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２０１４ひとこと集 
 

●大野君子 新年早々風邪で 2 日間寝込

むはめに、家事は夫が全部やってくれま

した。暇なのですから当然ですよね、で

も感謝、感謝です。今年の目標は中山道

完歩を目ざすこと、岐阜県中津川まで歩

きました、まだまだ先は長いです。 

●加藤英子 昨年５月末から休会中!? 

体調ですか？…まぁまぁです。家庭の事

情ですか？…ちょっとアヤシいかも。ト

レッキングシューズが泣

いてます。今年は、復帰

するからね～ 

●松田 雄二 

昨夏仕事を辞めてから

運動量がめっきり減って、

こ の ご ろ 体 脂 肪 率 が

150％もＵＰ！！ 体重

も↑、隣街迄の坂の多い

２０分を往復すると、疲

れを感じるように。 こ

のままではまずいでし

ょ？！  今年も頑張っ

て山歩きを続けます。 

●曽根弘子 百名山は今年完登出来る予

定です。これからは天候の悪かったとき

登った山に再挑戦したいです。 

●大内とも子 昨年は１・４・５・７・

１１・１２月と参加させていただきあり

がとうございました。7 月の「土屋先生

慰霊登山（茅ヶ 岳）」は思いがけない

お誘いで、本当にうれしく参加させてい

ただきました。その後に川崎で行われた

「土屋先生偲ぶ会」の会場には慰霊登山

で「ご一緒」した 先生の写真が飾られ、

たい子夫人のリコーダーで「シルクロー

ド」も演奏されました。高い空から「歩

け！しっかり歩け！」と先生の声が聞こ

えてきそうです。学童保育と保育園に通

う孫の送り迎え等に追われる日々ですが、

これからもできるだけ参加しようと思い

ますので今年もよろしくお願いします。 

1 月は名護市長選です。沖縄の海も気に

なり支援？に行ってきます。 

●島 秀子 今年も元気にチャレンジ精

神旺盛で過ごしていけたらいいなと思い

ます。スタートは富士吉田で氷点下の極

寒キャンプです、電源付。 

●河野正典 年に１、２度、例会と山行

に参加する会員です。毎年今年こそはも

1/19：1 月山行 大楠山 
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っと参加しようと年初は思うのですが、

１年たつと参加できていないという繰り

返しです。この１年は不言実行を目指し

ます。 

●黒羽春郎 毎年山行に行く決意をしな

がら参加することができない。新年会は

参加したいと目標を変更。 

●田村 清 今年もノーエスカレーター

運動を続け、大山登山頑張るぞ。 

●香取 恵 ○○肩で右腕が痛くて上が

らない…、そんな年になってしまいまし

た。でも足腰はまだ大丈夫そうなのでで

きるだけ参加したいと思います。山行以

外でも手話通訳がボチボチ増えてきてい

ます。充実した 1 年にしたいです。 

●豊留幸代 昨年は体調が悪いと言いな

がらすべてのコースに参加できナント皆

勤賞。やはり気力が大事かなと思ってい

ます。今年はどこまで気力が続くか分か

りませんが、のんびり参加させていただ

きたいと思います。 

●和田悦子 今年は特に、自分自身が成

長したなと実感できるような年になれば

と思っています。ストレスのない日常、

バランスの良い食事な健康第一と衣食住

での断、捨、離、を忘れずスリムにして

いきたいと思います。 

●加藤良昭 今年は、時間に余裕ができ

ますのでお付き合いよろしくお願いしま

す。 

●福島一雄 身体の都合で山行にはなか

なか参加できませんが、会の発展を願っ

て会員は継続します。 

●菅野誠子 皆さんに忘れられないよう

に、年一回でも参加したいと思っていま

す。今年もよろしく。 

●稲田伸子 11 月の山行、箱根は里山

歩だけの参加の私にとって 10 年ぶりの

登山でした。湯坂道の案内で私が勝手に

“Ｗ”と思いこみ、しかも温泉付きだっ

たので山歩きに慣れない友人を誘ってし

まって共に苦しい想いをしましたが、山

道のリンドウや千条の滝、源泉亀の湯な

どに心も体も癒され晩秋の思いで深い一

日となりました。参加の皆様お世話にな

りました。皆さま今年もよろしくお願い

します。 

●岩永和美 元気でおります。毎朝２時

間だけパートのおばさんをやっておりま

すが、歩く回数が減っており、歩きを増

やすことが目標ですね。皆さまの健康を

願っております。 

●河又良子 すっかり朝寝坊になって、

なかなか参加できません。少しでも多く

参加できるよう頑張りたいと思います。 

●太田真佐子 何時も会報有難うござい

ます。楽しみにしております。今年はで

きるだけ参加したいと思います。 

●窪島紀子 長いことお世話になりまし

たが退会させて頂きたいと思います。５

０代で入回しました時は、私の人生でも

華のあった時と重なり、毎月の山行案内

を楽しみにし、数多くの山行に参加して

本当に楽しい年月を過しました。これか

らはＰＣで「山ゆり」の活動・山行を拝

見させて頂きたいと思います。山ゆりの

皆さまどうぞお元気で。有難うございま

した。 

●山崎啓子 毎年「今年こそは…」と書

くことがまんねり化しています。健康で

山に行けることが何と素晴らしいことな

のかを実感する年となりました。皆さま

ともまた何時か会いたいとお会いしたい

です。 

●糠沢国雄 会報で日々の活動を拝見し

ています。山行は膝を痛めてから近場を

歩くのみです。皆さまの活躍を祈念しま

す。 

●井上朋子 行きたいと思いつつ都合が

つかなかったり、年に勝てず膝が痛かっ
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たりとなかなか参加できません。今年こ

そと思っておりますのでよろしくお願い

します。 

●知久美子 名前だけの会員になってし

まい申し訳ありません。山行の御案内楽

しく読んでいます。今年こそぜひご一緒

させて頂きたいと思います。 

●西村文夫 昨年は４回参加しました。

今年は例年の如くの４回以上の参加を目

標にしたい。年々体力の劣化が激しく皆

さんについて行くのがやっという状態で

す。 

●矢作智子 今年も老夫婦そろって元気

でいます。山行に参加していたころは

色々お世話になりました。今元気でいら

れるのも山行のお陰です。皆さまもお元

気でおすごしください。 

●松尾京子 名前だけで出席０の会員で

申し訳ありません。仕事やボランティア

で毎日忙しくしています。まだ登りたい

山もあり体力を落さないように１時間ジ

ョギングをはじめました。今年もよろし

くお願いします。 

●阿部秀子 今まで会報有難うございま

した。いつも行こうと思っても何かなか

なか参加できずにいます。今回を持って

退会させて頂きたく、本当に今までのこ

とに感謝しています。皆さんが元気で何

時までも楽しく山に行ける事を祈ってい

ます。 

●石川久代 年の初めに思うことは何時

も同じですが…、会報見るたびに皆さま

の元気でらっしゃる姿がうらやましい限

りです。気持ちだけは若いのですが、体

力が伴わないのが現実です。 

●真継政傳 体調が思わしくないので、

申し訳ありませんが退会します。長いこ

とありがとうございました。 

●田中久美子 とんと御無沙汰していま

すが山ゆりの会のことは忘れてはいませ

ん。還暦を迎えてなを仕事が忙しいのと

猫６匹（内２０才が一匹）の世話に明け

暮れています。 

●越村節子 なかなか思うように参加で

きませんが、また１年どうぞよろしくお

願いします。 

●小西愛子 ご無沙汰しています。７７

歳になりましたがまあまあ元気にしてお

ります。山行に参加していた頃を思い出

します。小学―高校くらいまで参加して

いる息子も５０歳です。オドロキますね。

孫は剣道とテニスです。頂いた会報の写

真をみて知った顔を探します、…写って

いない昔のあの人この人の顔をおもいだ

したりします。高齢で登山をしていた山

内先生のことも思いだします。 

●上野敏子 山行に参加できないぶん、

毎月の会報を楽しく拝見しています。今

年こそスローリズムでご一緒したいと思

っています。その節はよろしくお願いし

ます。 

 

 

 

■2014 年度総会報告 

 2014 年度の総会が以下の通り行われ

ました。 

日時：2013 年１月 24 日(金)16～18 時 

会場：サポートセンター ３０６号室 

・２０１３年度活動報告 

・２０１４年度活動計画案 

・２０１３年度会計報告／２０１４年

度予算案 

・会計監査報告 

・質疑 

【出席者 17 名】稲本 大野 加藤(英) 

香取 河野 草野 島 神保 田村 豊

留 西村 福島 松田 和田 長谷川 

黒羽 加藤(良)  
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■２０１４年度の予定  今後の検討により変更することがあります。 

 月 実施日  目的地・コース 難易度  

1 月  1/19 ・三浦・大楠山    ★  

2 月 2/16 ・藤野の低山  大雪で中止  ★  

3 月  3/16 ・藤野の低山  ★  

4 月  4/20 ・多摩丘陵  Ⓦ  

5 月 5/25 ・丹沢クリーンハイク  ★  

6 月 6/15 ・多摩自然遊歩道            Ⓦ  

7 月 7/20 ・？   

8 月  お休み   

9 月 9/21 ・野火止用水（その 1）  Ⓦ  

10 月 10/19 ・赤城山   ★  

11 月 11/16 ・箱根旧街道屏風山コース  ★  

12 月 12/14 ・忘年山行  Ⓦ  

■３月山行案内３月１６日(日) 藤野の低山 京塚山-一本松山-金剛山-高倉山★ 

 冬にしかできない藤野四山駆け巡り？です。２月に予定していたところが大雪のため、

再度挑戦します。 

・集合：藤野駅 八王子駅８時０４分発に乗車―8:33 藤野駅下車 

・持ち物：昼食弁当、雨具、小雨決行 

■４月山行案内４月２０日(日) 春の多摩丘陵           Ⓦ 

 里山風景の残る万松寺谷戸を中心に春の多摩丘陵を歩きます。 

・集合：小田急線 多摩センター駅 ８時３０分  

・持ち物：昼食弁当、雨具ほか、 

■例会の予定 

・３月１８日(火)：３月例会 

・４月１５日(火)：４月例会 

あとがきあとがきあとがきあとがき ・・・・二回にわたって安倍政権の暴

走に触れた。その後も止まらない。集団的自

衛権についての憲法解釈の変更についての国

会発言。責任者は私だという開き直りの姿勢

に自民党内でも批判が広がっているとい

う。 ・・・・周りも暴走。ＮＨＫの籾井会長の

「慰安婦はどの国でもあった」発言、百田尚

樹経営委員の「極東裁判は米軍の大虐殺をご

まかすためだった」発言、同じく長谷川三千

子経営委員の朝日新聞社に押し入り拳銃自殺

した大物右翼への「神に命をささげた」の礼

賛発言などなど。 ・・・・こうした発言に、海

外メディアも批判の報道。ワシントンポスト

紙は、首相の任命責任に触れ、安倍政権への

批判を強めている。・・・・沖縄の名護市長選は

名護市民の良識の勝利、名護市民、沖縄県民

はお金で釣られることはなかった。普天間基

地は移転でなく、撤去すべきとのアメリカ文

化人の見識。県内だ県外だと移転しか考えな

い日本人の思考に一石。 ・・・・週末続けての

どか雪に首都機能マヒ、まさか山ゆりの山行

が雪で中止とは……。 

・・・・春の雪貧困格差高齢化   【Ｋ】    


