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マロンおじさんの『悪あが記』２０２２０８ 

【２０２２年夏 気が付けばブラ田栗
た ぐ り

も第１６弾】  

 <毎月１０・１０・１０
テ ン  テ ン  テ ン

で明るく元気に！マロンの浪漫徘徊記> 

  ～～ﾊﾞｲﾄ１０日・walk１０日・ﾌﾟｰﾙ１０日 間隙縫って短期車中泊～～ 

 

 仕事引退直後の２０１８年５月、念願の東海道５３次 WALK の備忘録をマ 

ダムのブログに掲載させていただいて早や丸４年、今回で１６回目となりま

した。「月日は百代の過客にして行きかふ年もまた旅人なり」ではないが、毎

日が、毎月が、毎年がアッと言う間に過ぎ去ります(７月数え７０歳古稀を迎

えました)。アルバイトの関係で、長期・遠方は難しくともこれからも気分は

“旅人”であり、放蕩(徘徊？)おじさんであり続けたいと思っており、その為

の体力維持は必須と自戒して日々飽きずに“悪あがき”しております。 

    

1889 年 3.27～8.20(約 150 日)2400 ㌔ 歩き心そそられる行程！   立石寺ｗith 曾良 

 この４か月の間コロナが緩やかに沈静化に向ったかと思いきやまたもやの七波、 

  賃上げならぬままでの物価上昇(ｶﾞｿﾘﾝ代に悲鳴)、円安、終息の糸口さえ見えぬ 

ウクライナ侵攻、安全保障、政治安定求めた結果の与党大勝利、安倍さん(一学 

年年下)の思いもよらぬ襲撃死、新聞・テレビを見るにつけ暗い惨事報道ばかり 
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で、何か明るく元気になる話題は？？と探すも、嘘偽りの無い“大谷さ～ん”しか 

出てこない(トホホ)。やはり世間様や他人様に頼っててはイカンゼよ！とばかり 

に己が尻に鞭打ちマンネリ・ルーティーンをこなし、何が起きても流されず思考 

停止することの無い日々を送りたいと自らを叱咤激励する日々。 今回も内容 

薄き備忘録ですがお付き合いの程を！【前回大量３０ｐでヒンシュク⇒目標２０ｐ】。 

【１】 ～～継続・継続・継続～～              

 
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 

 ４月    10 日 

【80 ㌔相当】 

    6 日 

【110 ㌔】 

10 日 

【600 分】 

       0 日 

【 0 分】 

 4 日      1 日 

伊豆天城 

5 月 

 

   10 日 

【80 ㌔相当】 

    7 日 

【115 ㌔】 

10 日 

【600 分】 

4 日 

【 120 分】 

0 日     ２日 

富士川河口湖 

6 月 

 

   １１日 

【88 ㌔相当】 

   ６日 

【１１３㌔】 

７日 

 【420 分】 

     2 日 

 【 60 分】 

  ６日     ２日 

宇津ノ谷峠 他 

7 月     １０日 

【80 ㌔相当】 

   ３日 

【 ６６㌔】 

   １３日 

 【 940 分】 

     1 日 

  【 60 分】 

  ２日     2 日 

狩野川 道志川 

 

 

徒歩 8 ㌔/日 

換算 

  

 

自宅から往復

12K、公園 5

周で計 20 ㌔ 

(気分次第で長短

あり)  

 

7,8 月は屋外 

 

 

30 分/回 

徐々にペダル

に負荷をかけ 

 

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 

 

 

◆イベントウオーク(通常コースではなく面白・気分転換ﾛﾝｸﾞｳｵｰｸ) 

  ①秦野戸川公園(４月某日 自宅から往復２６キロウオーク) 

   往路は一般道、帰路は水無川のせせらぎを聴きながらのんびりウオーク 
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   第２新東名 全開通は未だ先    チューリップ 夏は川沿いでバーべキュー最高 

   ②富士川河川ウオーク(５月某日 天気悪化途中終了で１５ｷﾛ) 

   伊豆の国市、伊東市、鎌倉市に続く「鎌倉殿ウオーク」第４弾。源氏方

(甲斐源氏)と平家側が河を挟んで対峙。大群の水鳥が一斉に飛び立った

事に混乱した劣勢・傭兵中心の平家が実質的戦い無く撤退(諸説あり) 

         

   朝は晴天だったのだが・・  道の駅 富士川楽座   人生初めて大河を見続けている 

    壇ノ浦や承久の乱での瀬田の唐橋や宇治橋などの舞台地は過去の車中 

   泊でお邪魔しており、今回の鎌倉殿聖地探訪はこれにてお仕舞い？。 

  ③名水百選の我が町秦野を改めて歩く(６月某日 ２８キロ) 

    環境省が行った、「名水百選 30 周年記念選抜総選挙」で、「おいしい

秦野の水～丹沢の雫～」が、全国第 1 位となりました！秦野に住んで

３０年、改めて湧水を飲み、歩いてみる。秦野盆地の地底には常に芦

ノ湖の２杯分の水が蓄えられ市民の水道水となっているとか。 

    弘法の清水→川原町湧水→井之明神水→まいまいの泉→小藤川湧水 

   →兵庫の泉→どうめいの泉→ゆずりの水→一貫田湧水→赤松沢湧水 
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→峠の湧水→谷津湧水→若竹の泉→葛葉の泉→竜神の泉 

      

 弘法の清水  駅北口水場   曽屋神社    出雲大社    兵庫の泉    白笹神社 

井之明神水   ゆずりの水           一貫田湧水  

 ④大泉頼朝死す：珍しく大河ドラマを初回から欠かさずに観ている。 

  １１９８年、相模川に架けた橋の落成式に頼朝が参列、その帰路落馬しそ 

れが原因で亡くなる。ならば歩いてみようと酷暑の中テクテクと 20 ㌔。 

ちょうど半年経過の６月末放送で大泉君死す。口紅付けて女装して敗走 

したり、女好き嫌われ者の大泉頼朝君には時として辟易するもいなくな 

るのは寂しい限り(何のことはない、三谷幸喜の戦略にはめられている 

(笑))。後半も小池政子姉さん宮沢りくさん等が大活躍難し翻弄され前半 

同様難しい役どころなれど小栗義時君頑張って！ 

    

茅ヶ崎相模川橋脚   帰路落馬  はてさてどんな義時に 不気味な善治も活躍？ 

  ⑤伊豆狩野川ウオーク(修善寺→沼津河口まで３２㌔) 

    過去の隅田川、多摩川、鶴見川、相模川の川歩きに続き今回は    

アユ釣りで有名な狩野川。狩野川台風でも知られる。いつも川を横 
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目で素通りするだけだが今回は歩いてみることに。修善寺駅前駐車 

場に車を置き、川の土手をテクテクと。多くの支流が入り込み行く 

手を遮られたが何とか完歩。帰りは沼津から三島(JR)～伊豆箱根 

鉄道で修善寺へ戻る。平坦で川の流れを見ながらの WALK は最高！ 

       
  朝６時半出発  どんより天気 大仁 長嶋自主トレ 気分萎える  道の駅函南 

                  別名長嶋ロード 河口までの距離 ｹﾞｰﾄｳｪｲ付近 

           

  ついでに前回未訪問の あちらもこちらも  久々の電車三島駅  三島から修善寺 

  北條寺 義時夫妻墓  義時 義時 義時 ホームの立ち食い旨し！ １２駅分歩く 

  【あちこち歩くとこんな懐かしい看板も ⇩】 

    

 

  ★愛の変遷・変容・変貌！？ 北條寺受付２人のお姉さまと・・ 

   お姉さま：今日はどちらから？ 

    マロン ：神奈川から来て車中泊旅。修善寺から沼津の河口まで歩い 

て来たよ "#$ 
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    お姉さま：へ～すっごい！元気ね～！今夜はどちらに泊まるの？ 

    マロン  ：お気に入りの道の駅天城越えに泊まろうかと考えてたけど 

今夜大雨予報の為どうしようかと思ってる。折角の亭主留 

守のカミさん孝行も兼ねてるし家帰るのもね・・・ 

    お姉さま：分っかる～～(奇声！) 亭主の鏡！帰っちゃ 

       ダメよ！ 

   マロン ：mmm むむむ・・・(大雨の車中泊辛いんだけど・・・) 

  

                         

【２】小学校業務員のつぶやき・あれやこれや 

① はだの・学校・ともだち をもっと知ろう！ 

     

大量ゴミ いつも 市民憲章：平和 きれいな水  はだの検定   9 時気温 36 度 

有難うございます 健康 若さ 文化 皆の発言 君らに負けないぞ！ 体育中止 

       
素人剪定ながらも・・   メダカ池 可憐！  水の都 秦野  充分都会 十二分田舎 

② 挨拶 
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小学校でのあいさつ。“元気にあいさつしよう”など常日頃先生からも

言われ、いたるところに挨拶ポスターも。小生も出来る限り大きな声

で“おはよう”“さようなら”と。生徒から言ってくる事は稀で黙って

通り過ぎる子が多い(えっ聞こえなかった？)。でも時々思う。自分が

そのころどうだったかな？言われれば“おはようございます”と囁くような

小声だったかも。小学生は忙しいし多感。今日の苦手な勉強の事や友

達関係のことで頭がいっぱいかも知れないし、あいさつのタイミング

を逸したかも知れないし恥ずかしかったのかも知れない。大人は大人

らしく常に明るく大きな声で言い続けよう！いつかは明るい声で返

ってくるはず。川沿いを歩いていても挨拶などしてたまるか！と言わ

んばかりの大人も少なくない。挨拶が人生の潤滑油・癒しであること

を身をもって知るには時間と経験と少しの勇気が必要だよね。 

③ 不登校【本校：生徒数÷世帯数＝１.２８人 圧倒的に一人っ子多し？】 

毎朝子供を送る・・・駐車場から昇降口に入るまでジッと見届けるお

母さん・・不登校が自分の家族のことと思ってもいなかった！とはあ

るお母さんの言葉。特に小学生ではこの５年間に倍増、過去最高の不

登校生がいるとか。低学年では新しい環境に馴染めないとかあるだろ

うし、勉強についていけなかったり、友人とのケンカ、人には言えな

いイジメもあるかも知れない。さらには一斉休校、イベント中止など
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コロナの影響もあるだろう。無力感や不安感を強く感じる「生きずら

さの低年齢化」に立ち向かい子供たちの心に寄り添い、話を聞き、常

に笑顔で接する先生方の苦労心労は如何ばかりか！？到底小生には

及びもつかない。明るく元気な“変なおじさ～ん”であり続けよう！ 

      
 逃げろ！逃げろ！   久しぶりのマリンバ演奏会  いつになったら口元 

            その迫力に生徒全集中     見て話せるの？ 

④ 子供が走るのは？：チコちゃん情報 

学校の内外は勿論プールでも走り回り先生や監視員から叱られっぱな

しの子供達。その理由は早く育ちたいからだそうだ。足の裏から伝わ

る地面の感覚やスピードと距離の感覚などあらゆる感覚に刺激が加わ

り運動感覚・平衡感覚が養われ、走れば走るほど経験値アップし大人

へと近づくそうな。走ることの衝動はむしろ好ましいこととし、時と

場所を身に着けさせることが肝要か。 

       

制作中の“とまれ”  元気いっぱい！！   のぼるな！と言われ   3 年ぶりのプール授業 

正門前横断歩道    走れ！走れ！  てもね～そこに木があるから 草ボウボウ 刈り取る 
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⑤ いじめ：「弱いからいじめられる」 

ウクライナ侵攻に触れ「どんな子がいじめられるか？弱いから！強い

子はいじめられない。国も同じだ(強く武装せよ)」。教育現場でのいじ

め問題の対応の難しさ日々の先生方のご努力を知ろうともしない麻

生元首相の街頭演説。小学生にやられたらやり返せ、石を持て！力で

強くなれ！と仰っておられる。失言ならぬ本音、想像力の無いボンボ

ン爺さん、貴方の様な御仁が裏で牛耳るから日本を牽引してきたはず

の自民腐りきる。国葬を首相に進言したのもこのお方とか(呆れる) 

     
 生徒も先生も日々“いじめ”と向き合い戦っている 大人のイジメネット中傷 

⑥ 悲惨な情報・・子供達はどうとらえる？どう守る？ 

   ウクライナ、安倍さんの銃撃、連日悲惨な映像が大量に流される。大 

人だけではなく子供達のショックは計り知れない。命の大切さ、暴 

力での解決の過ちを大人・親・先生たちはしっかりと逃げずに語り合 

わなくてはならない。一面的なものの見方ではなく一緒に考え、大人 

は親は家族は学校は君たちをマスコミの無節操垂れ流しから、戦争発 

揚のダークなうねりから“守ってあげるよ！”と校庭の草刈りをしな 

がら考える日々です。  
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【３】一人車中泊・・自然を求めて・・気分爽快！ 

① お決まりの伊豆 修善寺・天城へ(GW 前の某日 一泊) 

     

   浄蓮の滝 滝好き   まさに星・星・星 ☆    ガラガラ道の駅 独り占め 

   何度見ても飽きない  北斗七星探すのさえ一苦労  の大島桜で一人"#$%&'(で花見 

② 旅の醍醐味は、絶景景勝地などの観光、温泉、地元料理・・・ 

然してマロンおじさんは、風呂はカラスの行水、料理屋で一人で食する

事よりも地元スーパー総菜をビール片手での車中食を好み更には観光

と言っても行き当たりバッタリのつまみ喰い状態。単なる風来坊！ 

③ 静岡宇津ノ谷峠・さった峠(６月某日 １泊) 

４年前歩いたところを今回はのんびり車中泊旅。静岡にハズレ無し！ 

     

旧東海道 宇津ノ谷集落   さった峠 広重のさった峠   道の駅宇津ノ谷泊 

【４】マロンの独り言・・・あれやこれやつれずれに・・ 

① 俳句１ 母桂子(１９２０年生 享年５６歳) 

小生が大学生の時に亡くなった母親。「沖」と言う能村登四
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郎が選者の掲載誌に投稿していた。女学校で柴田白葉女に

習ったり、「河北新報」で阿部みどり女を存じ上げていたり、

もともと文芸が好きだったようで、太宰治とも面識があっ

たようである。いくつか紹介すると・・・ 

『足なえの子は手も冷えて梅雨に入る』(障害者の姉を詠んで) 

『子の刻むまだ不揃いの茗荷の子』(出来損ないの我らを詠んで) 

『子には子の希い芽立ちの妥協なき』(小生何の暴言吐いた？) 

『母の日やただへらへらと鮨を食う』(今ならご馳走できたのに) 

『新緑や旅の話は聞くばかり』(これまた今なら何処へでも！) 

『かたくなに生きし母なり胡桃落つ』(気の強い明治祖母ちゃん) 

『冬の雨目あそびながき受験の子』(すんません！！！) 

『貧乏は悪という子の苗植うる』(穴があったら入りたい) 

『お年玉一言添えて老いたるか』(いや～分かる分かる！) 

『子には子の話あるらし猫柳』(親の介入無用の子らの世界) 

『ためらわず春のセーター派手に編む』(編み物が大好きでした) 

せめて初任給で鮨をご馳走し、旅に連れ出し親父の事、祖父母の 

事、故郷仙台のことを、何よりも母親自身の事を聞きたかった。 

 

★母上殿～！マダムのブログに載せてもらったよ～ 天国で喜 
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んでくれているのか？恥ずかしい(仙台弁で“おしょしい”)と思 

っているのか？多分ニコニコ、笑っていることと思います"#$ 

② 俳句２(もどき 季語無視) マロンおじさん、『平和』を詠う。

先人達の苦難を思い起こし恒久平和の道永遠に。 

  『ねえジイジおとなはいつもなぜケンカ？』(幼子に説明出来ぬよ) 

  『武器向けて仲良くしようそれは無理』(弱き者猜疑心の鎧着る) 

  『幼子ら声かれるまで鳩ぽっぽ』(皆で仲良く食べにこい♬) 

  『想像力あれば震えし戦さ道』(大戦、原爆・・ついこの間) 

  『もの言えぬ世が来て平和離れゆく』(異なる意見排除せし世) 

  『夏空や鳥居の塚に赤子あやすは優しき子』(短歌もどき) 

   『麦の穂で猫と戯むる優しき子』(平和な光景 守るは大人の責) 

③ 川柳もどき ～～硬軟織り交ぜあれこれと～～ 

  『物忘れメモしたことも忘れ去り』  メモして安心して忘れる 

  『証明写真更新ごとに若くなり』(プールパスポート)それ貴女？ 

  『ジャグジーであれこれ話せど名知らず』笑顔振舞いそれで充分 

  『２週間行かねばプールで病気説』  話の中心は来ぬ人に(笑) 

  『マスク顔 誰か？を探り 談笑す』学校の先生も大勢いると・ 

  『皆貧乏優しき時代かの日本』格差、結婚どころか今日の食い扶持を 

  『軍拡にアクセル踏んで戦待つ』GDP２％で西欧に肩並べたいとは 
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  『ウクライナ良ききっかけと政治利用』我欲通せれば何でも OK 

  『沖縄に痛み押しつけ安全域』７割超えの米軍施設が沖縄に集中 

  『国葬は 迷惑なりと 本人辞退』さすがの故人も逆効果と知る 

  『カーナビの姐ちゃん指示無視迷走中』己の方向感覚信じた結果 

  『清掃員草木ｺﾞﾐ多少で勤務査定』“今週は量少ない！さぼった？” 

  『SNS 役にも立てば人をも追い込み』蔭に隠れて誹謗中傷 

  『核共有“核無き世界を”核の傘にて』REMEMBER 広島長崎 

④ 藤沢周平のこと・・1927年 12月 26日生まれ、1997年 1月 26日、

若い頃の結核手術の際罹患した肝炎がもとの肝不全の為死去(６９歳

１か月。都営八王子霊園)。とすると小生、８月６日で６９歳１か月。

同じく生きてきて比べようもなかれど何か感慨深い。改めて作品を読

み直すとともに墓参り、山形県鶴岡再訪を実現させたい。 

   
           記念館    都八王子霊園６１区１４側 

⑤安全運転：運転歴丸５０年、初めてのゴールド(喜・嬉) 

前回違反は７年前？の都内での車線変更違反か？以後安全運転心

がけ地元はもとより全国車中泊旅でも模範運転、心の“もみじ・四
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つ葉マーク”を付けている。ダメだよスマホ運転、そこの兄さん！ 

      

【今回更新で７４歳まで OK。さらに３年更新で７７歳で免許返納？】 

⑥久しぶりの映画 3本  

   

１．『ドライブ マイ カー』村上春樹ワールド、アカデミー賞につられ   

て・・。３時間もの単調かつ色味の薄い映像と言葉に欲求不満にて帰 

路に着く(予習・復習・２度観、３度観必要？)。 

２．『ひまわり』戦争によって引き裂かれた人々の苦悩とそれでも生き 

る姿を天に向かって咲くひまわりに喩えて。ｿﾌｨｱ・ﾛｰﾚﾝの圧倒的個 

性と胸に染み入るテーマ曲。一日も早いウクライナ侵攻の終結を願う。 

人類、同じ過ちを何度繰り返せば済むのだろう(悲) 

３．『大河への道』名君上杉鷹山、異才平賀源内に次ぐ小生お気に入りの 

江戸人である伊能忠敬。亡き３年後に完成した「大日本沿海輿地全図」 

完成までのお話。それにしても５０過ぎての(今の７０？)１７年間、 

徒歩４万㌔の測量は驚異！帰宅後改めて調べ直し伊能図より４２年 
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前に長久保赤水なるものの「日本輿地路程全図」が存在していたこと 

を初めて知る。北海道こそ測量されていないがその正確さに目を見張 

る。知らない偉人が何と多いこと！ 

      

       伊能図              赤水図 

 ★ドライブで悶々とし、ひまわりで相変らずの人類の愚かさに溜息つ 

き、大河にて先達の偉業に感心、希望・勇気を頂戴した でした。 

⑦ プール・ジャグジーにて(泣く子と熟女には勝てぬ！)  

◆A女子：ずっと肩が痛かったのが最近良くなってきたわ！ 

B 男子：それは良かった%&'()心配で夜も眠れなかったよ(笑) 

    これで俺もぐっすりねむれるよ"#$(冗談) 

A女子：はいはいっ！・・眠り続けてもう起きてこなくても 

    よいから！ 

B 男子：・・・・・・(黙) 

【百戦錬磨のおじさまも手練手管のおばさまには勝てません】 

◆マロン：若い時よりも身長が３センチ近く縮んだ。関節がす 

り減ってるんですかね～？ 

    A女子：あら、私なんか１６０あったのに今や４センチもよ。 
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    B女子：あまい甘い！私なんか５センチよ！毎日ぶら下り機   

        使ってなきゃダメよ！ 

    C、D、E 他女子連：私などは。わたしなどは。私こそ・・・ 

   【これ、何の自慢？一つのつぶやきへの反応が凄まじい*+,-./】 

   ◆歳要らず？ 

    A女子：私、還暦を人生の折り返しと考え毎年１歳づつ歳 

減らしているのよ！ 

    マロンおじさん：・・・え！この方１２０まで生きるの？ 

   ◆人生残りわずか？ 

    マロン：Ｓさん、クロールのフォームきれいですね！ 

    Ａさん：Ｓさんはもう人生に迷い・ブレが無いからですよ 

         シーン・・・なぜか皆納得・・・ 

   ◆おむつ 

    Ｎ姉さん：二宮屋外プールではおむつした幼児でも入れ 

るらしいわね・・・ 

    マロン：それじゃあ、介護おむつするようになってもお姉ん

たち大丈夫ですね！ 

    姉さんたち：ムムム・・・(口激は最大の防御 先手必勝) 

   ◆友子姉さん：もうすぐ８７歳の身体も口もお元気姉さま 
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     ２年間某ホテルの高級プールを利用していたお姉さま。９月から 

      又二宮プールに復帰！お帰りなさい。元バタフライのメダリスト 

      でワクチン日以外は朝６時の泳ぎを欠かさない。脳味噌の衰えは 

      微塵も感じさせず記憶力も口激力(笑)にも磨きが掛かる。若造の 

      マロンなど足元にも及びません。いつまでも元気で！ "#$ 

         
 プールと水平線・空が一体となったブルーの世界 水の女王・天女の洗練・優雅な泳ぎ！ 

 

 ★今年もロングビーチ券有難うございました。孫たち大喜び%&'() 

   

     

⑧ 千葉啓介さん 定年間際の数年間小平市に住んでいた。６５歳にな

ったらいよいよ好きなことをしよう、それにはまずは体力作りとばか
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りに近くの小金井公園をベースとして時に井之頭公園まで往復歩いた。

その井の頭公園で時々見かけたのが千葉啓介さん。池の畔で彼の弾く

ピアノは優しく切なくその場を離れがたかった事を思い出す。今でも

時折車で聴くが今もお元気かな？また紅葉の頃にでも行き生演奏を聴

きたいものです。皆さんも YOU TUBEでいかが！ 

特に『月の満ち欠け』『春の訪れ』が大好き、癒されますよ！ 

   

井の頭弁財天は女性の神様で、ボートに乗るカップルは嫉妬され別れるとか 

⑨ 悪い事出来ぬ！・・周りから“昨日どこそこの道を歩いてたでしょ

う！”とか“信号待ちで屈伸運動”してたでしょう！とか言われるこ

とが増えた。プール仲間であったり、プール監視員であったりバイト

先の先生だったり・・・まｱ体も大きく目立つからかも知れないが、特

に walking ｺｰｽで我が行動目撃されている。ご同輩同様、昔、我が町秦

野はただ単に寝に帰るところだったのに。やっと世間並みの一市民に

なったと言う事かいな？ 

⑩ 「人間は帰りが遅いことを心配してくれる人を求める」なんて

事を言ったのは誰だったか？最近は結婚どころか異性と付き合ったこ

とがない、付き合いたいとも思わないし結婚など眼中にないと言う男
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女がふえているそうな。自由でいたい、経済力がない、面倒くさい、育

児・家事・介護など背負いたくないなど結婚することが当たり前の時

代ではないとは言え、「ただいま！」「お帰り！」の日常の会話こそ幸

せと感ずるのだが、今時の男女はある意味強い人間なのであろうか？ 

 サラダ記念日：『この味がいいね』と君が言ったから七月六日は  

(俵万智)   サラダ記念日 何気ない日常こそ至福の時か・・・ 

⑪ 『星に願いを！♬』 

   
  幸せ人の隣にそっと飾る  杏：おいしいものがいっぱい食べられますように！(さすが！) 

               玲：空を飛べるようになりますように！(ﾗﾝﾄﾞｾﾙ重いから) 

⑫ 昨年急逝した親友「梅ちゃんを偲ぶ会」７月末 

小３から６０年もの長き間親友であり続けた友を娘さん夫婦をお誘いし 

偲ぶ会を１０名で開催。２年半振りの外での食事・飲み会を何か月も前 

に企画皆楽しみにしていたのだが・・またもやのコロナ！一週間前に迷 

いに迷った挙句延期することになった。一体何なんだ、コロナ！ふざけ 

るな！とほざいても仕方ない事。ここは大人になり何らの心配ない時が 
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来たら、パアーッとやります。梅ちゃん、天国で良い飲み屋さん見つけ 

ておいてくれ～！小生は今しばらくジタバタしてからそちらに行きます。 

⑬ 穏やかな余生：人生相談の某氏曰く、好きなことに執着し今更苦手ななも 

のや嫌いな人間に近づかないこととか。さすれば小生の苦手・嫌いなもの 

は・・トマト・ほや・生のイカタコ、スイーツ系、平泳ぎ、体操競技(体固 

し)、往生際の悪い政治家、ネズミの尻尾、ボーっと家にいること等々。 

好きなこと・・一人旅、一人で出来る適度な運動、薔薇の花、あらゆるお 

酒、麺類、恥を知る政治家、滝等々。最後は東北への滝巡りの旅に出、昼 

湖WALK、地元蕎麦食し、道の駅にて夕方からビール片手にご機嫌なまま 

黄泉世界へ。葬儀無用バラ一本。  

⑭晴耕雨読(図書館にて行き当たりバッタリ手当たり次第) 

    ～～紙面数の都合上 今回カット～～ 

    
皆よく頑張りました)*+ 不器用マロンでも 秦野人気洋菓子店  夏は屋外プールで 

生徒も先生も  習うより慣れろで！ MARRON(ﾏﾛﾝ )     早や真っ黒！                       

地元屋外プールにて；朝一の５０メートルプールはガ～ラガラ。隅っこで呼吸法を

練習している御仁、なかなかに美しい日焼け具合である。思わず“いい色してますが、毎日来ているんで

すか？”と言おうと思った瞬間こちらを振り向く。な、な、なんと外国の黒人の御仁であった。言わなく

て良かった～～～！！！(セーフ！) 
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８月！盛夏、毎年この時期は長めの車中泊旅に。東北やら北海道やら、昨年は

これまであまり縁が無かった茨城方面へ。さて今年は？久しぶりの信州へ？諏

訪湖一周１６㌔＋αWALK や松本、“星の村”で有名な阿智村、マロンおじさ

んのルーツとも聞く伊那郡栗田(城)でも行ってみるかいな・・・(予定は未定)。

どうぞ皆さん暑さ・コロナ・物価高騰・食欲不振に負けずお元気で！ "#$ 

涼んで下さい(また訪れたいところばかり・・) 

     
 高千穂峡  知床オシンコシン滝 宮城秋保大滝   袋田の滝    華厳の滝 

    

栃木吹割の滝  山形白銀の滝    青森 奥入瀬渓流     山梨白糸の滝 

 

       

マダムへ：元気シニアマダムのブログでいつも刺激・パワーをいただいてお

ります。いつもながらのやっつけ仕事の『悪あが記』ですがブロ

グ UP宜しくお願いいたします。             

          <次回は又４か月後？SeeYou！> 


