟｰﾙ ｴｱﾛﾊﾞｲｸ 

運動 

ゼロ 

車中泊 

ロングｳｵｰｸ等 

５月    ９日 

【90 ㌔相当】 

    ８日 

【158 ㌔】 

０日 

【 0 分】 

       0 日 

気がのらず 

11 日      ９日 

 

６月 

 

   １０日 

【90 ㌔相当】 

    ９日 

【150 ㌔】 

1 日 

【60 分】 

0 日 

気がのらず  

5 日     4 日 

伊豆、房総 

７月 

 

   １0 日 

【100 ㌔相当】 

   ４日 

【 71 ㌔】 

１３日 

 【1070 分】 

      0 日 

 気がのらず 

 1 日     ３日 

静岡 山梨 

８月 

 

   ７日 

【 70 ㌔相当】 

  ７日 

【150 ㌔】 

  １０日 

 【 950 分】 

      0 日 

 気がのらず 

 4 日     ９日 

茨城 栃木 

 

 

徒歩10㌔/日 

換算 

 

 

 

 

地元水無川の 

ｳｵｰｸｺｰｽ 

 

二宮 ８カ月

振り再開 

 

秦野屋外 50ｍ 

 

 

宝の持ち腐れ 

雨 

 

休館日 

 

休養 

 

野暮用 

  など 

 

 

 

 

・ミニ車中泊 

 

・ロングウオーク 

 

・小さな旅 

       など 

 

◆設備故障閉館であった二宮ﾌﾟｰﾙが７月に８カ月振りに再開！秦野屋外プ

ールも夏季オープン。やはり歩きと泳ぎの一日交代が BEST！  

  ◆松崎茂ばりの真っ黒顔、、、驚かれるも“仕事焼け！”と答えている。 

【２】小学校業務員のつぶやき 

           
     小学校全景      なかよし広場     正門 鶴の舞 
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    ◆教員を取り巻く環境はますます厳しく、総じて志願者の減少が続い 

ている。一般企業で言う“定時”は朝８時半～１７時だが、朝は６時 

前に来て夜遅くまで頑張る先生も少なくない。少人数学級化や新学習 

指導要領への対応、ＩＣＴ化対応、ﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｱﾚﾝﾄ対応、コロナ対応 

等々 守備範囲は年々拡大している。どうぞ先生自身が病むことの無 

きよう仕事を楽しんで頑張って欲しい。小生、わずかながらでも役に

立てればと願っている(夏休みも普段の半分程仕事あり)。    

【３】一人車中泊 ・・常に一人、弁当持参で誰とも話さず黙々と・・ 

コロナから身を守りさらに人に迷惑をかけない最良の気分転換がこ 

の一人車中泊。アルバイトがあるのでかつての様な一カ月を超える長 

期間は無理だが、まさに誰とも話さずコンビニにて“レジ袋下さい” 

など数語をマスク越しでささやくのみである。 

                                     

１)南房総５月某日 1 泊 

     アクアライン➡木更津➡鋸南町➡館山➡鴨川➡大多喜町➡ 

     茂原➡東金 
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     カップ麺にフライ    鋸南町 菱川師宣生誕地   ビワの産地 １２個 

       身体に悪い！？                     ５４００円＝４５０円/個！ 

            

        鴨川 亀田総合病院 大卒後息子勤務 道の駅 保田小学校 廃校を活用 

  ２)度々の伊豆縦貫縦横  ５月～８月で４回 

          
     ２５m 浄蓮の滝   あまご塩焼き  百恵様にご挨拶  道の駅天城越え 

          

道の駅伊東ﾏﾘｰﾝﾀｳﾝ         修善寺          足湯 独鈷の湯 
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                十国峠からの富士        熱海散策     数日後土石流 本来であれば 

                             こ ん な き れ い な 花 火 が      

 

   

３)山梨 ５月下旬 

      多摩の源流小菅村➡丹波山村➡大菩薩峠➡塩山・石和➡甲府 

      ➡富士吉田➡山中湖 

         

          新倉富士浅間神社    溜息！！一瞬顔を見せ   画伯の“痩せ富士” 

        ♬甲斐の山々陽に映えて われ出陣に憂いなし・・♬今年武田信玄 生誕５００年！ 

             

                                               大菩薩峠越え 

榭 榭 榭榭榭榭 榭

榭榭惎#毫%榭榭榭榭榭榭榭榭榭榭榭榭匿冠榭榭榭榭榭榭榭榭( 汚㌋毮,榭-佛斥0榭

motegiyuko

motegiyuko

motegiyuko
貫一お宮

motegiyuko

motegiyuko

motegiyuko

motegiyuko
熱海

motegiyuko
今や我が庭　山梨静岡

motegiyuko

motegiyuko
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４)日蓮さんを訪ねて  ７月中旬 

      取りあえず山梨南部方面へ・・・と向かったが。途中で大石寺の山門 

       を通過。これは是非とも寄らずば！と思い立ち寄る。結局３時間近くも 

 誰にも会うこともなく一人散策。広大な敷地と寺院としての迫力を感 

ずる。ならば折角の事と、身延山にも訪問。結構きつい急階段を登り、 

はたまた日蓮の位牌眠るお堂にも行き、さしで仏法対話(？) 

      大石寺(日蓮正宗総本山)➡身延山久遠寺(日蓮宗総本山)➡富士川 

散策➡下部温泉郷➡道の駅南部泊 

     
             大石寺山門     五重塔       一気に３００段！結構キツイ！ 

       

   久遠寺          五重塔      今回見つけた最も      日蓮遺灰眠る 

古い元号は“享保” 

             

  赤木圭一郎墓   愛しの芦川いずみと   無信心の の心は？ 道の駅なんぶ きれい！ 
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     ５)ちばらき (いばらき＋ちば) ８泊 車中泊 

         

ピンクが今回訪問エリア    １０万ｷﾛ超えの思縁多君      用心用心 

  何せ人気のない茨城。長年最悪の人気度ランキングの栄誉？に輝く。小生も 

  水戸偕楽園と袋田の滝ぐらいしか行ったことなし。自然景観がイマイチ、火山 

  活動ない＝温泉少ない、海岸線が単調、さらには茨城弁はぶっきら棒でサービ 

ス業が育たない！などと散々な評価。ならば本当にそうなのか？とオリンピック 

完全無視して行ってきました。 

ちばらきエリア(佐原、香取、鹿嶋、潮来)➡鹿島灘エリア(大洗、ひたちな 

か、水戸、日立)➡久慈大子エリア➡栃木東部エリア(馬頭、烏山、茂木、 

真岡)➡茨城下館筑西エリア➡つくば➡土浦➡牛久 【走行距離８００Ｋ】 

             

佐原と言えば伊能忠敬。５５歳(今なら７０歳？)から１７年かけて４万ｷﾛの 

沿岸を測量、「大日本沿海輿地全図」を完成。２００年以上前、この精密さ、 

その気力・体力！！ 
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小生、WALKING初めて約６年。平均150 ｷﾛ/月、1800 ｷﾛ/年 計10,800 

ｷﾛ。あと１５年続ければ伊能様にならぶ❓。 

       

  香取神宮 朝一 誰にも会わず    ひしゃくもコロナで無し   小江戸 さわら 

       

  小小小江戸？     鹿島神宮        茅の輪くぐり    北への防御の要 

    
              鹿島灘               大洗 サンフｒワー号 

        
        日立 絶景カフェ            コーヒー飲みながらの太平洋 
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      どうだ～～袋田の滝(別名 春夏秋冬素晴らしい別名“四度の滝”) 

       

  牛久大仏(親鸞さんの浄土真宗)顔おだやか！  今度は秋に来よう！ 

 

【今回利用した茨城中心の道の駅】 

     

水の里 さわら(千葉)       潮来        日立おさかなｾﾝﾀｰ     さとみ 

    

奥久慈大子 温泉      馬頭(栃木)      茂木(栃木)       ましこ(栃木) 



 

11 
 

    

グランテラス筑西   まくらがの里 こが      しもつま           ごか 

★例えば２年前に出来たグランテラス筑西、３６１台収容。食事処、直売所など 

は勿論スタバ、ドッグラン、北海道で世話になったコンビニのセイコマート、シャ 

ワーまで完備。全国約１１００ある道の駅のなかでも屈指の規模で何よりもトイ 

レほか全てが綺麗！綺麗だと利用者も汚さない好循環。 

       

   筑波山のふもと  北海道発祥安い旨い      スタバ       コインシャワーも！ 

【４】今年も大磯ロングビーチ 夏休み直後  が～らがら 

プールで仲良くなったもうすぐ８６歳の友子姉さんから今年もロングビーチの招 

待券を頂戴し、孫連れて楽しい一日を！ﾌﾟﾘﾝｽホテルで泳ぐ友子姉さん、今 

年休んだのはワクチン接種日のみで朝６時から毎日泳いでいる！(驚)  
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【今行きたいところ・・・又行きたいところ・・・】 まだまだ知らぬ名所名跡 

 ①阿智村(長野県)・・・天空の星星星 ②紅葉の蔦の七沼(４年連続の十和田) 

 ③黒部ダム・・・一度ゆっくりと ④堂ヶ島 天窓洞・・・近場にもこんな良いところ 

 ⑤知床五湖・・・前回悪天リベンジ ⑥佐渡・・・一周歩ける？２２２㌔ 5,6 泊？ 

 ⑦明神池(長野松本)・・神降りるﾊﾟﾜｰｽﾎﾟｯﾄ ⑧元乃隅神社(山口)前回行けず 

 ⑨出流原弁天池(栃木)・鯉が空中泳ぐ ⑩宮古・石垣ほか先島諸島・・魚となる 

①  ②  ③  ④  

 ⑤  ⑥  ⑦  ⑧  

 ⑨  ⑩  いつになる？中山道➡  

                                    ６５０ｷﾛ WALK 

 

                          

【５】マロンの独り言・・・あれやこれやつれずれに・・・ 

   ◆マロンおじさん、世間の情報をシャットアウトし“仙人” 

となる。政府から納得がいく説明が一切ないまま強行開催  

された五輪・・。命より五輪が大切！に断固反対の意思表示

の為、７月１日から８月８日の閉会式終了まで一切の五輪情
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報をシャットアウトすることに決めた。テレビ・ラジオ・新

聞購読中止しネット情報も断絶。ＯＨ－ＴＡＮＩ－ＳＡ－

Ｎ！の情報も長年応援している池江璃花子情報も。昨年より

状況悪化にも関わらずオリンピック卓球会場設営の為無理や

り名古屋場所を開催した大相撲の情報もシャットアウト！最

初は慣れず油断するとガンガンオリンピック関連情報が入っ

てくる。必要な情報といらない情報、、、面倒な時代である。

８月９日全て解禁し新聞にてこの間の様子を知る。 

世論調査によると、オリンピックを開催して良かった、どち

らかと言うと良かったが６１％だったとか。開催前、開催反

対は７０％超えていたのに？しかも今回オリンピック開催が

コロナ感染拡大に影響していると考える国民が６０％とか。

開催に至るまでの全ての決め方や金満五輪は勿論、コロナ感

染、医療破壊を危惧し反対が多数を占めていたのに、そして

実際コロナ感染に悪影響と考えているのに開催して良かった

とは何とｱﾝﾋﾞﾊﾞﾚﾝﾄ！。感染拡大、自宅療養(これって政策？

方針？)、パラリンピック、収支悪化の税金への転嫁・・バッ

ハは“あとは知らない！”で済ますであろうがこれからがこ

の無策国での日本人の冷静な対応が必要。コロナを悲痛な顔
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で報道した直後に明るい声で選手たちのメダル情報を伝え続

けたメディアはそろそろ自分の立ち位置を明確にし視聴率偏

重、困ったときのドラレコ事故画像、不倫情報・・・から脱

却しなければ未来は悲しい。今回のオリパラ開催がどれほど

まで国民生活に影響を及ぼすかは計り知れないが、東京の百

合子おばちゃん、オリンピックを開催したから皆自宅でテレ

ビ観戦し感染拡大を抑えたとのたもうた。飽きれるばかりだ

が、国民の政治離れ、無関心は亡国への道と心得て今後も注

視したい。 

   ◆女子も車中泊！！？酒井佳織さん・・OLから車中泊女子に。 

     サーフィンがきっかけで主に CARSTAYと言う有料場所に泊。 

    「好きなときに好きな場所で旅するように暮らす！」を目指す！ 

         

      今のシエンタ   前泊ｻｰﾌｧｰ   敢えて男物を車内に 

    

 のｼｴﾝﾀ   あと１０万キロ！ともに頑張ろう！ 
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   ◆住みたい田舎ベスト１０(首都圏版) 

行くのは大好きな田舎、住むのはなｱ・・？     
                 (秦野も十分な田舎です)    

埼玉：秩父市、飯能市、加須市、小川町 

千葉：いすみ市、館山市、多古市 

東京：奥多摩市       神奈川：湯河原町   

◆歴史教科書の今昔：日本最古の貨幣は『和同開珎』ではなく 

 『富本銭』になったり、１１９２(いいくに)作ろうから１１ 

８５(いいはこ)作ろう鎌倉幕府に。さらには「生類憐みの令」 

をはじめとして暗君イメージで捉えられた５代犬公方綱吉 

が仏教に帰依し神道にも造詣深く殺生を禁じ文治政治を勧 

めた名君イメージに変身。本当に埋葬されたかどうか判明し 

ない「仁徳天皇陵」は「大仙古墳」になったとか。歴史を時 

の権力が都合の良いほうに捻じ曲げるのは間違いだが、新た 

な真実、疑わしいものは修正し時代とともに変えていくこと 

は正しい。話変わり先日、小学校の校庭の伸び過ぎた桜の木 

枝をどこから切ろうか？と悩んでいたところに来た若い女 

性の先生に小生から質問を。「父親が大切にしていた桜の木 
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を切ったことを正直に話した米国大統領は？」先生は？？？ 

全く知りません！との事。事務の４０代の女性との雑談でも 

知らないとの事。イチローや北島康介が偉人として習う昨今、 

エジソンは？ライト兄弟は？聖徳太子は？ 

 ◆そして借りてきたのがこの本 

    １２５人の伝記集。分かりやすい良書！ 

    ①人々に愛と希望を与える仕事をしたひと 

      ヘレン・ケラー、マザー・テレサ、杉原千畝、孔子 他 

    ②人々の命をすくう仕事をした人 

      ナイチンゲール、野口英世、杉田玄白、パスツール 他 

    ③人々に夢と希望をあたえる仕事をした人 

     ベートーベン、ディズニー、芭蕉、良寛、ダ・ビンチ 他 

    ④リーダーとなって人々を導く仕事をした人 

     ケネディ、ガンジー、竜馬、西郷隆盛、リンカーン 他 

    ⑤人々のくらしを変える仕事をした人 

     アインシュタイン、本田宗一郎、伊能忠敬、エジソン他 
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     ★ワシントンの名あれど、やはり桜の木の逸話なし・・・ 

    【ここでクイズ・・次の名言を残した人は？】 

     Ａ：君が良い妻をもてば幸福者になるであろうし、悪  

い妻をもてば哲学者になるであろう。   ソクラテス 

     Ｂ：人の一生は重荷を負うて遠き道を行くがごとし 家康 

     Ｃ：世の中にいやしい職業はない。ただ卑しい人間がい 

るだけである              リンカーン 

     ◆『今年の春薔薇』・・・五月のバラ(秦野カルチャーパーク) 

               

               

     ◆算数のお勉強 

      月に２回、夕食をかねて(と言ってもテーブルは別)４年と２年生 

      のお孫ちゃん２人と算数の勉強をしている。４年生ともなると小 

生も予習しておかなければ時間だけがかかってしまう。単に問題 
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を解くだけではなく、出来るだけ身近なことと考えてもらうべく結 

構苦労する。下の様な大きな数字、読めますか？書けますか？ 

           

           

     ◆晴耕雨読・・・・・分野限定せず図書館で目に入ったもの・・  

                       (断捨離意識し基本は買わない)  
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     ◆結構階段がきつく、思い出深いこれまで行った神社仏閣ベスト６ 

ウオーキング好きでも、実は小生山登り、階段は苦手。極楽浄土は汗水流し 

たその先に！苦手なことこその先にに満足感と充足感が。 

〈１〉金刀比羅宮(香川)奥社まで・・・１３６８段 でも登りやすい 

〈２〉立石寺(山形)五大堂まで・・・１０１５段 芭蕉さん又会いに行くよ！ 

〈３〉出羽三山神社(山形)・・２４４６段 山伏には到底なれぬが一端を感ず 

〈４〉久能山東照宮(静岡)・・・１１５９段 往復とも誰にも会わず我一人 

〈５〉伏見稲荷大社(京都)・・・１３００段 東海道完歩翌日に行ったっけ。 

                   外国人人気Ｎｏ．１も納得 次は紅葉の候 

〈６〉大雄山最乗寺(南足柄)・・・４００段  

    
   金刀比羅宮    山寺(立石寺)  羽黒山五重塔     久能山 石段 
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【ちなみに】曲垣平九郎の「出世の階段」と呼ばれる愛宕神社は８６段 

       日光東照宮は２００段､ 江の島はロープウエイを使わず階段上 

れば１３２４段､さらに日本一の石段と言われ「西の比叡」と言  

われる釈迦院(熊本)は３３３３段だそう・・・いずれ行きますよ！ 

◆最澄 『一隅を照らす』 アフガン 銃撃された中村哲医師の座右の銘 

大言壮語ではなく、身のまわりの出来ることをコツコツと・・それが難しい 

      ◆滝好きおじさん・・・どれもこれも美しすぎる！！！もっと訪れたし 

                 滝壺までの往復、体力維持しよう。 

      〈男滝の代表〉 

              
        華厳の滝 ９７M     那智の滝 １３３M   宮城 秋保大滝 55Mでも大迫力 

           マツコ 

  〈女滝 分岐瀑〉 〈女滝 渓流瀑〉 〈女滝 潜流滝〉 

    秋田 安の滝    栃木 竜頭の滝     山梨 白糸の滝 
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      ◆ これなら出来る？フードバンク 

       家庭や職場で眠っている食品を、必要としている人や子ども食堂、母子 

支援施設などに届けてくれるフードバンクを知る。子供の７人に一人が 

貧困、母子家庭においては半数が貧困。３０人教室で４人が貧困家 

庭で受けられるべき教育ばかりか十分な食事を得られず将来に不安を 

残す。色々な協力の仕方があろうが、このフードバンクもその一つ。拙 

宅でも大震災等の災害に備え僅かな非常食を備蓄しているが、賞 

味期限が十分ある一部を定期的に提供させていただき補充しておく。 

これなら我が家の備蓄品管理とともにいくらかでも子供たちのお役に 

立てる。これなら継続可能かも？生まれた時から始まる格差社会の荒 

波から少しでも守ってあげたい。それにしても、オリンピック開会式時、 

４０００食が廃棄とは！余剰が分かった時点での対応がとれなかった 

のか？リオでは生活困窮者への分配を速やかに行ったとか。 

                 
                   少量でも皆の協力で 

 ◆８月１５日に思うこと 

   戦後 76 年、小生は勿論日本人の 9 割は戦争を知らない。昨今 
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   「新しい戦前」などという恐ろしい言葉を耳にする。五輪開催に 

反対する国民は“反日”と晋三が蔭で言い放ち、政府にあるいは 

政権に都合の悪い文書は官僚巻き込んで改ざん、黒塗り(のり 

弁)、破棄。異論や批判を社会から締め出し、民主主義＝多数 

決の力をいかんなく発揮し、訳のわからぬ閣議決定にて戦前回 

帰の道をこっそりとしかし着実に歩む。自らは決して戦場にて戦 

わない政治家による憲法改正(悪)、治安維持法同様の共謀 

罪・特措法・・・。戦争経験者が 1割とは言え、戦争に至ったかつ 

ての悲惨な道への想像力が明らかに欠けている。ならば私たち 

一人ひとりが間違いは間違いと冷静に考え行動する必要があ 

る。自分なりの考えのもと自分なりの行動をしない、、それは悪政 

にたいする消極的加担ではないか・・・？一生懸命学び遊ぶバイ 

ト先の小学生や孫たちを見、話をするにつけさらには、読み飛ば 

しても気が付かない単なる原稿読み首相に比べ見事なまでの平 

和への決意を語った広島の小学生二人の声を聞くにつけ今日 8 

月 15日に改めて先の大戦で亡くなった３１０万(１４０万がなん 

と餓死！)の日本人、2000 万の外国人の皆さんの無念を思う。 

政治家の“靖国政治利用“を彼らが祀る英霊たちは泣いている。  
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 ★横浜市長選：自公、予想以上に大敗。この１０年の様なトカゲの

しっぽ切り、顔のすげ替えでは再生は無理。腐りきった膿を出し老

害を一掃(サラリーマン根性の若手含む)、姑息、欺瞞、隠蔽、卑劣、

横暴、差別、敵対、非情・・・初心にかえりこの１０年で染付いた全

ての諸悪をまずは自省し、自公内の人間関係だけに拘泥、執着す

ることなく国民目線の政策で立ち直って欲しい。野党強化の為にも。

                 

   誇りに思います！ゆっくりしてね！     オリンピックの裏で 表で！！！ 

                 

     パリ五輪は清らかにコンパクトに！      ガラガラ 50ｍ ｍｙ pool 

         
                ひめちゃんと在りし日のジロちゃん 

         今回も 2３枚という大量の内容薄き「悪あが記」になってしまい大恐縮！！ 

        マダム いつも有難うございます！(謝謝) 
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      【知子おばあちゃん ありがとう！！】 

  孫その 1 杏ちゃん(小 4) 【お手紙】 

     

玲ちゃん(小２) 

    【絵日記：大磯ロングビーチ ウオータースライダー】                              

      

次回は年末？年始？今度こそコロナに打ち勝ち、もっと明るく元気な 

内容の『悪あが記』が書けますように！正念場 頑張りましょう   


