2015 新年一言集
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３３名の方々から新年一言が寄せられ
ました。皆様今年もよろしくお願いしま
す。
●山行きに参加できないためせめて新年
会だけはと思っていましたが出席できま
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せんでした。今年は山行になるべく参加
したいと思います。（黒羽春朗）
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います。（河又良子）
●１年は早いですね、新しい年が始まっ

2015 年度スタート

てもう１か月近くが過ぎてしまいました。

2015 年度総会は 1/24 土曜日初めての

山行に参加したい気持ちは強いのですが

中華街での開催に 22 名が出席、20 年以

皆さんに迷惑をかけてしまうのではと２

上ご無沙汰の小西さんの出席があるなど、

年近く不参加です。このままで終わりた

大いに盛り上がり無事終了しました。

くないと思っています。皆さんにお逢い

出席者：22 名(写真最後列左から）内藤、

できることを願望しています。今年もよ

福島、松田、加藤、島、香取、河野、曽

ろしく。新年会も参加したかったのです

根、和田、小西、稲本、中段：長谷川、

がーーー。（菅野誠子）

上野、島、豊留、大野、加藤、前列：草
野、西村、田村、大内、浜田

● 年始早々 インフル エンザに かかり、

1/24：2015 総会・新年会（中華街
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東園）

散々な出足となってしまいました。これ

●７１年目スタートの年ですゴールまで

を機に、体調に留意してできるだけ山行

身体も頭も健康でいられるよう願ってい

に参加したいと思います。（香取

ます。（若月蓉子）

恵）

●参加はできておりませんが、会報の写

●用事が重なりなかなか参加できません

真を懐かしくながめております。大きな

が山ゆり通信を読んで自分も歩いた様な

事故に心を痛め、過信は禁物といましめ、

気持ちになっています。今年は少し歩い

安全第一でいきまーす。（岩永和美）

てみたいと思います。（越村節子）

●名前だけの会員になって何年目？昨年

●名前だけの会員で申し訳ありません。

５月末にやっと念願だった「女性のため

毎月の会報楽しく拝見しています。今年

の百名山」最後の山となった天狗山－男

は新年会に参加し皆様と楽しくおしゃべ

山に登り百座踏破しました。足掛４０年

りしながら交流を深めることができまし

余りかかりました。今年は退会かなとも

た。（上野敏子）

思ったのですが続けます。そのうち参加
しようと思っています。（松尾京子）

●京急の「残された貴重な自然」「小網
代の森」を宣伝するポスターとチラシが

●今年から知人の勧めで三行日記を書く

目につきました。違和感と企業の身勝手

ことにしました。健康維持のためです。

さを痛感してます。なぜなら京急は５年

・今日失敗したこと。・感動，うれしか

前、自然生態系が豊かだった小網代の森

ったこと。・明日の目標（関心のあるこ

の近くにある三戸の「北川湿地」を残土

と）毎日寝る前に手書きで、日付・曜日

埋立地として破壊してしまいました。一

も記す。神経が休まり心も体も健やかに

方で「残された自然」を宣伝する企業の

なるそうです（稲田伸子）

姿勢。改めて考えさせられました。
（河野正典）

●山ゆりの皆様本年もどうぞよろしくお
願いします。今はまだ忙しく過ごしてい

●最近、あと何年山ゆり山行に参加出来

ます。会報を見ながら、今回の山行は参

るのかしらと思うようになり始めました。

加できるかなーと想像しながら、いつか

でも参加したからには、１日楽しく皆様

は参加しようとイメージしています。

との山歩きを楽しみたいと思います。

（田中久美子）

（稲本なお子）

●会報で皆様の元気な様子が伺われます。

●仕事も退職になると新年会などの飲み

これからも無理をせず自然を愛し活躍さ

会もめっきり減り１月２４日の山ゆりの

れますよう願っています。（糠沢国雄）

新年会は場所も中華街ということで大い
に楽しむことができました。

●今年も「山ゆり」で皆様の活躍ぶりを

（浜田ふき子）

見て、自分が行った気になる私がいそう
です。お手数をお掛けしますが「山ゆ

●寒い年明けですね。昨年は沢山の所へ

り」楽しみにしています。（山崎啓子）

行かせてもらいました。１５年度も元気
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にまだ見ていない所や行けていない所へ

思って居ります。私も昨年喜寿を過し、

行きたいです。体の調整をして元気に参

日々年なりに一応元気で、友人との出会

加をしたいので今年もよろしくお願いし

いを大切にして送って居ります。動から

ます。（和田悦子）

静に、茶道と和裁に、観劇と体力に応じ
た毎日です。皆様のご健康とご多幸を祈

●昨年は２回の参加にとどまったので、

って居ります。（橋本信子）

今年は３回以上を目指します。
（加藤良昭）

●時間の有効活用、動け、歩け、走れ！
働け、支度して出かけます。行ける時に

●3 年かかって中山道を歩きました。総

行っとかないと、ね。（島 秀子）

距離 534K、日帰りで 6 回、1 泊で 7 回、
2 泊で 4 回行きました。1 日平均 17K 歩

●腰が痛い、膝も時々。そろそろインド

いたことになります。昔の旅人は 1 日

アー派に転向するかなー？とも・・・。

10 里、40K 歩いたそうですごいです。宿

でもやっぱり、新しい登山靴を買お

場町で有名なのは妻籠、馬篭ですが、そ

う ！！

と決めました。（松田雄二）

の他にも坂本、小田井、和田、奈良井、
落合など昔のままの街並みが残っている

●最後の百名山奥穂高を目指します。体

所が沢山ありました、ほとんど観光客は

力の衰えを身に染みて感じながら。

いません。歩く上での目印になる一里塚

（曽根弘子）

もかなり残っていました。 ツアーではな
く主人と二人、ガイドブック片手に歩い

●毎年同じことで申し訳ありません。今

たので道を間違えたことも何度もありま

年も昨年以上の参加をしたいと思ってい

したが、それも楽しい思い出です。今年

ます。年々体力が低下しています。皆さ

は甲州街道に挑戦するつもりです。

んに迷惑をかけないように努力したいと
思っています。昨年の「赤城山登山」は

（大野君子）

素晴らしい体験でした。（西村文夫）
●昨年最後の山行・箱根鷹ノ巣山でマイ
シューズがもうあかんと、とうとう悲鳴

●今年もノーエスカレーター運動を続け

をあげてしまいました。次買ってもあと

脚力維持で頑張ります。（田村

清）

何回履けるのかな？ここが思案のしどこ
ろ、いろいろ考えてしまう年令でありま

●山行き、ハイキングに参加したいと思

す。

っていましたが昨年は一度も参加できま

（豊留幸代）

せんでした。皆さんに申し訳ない気持ち
●懐かしくて新年会のほうにだけ参加さ

です。体調も少し自信がついてきました

せて頂こうかなと思います。７８歳です

ので今年こそはと思っています。超多忙

がーーーすごい年齢になりました。

ですが、除名されないように頑張ります。

（小西愛子）

（福島一雄）

●皆様が元気で山行に、諸行事に活躍さ

●昨年は特に後半が山行に参加できませ

れている姿を会報で拝見でき大変嬉しく

んでした。前後のケアが大変ですが登山
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できた喜びは格別です。体調管理、筋力

意欲もだんだん薄れ体力の限界を感じる

維持、気力・気持ちを維持し、より多く

今日この頃です。本当に楽しい思い出を

参加することが今年の目標です。

ありがとうございました。皆様の健康を

（長谷川芳江）

お祈りいたしております。（石川久代）

●「百名山なんてアタシャ関係ない！」

●長い間ウォーキングなどに参加させて

と豪語していたのに、昨年は山ゆりのお

頂き楽しい時間を過ごすことができ感謝

蔭で２座制覇、すごい快挙です。（よく

しています。今回残念ですが家の事情な

考えてみるとほかにも登っていました

どのため退会します。今までありがとう

が）一昨年のリベンジか？ひきこもりの

ございました。（井上朋子）

トレッキングシューズは出番の多い１年
でした。今年も目指せ百名(迷)山！！

●長い間お世話になりましたが、このた

（加藤英子）

び退会いたします。会の山行に参加させ
ていただいてとても幸せでした。ありが

●退会させていただきます。長い間あり

とうございました。（太田眞佐子）

がとうございました。毎年、今年こそは
と思いつつ都市を重ねるごとに山に登る

■３月山行

３月１５日（日曜日）鎌倉・名越切通と衣張山

Ⓦ

鎌倉七つの切通の一つで昔の面影の濃い名越の切通と衣張山 121ｍを目指す鎌倉ウォ
ーキングです。小雨決行
・集合：朝９時３０分
・持ち物；昼食、雨具など

■４月山行

４月１２日（日曜日）城山カタクリの里-草戸山

★

南関東随一 30 万株の城山カタクリの里から城山湖・草戸山 364ｍを経て高尾駅まで
約 10ｋｍ、約４時間のコース。小雨決行
・集合：朝８時１５分

JR 横浜線

橋本駅

・持ち物：昼食、雨具など

■例会の予定

最高の 5 兆円軍事費、原発再稼働費用に 102

・３月１７日(火)：３月例会

億円、失敗続きの「もんじゅ」に 200 億円な

・４月２１日(火)：４月例会

どなど、・ｒ＞ｇこの不等式が話題になっ

あとがき

・今号もまたかの安倍暴走コラ

ている。1 パーセント以下のごく少数の富裕

ム、記事にはこと欠かないのも困ったもの。

層の富はますます増え続け格差社会はますま

新年度予算にもくっきり。まず介護報酬の引

す拡大するというフランスの若手経済学者ピ

下げ、年金の恒久的目減り策、医療費窓口負

ケティさんの警告だ。・アベノミクスで雇

担増、生活保護費削減、などの社会保障費の

用は増えているという安倍総理、昨年末で非

切り下げ、大企業のリストラ支援に助成金増

正規労働者 2000 万人オーバーが実態だ。非

額、雇用維持の助成金の６割削減などの雇用

正規増＝格差拡大である。・早春から春本番

の改悪、その一方で２年で 1.6 兆円の法人税

へ、月一度の「山ゆり」にぜひお出かけを。

減税、大型公共工事は 6 兆円の大幅増、過去

・丹沢の峰を仰ぎて卒業す
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