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マロンおじさんの『悪あが記』２０２２１２

【２０２２年冬 気が付けばブラ
た ぐ り

田栗も第１７弾】

<毎月
テ ン テ ン テ ン

１０・１０・１０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 間隙縫って気まま旅～～

最近とみに月日の経つのが早く感じる。1 か月を基本１０・１０・１０

で過ごしているからかも知れないがそれにしても早すぎる。これじゃ

８０になるのも１００になるのもあっという間？チコちゃんよると、

大人になるとあるいは年をとると「人生にトキメキがなくなるから」

だそうだ。ウムム・・・。確かに子供の時の様に食べ物で感動する

事などあまりなく美しき女優に心騒がす事もない。本を読んで心打たれ

る事も減っている。忘れ去る事が多くなり時間の経過がスカスカになっ

ている事もその理由かもしれない。ならばせめて趣味や仕事を通して

何事にも３K(興味・感動・感謝)の気持ちを持ち続け、あと１０年？２０

年？を妥当な速さでの余生にしたいものと思う今日この頃である。全て

に不安やいら立ちを感じながらも何事にも感激・トキメイていた若かり

し時のように少しは流されず抗っていきたいと思う。

４か月ぶりの「悪あが記」。今回も相変らずページ数が多く誤字脱字、思

い違いの独断の多い私的な備忘録ですがお付き合いのほどを
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【１】 ～～継続・継続・惰性大いに結構！～～

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 旅

ロングｳｵｰｸ等

８月 7日

【56㌔相当】

4 日

【 ８1㌔】

14日

【970分】

0日

【 0 分】

4 日 3日

諏訪湖 酒

匂川 丹沢湖

９月 10日

【80㌔相当】

7 日

【117 ㌔】

8日

【480分】

1 日

【 30 分】

1 日 3日

代々木 富士

山 伊豆

10月 １0日

【80㌔相当】

１０日

【179 ㌔】

９日

【540 分】

１日

【 30 分】

0 日 5日

琵琶湖 富山

11月 9日

【72㌔相当】

８日

【245 ㌔】

８日

【 480 分】

2 日

【 60 分】

１日 4日

富士五胡 都内

徒歩 8㌔/日

換算

休 憩 込 み で

３．５H ２０㌔

強目標 含ｲﾍﾞ

ﾝﾄｳｵｰｸ

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

ﾜｸﾁﾝ

など

・ミニ車中泊

・ロングウオーク

・小さな旅

など

★秦野市屋外プール・・夏はやっぱり屋外に限る！おのずと身体真っ黒に。

7 月１日～９月５日までの２か月(結局２０回利用)。来年からは小生無料

に！炎天下のパチャパチャは気持ちが良い５０ﾒｰﾄﾙプールは子供の利用不

可で朝ガーラガラ！顔なじみも出来、受付のベテランおばさん、小生が“色

白腹黒姉ちゃん”と名付けた来春の就職決まった明るい受付お姉ちゃんやら

腹にビーチボール入れてる？と思しき出っ腹監視員やらとの会話も楽しい。

いつも本を借りる公民館のおば様に泳ぐ姿を見られていた・・
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秦野では悪い事出来ぬわい！！悪いことなどしてないが・・・(笑)

来年もよろしくね！！ 大学４年間、本当に良く頑張ったね～

◆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諏訪湖一周＋諏訪大社 WALK (２５キロ８月初旬 後述)

②酒匂川 WALK(河川ｼﾘｰｽﾞ ２３キロ ８月お盆 台風一過)

川・湖 WALK は本当に楽しく飽きない！！ 平坦好き！

新松田駅→開成水辺スポーツ公園→小田原アリーナ→小田原駅

新松田駅 酒匂川 水源：御殿場 かつて洪水繰り返す“暴れ川”

小田原駅 広重の小田原 酒匂川 二級河川とは？

【一級河川：国管理 約１．４万 二級河川：都道府県管理 約７千。マダム

在住の埼玉や栃木、群馬、長野などの海無し県の河川は２つ以上の都県にま

たがって海に流れる為河川法では全て一級河川のみ なるほど！】
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③丹沢湖一周 WALK(２０㌔ ９月下旬 今回２回目)

④琵琶湖・彦根周辺 WALK(計４５㌔ １０月下旬 後述)

⑤河口湖一周紅葉満喫 WALK(計３９㌔ １１月初旬 後述)

⑥お江戸紅葉三昧 WALK(２日間で６０㌔ １１月下旬 後述)

【２】小学校業務員のつぶやき・あれやこれや

1 夏季休暇・冬季休暇

例年学校が休みとなるこの時期は小生も 3 週間程の仕事休みとなる。

因みにこの夏休みは１９連休。８月単独では僅か７日間の勤務のみ。

「きょういく(今日行くところがある)」「きょうよう(今日用事がある)」

をモットーとし落ち着きのない性分ゆえ、何かしら出かけ歩き回って

楽しんではいるが終盤ともなれば休みに飽き仕事したくてウズウズし

だす。何とも我儘・贅沢・気分屋丸出しの昨今の自分である。

2 秦野の祭り【９月２４・２５日】

江戸初期から始まった葉タバコ耕作。時代とともに減少、1984 年に最

後の農家が栽培を断念、秦野発展を支えた歴史に終止符。もともと耕作

者を慰労する祭りでありコロナ禍で 3 年ぶりの開催。台風一過の晴天、



5

学校のみんなも楽しめたかな？

出陣前のランタン 玲ﾁｬﾝ(小３の孫)がひまわりと人間を描く 夜は神々しく練り歩く

伊勢原「道潅祭り」も「小田原提灯祭り」も 娘の旦那家族は神輿 命！ マツコ

久しぶりに大盛り上がり！友人“芳子さん” の番組にも出演す 中央下にマツコ

ヨサコイ踊る

3 給食

成長盛りの小学生にとり一番の楽しみは給食。コロナ以降ﾜｲﾜｲｶﾞﾔｶﾞﾔ

のムードは無いが校内放送を聴きながらﾑｼｬﾑｼｬと美味そう！朝、小生

と同じく早い時間に給食室の皆さんが出勤し腕を振るう。小学校によ

りﾒﾆｭｰも違うそうだ。そして物価高騰の今こそ給食無償にすべきと思

ってしまう。７人に 1 人の子供が貧困状態と言われ、一学級に４～5 人

が給食費支払いに窮する計算となる(小学校では月 4300 円)。「義務教

育」が憲法で無償と規定されているならば、「食育」たる給食も無償に
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すべきではないか。日本の将来を担う子供らの為に。

ｺｯﾍﾟﾊﾟﾝ 脱脂粉乳 明るいお姉さま？達 ご飯食も増え

鯨 懐かしい ﾊﾞﾗｴﾃｨｲに富む

4 ｸﾗｽを前進させるための某ｸﾗｽの五か条・・・大人こそ自戒

口・耳・目・手足・心 2 年ぶりの遠足も結束固める

5 先生のお仕事

小生の父親は高校の、祖父は中学の、叔父も弟も高校の教師でした。

学生時代何人かの家庭教師をやった。一人の生徒を直で教えることさえそ

の大変さ難しさを痛感、ましてや大勢の生徒など無理！と職業としての教

師の道は考えなかった。今、小中学校の教員の働き方改革が進んでいない

そうだ。小生が業務員として働く小学校の実情は兎も角、補助職員などを

増やしても残業時間が全く減らず全体としてブラックな職種となり採用倍

率も近年では低下しているそうだ。英語やﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞなど教える内容が増

え、児童一人ひとりのケアは勿論の事保護者(モンスター？)との密な対応

などかつての教育現場とは様相が違った現場になってきている。生徒のた
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めになるなら何でもしてあげよう！と思えば思うほど際限無く仕事量は増

える。ﾏﾝﾊﾟﾜｰを増やすことも必要だが、業務内容や量、働き方を見直さな

ければ先生方が倒れるし生徒たちも不幸である。(言うは易しだが)ｱｳﾄｿｰｼ

ﾝｸﾞ出来る部分は思い切って外部に委ねるなど社会全体の課題では？と考え

る。幸い接する先生方は皆明るく頑張っておられるのが頼もしく救いであ

る。小生何も出来ないがいつも応援してます！

6 「燃える闘魂」・・最後まで闘った猪木よ永遠なれ

「花が咲こうと咲くまいと生きていることが花なんだ」(猪木のﾒｯｾｰｼﾞ)

生徒の皆も自分のペースで頑張る！自分らしく頑張る！格好良かろうが悪

かろうが。実を結ぼうが結ぶまいが。 かつて大田区体育館でハルク・

ホーガンとの試合を観に行ったことを懐かしく思い出す(合掌)

誕生から１３歳まで小生と同じ横浜市鶴見区育ちであったことにも親近感

7 青パパイヤ

特産化を目指し、市内生産者が昨年初めて栽培に取り組む。今年はﾌﾟｰﾙ

奥の畑で４年生が中心となって栽培。豊富な栄養素を含み、脂肪や糖質を

分解するなど全国で注目。手が掛からず完熟前に収穫する為鳥獣被害が無

いのが特徴。調理の方々が腕を振るいカレーや炒め物として給食に。
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生徒が育て収穫、農業の楽しさを ２㌔の大物も ｼｬｷｼｬｷ マダム来年栽培いかが

【３】一人車中泊・・非日常を求めて・・気分爽快！

1 暑さ逃れて信州へのはずが (８月初旬 道の駅小坂田一泊)

自宅が丘の上にあり毎夏クーラーを使う事は稀。しかし今年の夏は連日

３５度超え！さすがに耐え兼ね長野方面に逃亡するも長野もこの日３８

度ときたもんだしばらく暑い日続く予報を聞く。道の駅での車中泊では

夜エンジンストップがルール、エアコンなしでは熱中症間違いなしと判

断。予定を１泊のみとして速攻逃げ帰る。これも温暖化？！

一周１６＋αの 25 ㌔ アンツーカ敷かれて 中央に淡く富士

WALK この日湿度高！ 足に優しい

諏訪大社秋宮 頭 松本城 天守残る 12C～15C 栗田城址。遠～いご先祖？

ボーﾂとしながら参拝 全国１２城の一つ 長野駅の住所も栗田。一時期善光寺の

五重の天守が美しい 別当も。「川でえぐられた田」ぐらた

が由来とか
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② 岐阜(２０２２年中秋の名月 9 月 10 日)

我が家からも今年は見事に！ 昨年、コロナで入城出来 ｽｶｲﾂﾘｰ＆旅客機

なかった岐阜城改めて再訪予定

③ 琵琶湖徘徊 ⇒⇒富山の息子家族との再会 １０月下旬

「行く秋を 惜しみ琵琶湖路 一人旅」

【高野山 恐山に続き今回の比叡山で三大霊場制覇】

これまで縁の薄かった琵琶湖周辺へ一人旅をした。３年前に東海道

５３次 WALK 旅をした時、琵琶湖南部の草津や大津は訪れたが今回

は琵琶湖ブラリ旅である。当初は一周２００㌔ WALK を考えたが、

何せ７日間の休み。一日４０㌔×５日で可能であるが、延暦寺や彦根

城他の観光もしたいし・・・。ならば「ビワイチ」の名で知られる自

転車ではどうか？とも思ったが、結局今回は車で一周す。又、旅の

最後は富山へと足を延ばし、コロナで３年も会っていない息子家族

と富山市内の公園で会う事になった(夫婦とも医療従事者であるため

互いに用心してきた。実際息子はホテルからの出勤など感染対策に

悩まされ、１１月末には陽性、再度ホテル缶詰に)

昨年、今年と一泊程度の近場短期旅ばかりであったが、久しぶりの５

泊６日のロング旅、しかも最初から最後まで晴れ・・晴れの雲一
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つ無い晴天続きのご機嫌旅。やんちゃな孫たちの成長も見、元気で仕

事する息子夫婦とも話が出来、充実大満足の旅でした。

「秋うらら 孫の成長 矢の月日」

孫たち 【ｽｸｽｸ】 爺 【現状維持が精一杯】

ﾋｺにゃん 富山 APA にも宿泊 倹約家働き者の県民性

【行程】(東名にて)名古屋(平和墓地公園他)⇒(新名神・比叡山ﾄﾞﾗｲﾌﾞｳｴｲ)

比叡山・坂下エリア⇒大津・近江八幡ｴﾘｱ⇒安土・彦根・湖東ｴﾘｱ⇒

(北陸自動車道にて)富山⇒富山市ﾌｧﾐﾘｰﾊﾟｰｸで孫と⇒帰宅日の朝、息子

とﾓｰﾆﾝｸﾞﾝｸﾞｺｰﾋｰ⇒(飛騨高山・安曇野・松本・中央高速経由)⇒自宅

【走行距離：１２００㌔】

ｺﾒﾀﾞ珈琲本店にて 平和記念墓地公園 10 ㌔ウロつき 名古屋市内今年は素通り

今回の行動計画を 足慣らし 吉宗に逆らい尾張を

発展させた徳川宗治さんもここに

この日比叡山・琵琶湖畔を２０数キロ諸開祖の苦難思いを抱きて徘徊す 
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★延暦寺：今回のメインスポット。空海(真言宗)と同様、７８８年最澄(天

台宗)が唐から持ち帰り独創的宗派として発展。法然、親鸞・日蓮ほかも

ここで修行、仏教の総合大学的存在。７年間４万㌔を歩く「千日回峯行」、

１２年間一歩も比叡山から出ない「籠山行」、９０日間不眠不休で横にな

れない「四種三昧」など修行を通じて「一隅を照らす」「忘己利他」を唱

う。それにしてもこの延暦寺の裾に吉原同様有名な雄琴があるのはどう 

考えれば？伊勢参りや大山参りが神聖なものである反面この世界が付き 

モノであると同じく比叡山参りの信者のニーズであったと言う事か？ 

快適ﾄﾞﾗｲﾌﾞｳｴｲ 快晴！ 伝教大師 開祖 「一隅を照らす」 東塔 根本中堂

琵琶湖を眼下に・・ １２００年 置かれた場所で、精一杯 修復中も説法を聴く

西塔 釈迦堂 山内最古 横川中堂 元三大師堂 おみくじ発祥の地

猊下に近江大橋 坂本ｴﾘｱ 古い石積の街 大津 義仲寺 「鎌倉殿の世界」

芭蕉の願いにより木曽義仲と眠る
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「肌寒に 木曽殿招いて 歌会か」(木曽義仲を慕い芭蕉も眠る義仲寺)

「義仲の 寝覚の山か 月かなし」 芭蕉

「木曽殿と 背中合わせの 寒さかな」 門人の又玄

「優風に 子らが戯むる 麦畑」(・・・湖畔にて)

「麦笛で 優しき心 子に伝え」(♪うさぎ追いしかの山♪ママと

幼子)

彦根三昧 ２５㌔散策 天守より琵琶湖

ザ日本海北陸道徳光 PA 富山ﾌｧﾐﾘｰﾊﾟｰｸ

ハロウィーン ３年ぶりの記念写真 来年こそ皆で遊びにおいで！
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岐阜清流高原川 奥飛騨 諏訪湖 この夏一周歩いたが

上から見ると広い！

★麺づくし ＋ 寿司 ＋ あれやこれや

比叡山そば 金沢徳光ｲﾝﾀｰ天うどん 岐阜飛騨牛天蕎麦 ﾎﾀﾙｲｶ特に旨し！

関西出汁 日本海見ながら 玉子追加し豪華 嫁さんから馳走に

近江牛ｺﾛｯｹ ｺﾒﾀﾞ珈琲名古屋本店 息子への土産は 白えび系菓子に

と言っても同じ味 近江牛 ハズレ無し！

【訪問した道の駅】それぞれ個性的で楽しい

・草津 ・ｱｸﾞﾘﾊﾟｰｸ竜王 ・竜王かがみのさと ・びわ湖大橋米ﾌﾟﾗｻﾞ

・宙ﾄﾞｰﾑ神岡 ・奥飛騨温泉郷上宝 ・安曇野松川 ・諏訪湖 PA

【全国 1194 か所在る道の駅：小生の訪問は 200 か所 車中泊は 70？】

④紅葉求めて富士五胡へ 2 泊３日今年最後の車中泊 連日

・昨年出来た山梨笛吹芦川町「FUJIYAMA ツインテラス」

途中の駐車場に車を置き、細き道を市営バスにて現地へ

階段を上り切るとそこには、“何ていうことでしょう～”

絶景・・息をのむ光景が！ここ皆さんにお勧め！
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「富士秋天 離れがたきかな ｼｬｯﾀｰ押す」

言葉・説明不要！ 12 月～4 月末まで雪で道路閉鎖

河口湖 西湖 精進湖

本栖湖 ☚ ココ 山中湖

もみじ祭り 忍野八海全てを観て回る

★今回のWALKING：河口湖一周＋α ２５㌔ / 忍野周辺：１４㌔

★コロナも少しずつ緩和？中国以外の外国人観光客も増加で活気戻り

出店屋台のオジサンもにっこり 西欧人のノーマスクが気がかり
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相変らずの“麺喰い” 山梨＝ほうとう がｿﾌﾄｸﾘｰﾑ？

⑤ 日本の名城(現存１２天守)

お城好きでもなく詳しい知識もないが、この４年間のウロウロ旅に

て結果的に多くの城をお邪魔している。江戸初期には３０００あっ

た城は「一国一城令」やら「廃城令」はたまた戦争によりその殆どを

失い、長い苦難を乗り越えて現存する天守を持つ城は僅か１２城。

【国宝天守５城】松本城(長野) 犬山城(愛知) 彦根城(滋賀)

姫路城(兵庫) 松江城(島根)

【重要文化財天守７城】弘前城(青森) 丸岡城(福井) 備中松山城(岡山)

丸亀城(香川) 松山城(愛媛) 宇和島城(愛媛)

高知城(高知) ⇚丸岡城のみ未訪問

★それ以外にも広島城、名古屋城、青葉城、会津若松城、熊本城、

久保田城(秋田)、大阪城、首里城、岐阜城(ｺﾛﾅの為遠くから見学)、

もちろん小田原城など５０城ぐらいは訪問済？

最古の天守 犬山城 弘前城とｼｴﾝﾀ君 地震で崩落 美し過ぎるﾌｫﾙﾑ

眼下に木曽川 北の守り 熊本城 会津若松城

★３度の火災で再建されなかった江戸城・・現存していたなら如何なお姿？
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⑥久しぶりのお江戸に錦秋求めて・・・そして？？？

昨年出来なかった山手線一周を、とも思ったが今年は趣向を変え

て紅葉 WALK に。改めて都内は樹々多いと実感、秋を堪能した。

お江戸＋秘密の某所 紅葉の一人 WALK(初日・翌日とも３０㌔)

初日：新宿～代々木公園～神宮外苑～上智大学～皇居～日比谷公

園～丸善本社(野村重存水彩画展)～上野～巣鴨へ山手線沿いに

翌日：巣鴨～六義園～東大本郷～旧古河庭園～滝乃川公園～飛鳥

山公園～音無親水公園～王子・・そして思い立って某所へ

代々木公園 神宮外苑 上智大学 (変わらぬ１号館)

皇居 野村重存展 プレバト 繊細の極み 上野 ﾛﾀﾞﾝ

六義園 (器を彩る秋) 旧古河庭園秋薔薇

王子音無親水公園 今回の昼食も結局・・・ 神田駅北口かめや Best！
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▼某所とは・・・？？？ 乞うご期待！

【４】マロンの独り言・・・あれやこれやつれずれに・・

1 お勉強：小学生・・・こんな難しい！！！

コロナが問題になってもしばらく現在小 5 と小 3 の孫の算数を我が

家で毎週一回、夕食を兼ねて一緒に勉強していた。そしてコロナ、

何かあってはまずいと止めることになったのだが。この１年数か月

の間に何て勉強が難しくなったことやら！少数点通しの掛け算割

り算、立方体の面積計算、合同や比例・・夏休みの宿題を久しぶり

に一緒にやって落ちこぼれそう、頭痛がしだした爺でした。

2 広島平和記念式典(８月６日)での小学生２人の「平和への誓

い」

「過去は変えることは出来なくとも“未来は創ることが出来る”。戦

争は昔のことではなく今この瞬間も日常を奪われている人たちが

いる。自分が優位に立ち考えを押し通す、それは強さとは言えま

せん。違いを認め、相手を受け入れること。思いやりの心で相手を

理解しようとすることこそ本当の強さ。本当の強さを持てば戦争は

起こらないはず。被爆者の声を聞きたくさんの人に伝え平和な未来

を創る行動をしていくことを誓います」【一字一句ペーパー無しで

力強く宣言した二人に明るい日本の未来を確信、涙が止まらず】
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3 政治(家)改革：国民目線からかけ離れた「腐敗」からの脱却

１． 報酬は国民の平均年収、政務活動費は実費精算

それじゃｱやってられないと言う御仁は“やる気無し”お断り

２．立候補時点での身体検査：支持母体との関わり、世襲禁止

３．衆参両議院数の半減・一票の格差の完全是正(3 倍の格差も)

４．公約と実績の通信簿化による実績評価、成果主義

５．一期四年の二大政党制化(とかつては思っていたが米国の現状を

見るにつけこれは自信なし)

4 夏の甲子園(８．２１のメモ 12 月覚えているかな？)

「１００年の壁を越え」て「白河の関を超え」て大旗がみちのくの地に

入った。東北勢が何度挑んでも跳ね返され続けてきた優勝！おめでと

う！仙台生まれの小生も勇気と感動をもらった。入学時からのコロ

ナ・・・。全ての高校球児に拍手を送りたい。

貴女たちにも“乾杯”を！ 地元新聞“河北新報”は白河の北の意

母・伯父も務めた

5 科学技術研究者・論文数が世界でいつの間にか 12 位に低下

GDP、賃金同様に科学技術分野でも世界に遅れ出している。米国、

ドイツは相変わらず上位だが韓国やカナダなどにも水を空けられている。
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特に若い研究者は食べていけない不安定な状況にあり一般企業へ就職

せざるを得ない状況とか。かつての技術立国はいずこへ？

国を守るのは戦車やミサイルではない！世界に伍していける技術と

教育と考える。防衛費を倍にと企むならば１０年後、２０年後を見据

えた教育費、研究費予算こそ倍・３倍にすべきと言いたい。

6 2 人の偉人 顔に共通の強靭な意志を感じる

「尾畑春夫」さんの事(1939 年～ 現在 82 歳)

ご存じスーパーボランティア、６５歳で魚屋を閉店し東北大震災をは

じめ各地で従事。月５万５千円の年金で全てをまかない、軽ワゴン車

に食料や水、寝袋を積み込んでの車中泊。対価や物品、飲食は一切い

ただかず、常に「してやる」ではなく、「させていただく」の気持ち

でボランティアに臨む。「あらゆる仕事は段取り７割。実働３割」を

こころがけ、被災地に行くときも可能な限りの情報を得、現地を隈な

く歩く。大いに共感する。折角歩いたりプール行ったりして少しは体

力に自信あるなら、世間様のお役にたててみたら・・なんて囁きが聞

こえるし、月１０日程のアルバイトを言い訳にしてないかい！という

悪魔？の声も聞こえる。車中泊が趣味なら尾畑さんのように被災地に

シエンタ君でまずは行ってみれば！の甘い誘惑と戦う昨今である。
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「中村 哲」さんの事 (1946～2019 73 歳)

ソ連の軍事介入、内線、テロ、飢餓が続くアフガンの地でﾊﾝｾﾝ治療

や難民診療に従事。後には干ばつ対策としての井戸掘り、用水路づく

りに奔走。2019 年ｲｽﾗﾑ武装勢力により殺害される。35 年もの苦労に

より「砂漠を緑に変えた医者」である。座右の銘は正に「一隅を照ら

す」であり隣の困っている人のために優しく力になってあげることで、

自分も周りの人も明るい気持ちになっていく。「自分が今いる場所で

自分に出来ることを自分なりに一生懸命やってみる」

「だれもそこに行かないから私たちが行く だれもしないことだから

私たちがする」「相手が武器を持っているからと言ってこちらも武器

を構えればケンカ・紛争が続き拡大する」「平和には戦争以上の力が

あり 平和には戦争以上の忍耐と努力がいる」

★小学校の周りをビニール袋を持って散歩を兼ねてゴミ拾いを毎日して

いる方がいる。大言壮語する事なく小さなことをコツコツと・・

心がけよう！！！

7 安倍の国葬(開催直前９月１９日のメモ)

自民党をそれなりに高く評価してきた小生を一気にがっかりさせ続

けあちらの世界へと行った元首相。国民の過半数が反対し、国葬が

憲法違反であるを承知の上閣議決定し、莫大な予算も明確にしない
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(隠した)まま挙行せんとする内閣に NO!のｼｭﾌﾟﾚｯﾋｺｰﾙを挙げる。だ

らしない野党がますます弱体化する中、岸田君に期待したが・・。お

得意のフレーズの「丁寧な説明」ではなく大事なのは反対意見も聞

く耳を持った「丁寧な議論」です。政治・経済・外交・国民マインド

をズタズタにした元首相も流石に辞退したいと思ってますよ！血税

かけて弔われる人物じゃありませんと。アキエさん、辞退したらい

かがか。その税金を困っている人救済のために・・・と。

「血税を 死して尚 使いたり」

昨年のオリパラ同様強硬実施ｲﾍﾞﾝﾄ、強硬採決にろくなものはない。

8 大相撲

白鳳ら圧倒的な横綱が不在、大関陣も頼りない昨今、なんだかんだ

観てしまう。歌舞伎役者顔の翔猿や正々堂々若貴景、負けて情けな

い顔する正代など誰が優勝してもおかしくない戦国時代。お尻出

してのｽﾎﾟｰﾂはいずれ無くなる？と昔思っていたがどうしてどう

して、、一瞬の技と気負いの潔さが人気の秘密かと思う。

溜席の妖精 福岡 ｽﾅｯｸのママ田島さん 地方巡業で会って以来の

(背筋美人と命名す)(相撲よりママが気になると非難さる笑) 玉鷲 FAN(娘と)
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9 ？世代

X 世代：1960 年～1974 年生まれ Y 世代：1975 年～1990 年代前半生

Z 世代：1990 年代後半〜2010 年生

我々は G(爺)世代？B(婆)世代？まだまだ負けませぬ

10 友人“梅ちゃん”を「偲ぶ会」・・・１１月下旬

昨年夏急逝した“梅ちゃん”。正月明けにどうにか娘さんご夫婦と連

絡が取れ「偲ぶ会」をやろうと企画するもコロナ蔓延に邪魔をされよ

うやく開催の運びに。小学校時代：小生・熊ちゃん、中学校：まり子

さん・芳子さん、大学：小〇夫妻の 6 名がご夫妻を招待し、それぞれ

の想い出を語り合い貴重な時間を過ごすことが出来た。何せ６０年

来の親友、話は尽きず、娘さんの知らない父親の楽しかった青春や

苦労話がテンコ盛り！か〇なちゃん、優しいご主人、会えて嬉しかっ

たよ！お酒が好きだった梅ちゃんも天国で喜んでくれたと思います。

皆で寄せ書きを 皆とも３年ぶりでした いつまでも仲良く 又ね！

11 マイナンバーカード

「将来に向けたデジタル社会」に必要！とは分かったようで分からない。

不勉強もあるが、政府が躍起になればなるほど腰が引け小生今だに拒否
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している。健康保険証廃止や免許証紐づけなど“脅し”に屈してたまる

か！ポイント付与などのニンジン無用！とへそ曲がり の成せる業と言

う事か。要は情報漏れをやはり危惧するし管理する政治家・官僚を信用

していないのである。きな臭い匂いがするのである。彼らが諸々の交付

金、政治資金ほか全てをマイナカードに紐づけし公開してから考える。

「来るべきデジタル社会」、、、？岸田さん、決めてからの後付け説明

ではなく、長短含む小学生でも分かる説明お願い！

【５】晴耕雨読(図書館にて行き当たりバッタリ手当たり次第)

今回も紙面枚数の都合にて掲載全カット

読書部屋「コメダ」 秦野図書館

ジイジも二人の集中力を見習おう！ 学校に咲く 彼岸花 ｶﾝﾅ

頑張れ２０万㌔走破
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議論無き に黒い闇

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

国民より党内支持優先

安倍：異論反論全て排除 “こんな人達に負けてられない！”

菅 ：低姿勢な見せかけも頑固に“粛々”とバッサリ！

岸田：聞く耳持って何もせず。長老身内忖度で身動き出来ず。

【爺優民狩党 ＋ 女性の足引張る女性】←もう笑えない！退場を！

？ 論外

往生際、潔さ、恥・・・凡そ無縁な歴々に辟易す
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さて、今年も残り一か月を切りました。色々な事がありました。お陰

様で小生並びに小生の周りでは何とか平穏。年末に向い大変なご家庭

もあろう、あるいは生き死に切羽詰まった状況に置かれる世界中の

人々を思うと複雑です。例年のごとくWinter Season は車中泊などで

の凍死の危険避け おじさんは“冬眠”に入ります。１０・１０・１

０の日常はこなしながら元気に春を待ちます。皆さんも変わりなく新

しい良い年をお迎え下さい！

マダム、今年も一年何かとお世話になりました。マダムの奮闘ぶりは

励みになりましたし、向学心・研究心は知的刺激にもなりました。互

いに来年も一歩上の境地を目指しピョンピヨン飛び跳ねませう！

冬眠

★マダムへ

旅行に頻繁に行けなかったり、行きたい講座や展覧会に行けなかったりするけれど、毎日の生

活を丁寧に行うことも 幸せの 1つ

料理を作り、シンクを磨き 庭の手入れをして、トイレを毎日掃除する

そして毎日体重を測る、筋トレをする 主人の弁当を作る ワイシャツにアイロンをかける

勉強会の予習をする。自分のやれることを、丁寧に行える生活がしたいと思っています。【マ

ダムのブログ記事より】

→これぞ最澄・伝教大師の【一隅を照らす】と言うことでは・・。

★プール仲間の８７歳の友子姉さま。大動脈の手術で大変な事に。ベンツの運
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転やプール復活、難しい状況かも知れませんがゆっくり養生下さい。又の再

会楽しみにしてます。この「悪あが記」への辛口ｺﾒﾝﾄ待っております。

さて、紅葉の旅の最後の某所とは・・・ここ～～！！

マダムのブログの初期画面、日々walking に jogging に汗を流してる修行

の場である浦和別所沼公園。王子駅で立ち食いソ食べながら思い立ち、

マダムの通行手形も得ず行って来ました。好天・暖かくのんびり２周し、

釣りをしていたおば様に“ここも良いけど彩湖も良いわよ！”との悪魔

の助言もらい止せば良いのに彩湖にも。これが徒歩では思いのほか遠く、

幸魂大橋とやらを渡って和光市駅に辿り着く。一日中歩き回り流石に疲

れた埼玉はあまり縁が無かったけれど良いところ一杯ありますね

彩湖

コロナ・インフルになど打ち負かし縮こまらず明るい新年を迎えましょう！

END


