
 

 

１２月の散策 

 一年間の散策お疲れ様でした。 

来年も元気に散策が出来る事を願ってます。 

皆様良い年をお迎えください。 

 

２８日 

天気 晴れ 気温２,０℃ 日の出７：１８ 日の入り １７：１９ 

参加者 男性８名 女性６名 （内のんびり組 男性１名 女性２名） 

日の入りは延びて来ましたが日の出はまだ遅くなってます。 

歩行数１０,６６２歩  のんびり組    歩 

歩き始めは寒いくらいでしたが、徐々に気温も上がり上着を脱ぐくらいになりました。 

 

     

     

 

天候が悪くて今年の紅葉は綺麗にならない内に１２月を迎えてしまいました 。 

一年間があっと言う間に終わりそうです。 

１４日は忘年会です。たくさんの方の参加をお待ちします。 
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１４日 

天気 晴れ 気温７,５℃ 日の出７：１１ 日の入り １７：１２ 

参加者 男性６名 女性１０名 （内のんびり組 男性１名 女性２名） 

五校の森の紅葉が今年初めて見る事が出来ました。 

１２月も中旬だと言うのに今年は気候が変ですね。 

歩行数１０,７８５歩  のんびり組    歩 

 

夜は ｍａｒｋ J にて１４名参加の忘年会でした。 

デジカメ誰も持って来てなくて写真が無いのが残念です！！ 

HP 係も忘れていました。<(_ _)> 

 

翼を広げたような雲です。犬も一緒に散歩です 

 

 

   

 

      

 

７日 

天気 晴れ 気温７,９℃ 日の出７：０６ 日の入り １７：１１ 

参加者 男性１０名 女性８名 （内のんびり組 男性 名 女性 名） 

日の入りが時間が止まりました。 

日の出はまだ遅くなりそうです。 

今日は暖かく快適な散策でした。 

歩行数１０,１３７歩  のんびり組    歩 
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１１月の散策 

 立田山の紅葉も１１月に入り少しづつ色付き始めました。 

 

３０日 

天気 晴れ 気温６,８℃ 日の出７：０１ 日の入り １７：１１ 

参加者 男性８名 女性１２名 （内のんびり組 男性 名 女性 名） 

先週の気温との差が９,１℃も有ります 

日の出が７時台に入りました。 

異常気象の為か今年は紅葉があまり見られません。 

秋にちなんで「モミジ」の歌を歌いました。 

歩行数１０,７８２歩  のんびり組   歩 
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山茶花の花 貴重な紅葉 青空と栴檀 柿がたわわに ♪「モミジ」 

輪になって 休憩 
疲れていませ

ん 
大きなしめ縄 

うっすらと熊本

市内 

 

２３日 

天気曇り後時々晴れ 気温１５,７℃ 日の出６：５４ 日の入り １７：１３ 

参加者 男性４名 女性５名 （内のんびり組 男性 名 女性 名） 

旗日の為か参加者が少なかった。 

歩行数１０,２４８歩  のんびり組   歩 

 

１６日 

天気晴れ 気温１４.１℃ 日の出６：４７ 日の入り １７：１６ 

参加者 男性５名 女性１３名 （内のんびり組 男性 １名 女性 ４名） 

五校の森の紅葉はまだまだでしたが、ムカゴを見つけて採取に余念が有りませんで

した。 

山頂でのんびりさんと合流してから下山。 

汗ばむほどの気候の散策でした。 

歩行数１０,５４５歩  のんびり組 ９,２５０歩 

 

みどりが綺麗です。山茶花の花は散り始めてました。 
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９日 

今回は部長、副部長さんの３名が都合により参加出来ないために、のんびりさんと

合流しての散策です。 

参加者 男性２名 女性３名 

歩行数歩歩  のんびり組 ９,２００歩 

トンボ池の周りにはヨメナの花が咲き誇って写真をパチリ 

   

 

２日 

天気 曇り 気温 １５,０℃ 日の出 ６：３５ 日の入り １７：26 

参加者 男性 7 名 女性６名 

歩行数歩９,３８６歩  のんびり組 ８,８００歩 

本体は北へ向かいアスレチックでは童心に返り楽しみました。 

のんびりさんが通った所には、倒木の桜が花を付けていました。子孫を残そうとする

のでしょうか？ 

 

桜の花 よいしょ① よいしょ② 
 

よいしょ③ 
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１０月の散策 

 １０月に入り、爽やかな天気が続いてます。散策には良い季節になりました。 

 

２６日 

天気 快晴 気温 １６,５℃ 日の出 ６：２９ 日の入り １７：３３ 

参加者 男性４名 女性９名 

歩行数歩１０,１７３歩  のんびり組 ７,０００歩 

本体ものんびり組も寒緋桜の所を通ったようです。 

暑いお茶を持って行くも、登りではうっすらと汗も出る様でした。 

紫色のキク科の野草の種名は何だったのでしょう？ 
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１9 日 

天気 快晴 気温 １６,５℃ 日の出 ６：２３ 日の入り １７：４０ 

参加者 男性４名 女性６名 

歩行数歩１１,０６１歩  のんびり組     歩 

昼間の時間が一日一日と短くなりました。 

のんびり組と合流しながらの散策です。 

木犀の花が良い香りを運んできます。 

むかごが見つかりません。 



    

    

１２日 

天気 曇り 気温 １６,２℃ 日の出 ６：１８ 日の入り １７：４９ 

参加者 男性６名 女性１１名 

歩行数歩１０,０４６歩  のんびり組９,２００ 歩 

連休のせいか駐車場は満杯でした。 

のんびり組は電位治療器の話題で話が弾みました。 
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５日 

天気 曇り 気温 ２４.９℃ 日の出 ６：１３ 日の入り １７：５８ 

参加者 男性６名 女性７名 

歩行数歩１０,２９０歩  のんびり組     歩 

日の入りが６時を切りました。 

歩いてると汗ばむ位ですが、立ち止まると涼しい位の気候でした。 

倒木の処理も大分進んでますが、まだ倒れたままの所が有ります。 
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９月の散策 

９月に入り残暑も大分和らぎました。 

しかし今年は台風の当たり年！！ ８月２６日の台風は熊本上陸 

樹木の倒木など、至る所で被害が出ました。 

 



２8 日 

天気 晴れ 気温 ２９.１℃ 日の出 ６：０８ 日の入り １８：０７ 

参加者 男性７名 女性６名 

歩行数歩１０,０４９歩  のんびり組９,２００ 歩 

日没が大分早くなりました。 

のんびり組は料理談議に花が咲きました。 

チョット蒸し暑い散策でした。 

 

２１日 

天気 曇り時々晴れ 気温 ２４．０℃ 日の出 ６：０４ 日の入り １８：１６ 

参加者 男性８名 女性８名 

歩行数歩１０,１３６歩  のんびり組７,７００ 歩 

今日から朝の時間が９時になり、のんびり組さんと一緒に集まるようになりました。 

倒木もまだ至る所にありますが、散策には差し支えないようです。 

 

駐車場静かで

す 

大木ををよいし

ょ 
コウホネは？ 一直線 少し可哀想 

 

１４日 

天気 曇り 気温 ２２．１℃ 日の出 ５：５９ 日の入り １８：２６ 

参加者 男性９名 女性１１名 

歩行数歩１０,１３５歩  のんびり組９,２００ 歩 

 

７日 

天気 曇り 気温 ２２．３℃  日の出 ５：５５  日の入り 18:35 

参加者 男性６名 女性５名  

歩行数歩８,６６６歩  のんびり組７,０３０ 歩 
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立田山も倒木が酷くて散策も一回中止になりました、現在はどうにか出来るようにな

りました。しかし、至るところで大きな木が倒れています。木々の無残な姿を見ると悲

しい気分になります。 

１４日は通りにくい所の木々の始末をしながらの散策でした。 

 

画像は手のマークで大きくする事が出来ます。 

      

      

 

8 月の散策 

 やっと梅雨が明けました。 

お蔭で毎日暑い日が続きます。 

熱中症に負けない様に、立田山散策で体力を付けてこの夏を乗り切りましょう。 

 

 ２４日 

天気 晴れ 気温 27.4℃  日の出 ５：46  日の入り 18:53 

参加者 男性 7 名 女性 4 名 

日の入りが１７：００を切りました。 

歩行数歩１０,0６６歩  のんびり組７,３００ 歩 

台風の接近であまり暑さを感じない散策だった。 
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 １０日 

天気 晴れ 気温 28.6℃  日の出 ５：36  日の入り１９：08 

参加者 男性７名 女性７名 

歩行数歩１０,0７0 歩  のんびり組９,２７９ 歩 

トンボ池が汚くなりました。 

植物園も水が少なくて寂しいです。 

もう少しどうにかならないものでしょうか？ 

散策はまだまだ暑いですね 

 

椅子の足が綺

麗に 
キノコが沢山 

サルスベリが

綺麗です 

皆さんで談笑

中 

暑さも気にせず

に 

 

 3 日 

天気 晴れ 気温 27.6℃  日の出 ５：32  日の入り１９：15 

参加者 男性 7 名 女性 1 名 

歩行数歩１０,040 歩  のんびり組９,660 歩 

梅雨明け最初の散策日。 

キノコを見つけて皆さん名カメラマンです。 

朝が早い所為で、大汗をかくこともなく、爽快な散策でした 
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７月の散策 

 

６月は良く雨が降ったが、それでも散策好きな方が楽しまれた。 

早く梅雨が上がって欲しいと思います。 

 ２7 日 

天気 曇り時々晴れ 気温 26.8℃  日の出 ５：27  日の入り１９：20 

参加者 男性 2 名 女性 1 名 

歩行数歩１０,048 歩  のんびり組９,227 歩 

ホトトギス、相思鳥の鳴き声を聴きながらの散策 

梅雨明けは、お預け模様の、時々陽の射す、割に涼しい散策でした 

 

 ２0 日 

天気 晴れ時々曇り 気温 28℃  日の出 ５：22  日の入り１９：24 

参加者 男性 6 名 女性 3 名 

歩行数歩１０,５９８歩  のんびり組９,１２８ 歩 

お祭り広場の池が藻がはびこって異臭がするようになった。 

まだ、わらびの収穫が出来ました。 

蒸し暑くうちわを持って行かないといけませんね。 

 

上の画像にマウスを持って行くと下の画像が変わります 
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 １3 日 

天気 小雨時々強雨 気温 ２6.1℃  日の出 ５：18  日の入り１９：27 

参加者 男性３名 女性 2 名 

歩行数歩 6,570 歩  のんびり組  歩 

雨がひどくなったので、８：３３分の早目の帰宅 

 

お祭り広場でハプニングに遭遇したり、時々大雨に見舞われるなど、記憶に残る散

策でした。 

 

夜は鶴屋ビアガーデン（雨の為レストランにて）暑気払い 

１５名の参加者で賑わい楽しみました。 

 



     

     

 

 ６日 

天気 小雨 気温 ２１.5℃  日の出 ５：14  日の入り１９：29 

参加者 男性３名 女性１名 

歩行数歩６,３３３歩  のんびり組  歩 

日の出、日の入りが段々遅く、早くなってます。 

雨の影響と、サッカー女子世界選手権の決勝戦の影響でしょうか。 

残念ながらなでしこジャパンは負けましたが、準優勝は頑張りました。 

 

６月の散策 

 

６月は梅雨に入り散策も天気を見ながらになります。 

雨が降らない時は出来る限り歩きたいですね。 

 ２２日今週から朝の集合時間が７時になりました 
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 ２９日 

天気 晴れ 気温 ２１.９℃  日の出 ５：11  日の入り１９：30 

参加者 男性９名 女性１名 

歩行数歩１０,１９０歩  のんびり組 ８,５８０歩 

日没が最も遅くなりました。 

陽光を浴びながらのさわやかな散策でした。 

 

     

 

 ２２日 

天気 曇り後雨 気温 ２３℃  日の出 ５：０９  日の入り１９：２８ 

参加者 男性６名 女性０名 

歩行数歩１０,１９０歩   

朝が早くなったせいか天気が悪いせいか少ない人数でした。。 

夏至になりこれからは又昼の時間が短くなります。 

 

 １５日 

天気 曇り後雨 気温 ℃  日の出 ５：０  日の入り１９：２6 

参加者 男性１０名 女性１１名 

歩行数歩９,９００歩  のんびり組 ７,８００歩 

天気予報に反して雨が降りだした。 

出発の時に”傘要るかな” Ｎさん”要らん” 

タイサンボクの花を見て早々に帰る事に 

菖蒲と睡蓮が雨に良く似合う。 
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雨の中 

 

一休み 

 

クチナシの

花 

雨宿り 夏椿 タイサンボク 

 ８日 

天気 雨 気温２１.８℃  日の出 ５：０９  日の入り１９：２３ 

参加者 男性５名 女性５名 

歩行数歩６,６５０歩 

朝からの雨で何人参加か心配したが１０名の参加者 

傘をさして、長靴を履いての散策 

雨で歩数は、いつもの 7 割弱、特に上り下りは 50m ほどで平地のようなものでした

が、 

ちょっと蒸し暑さを感じる散策でした。  

 

準備体操も傘をさしては無理です。ねむの花が雨に濡れて光ってました。  

     

 １日 

参加者 男性６名 女性５名 

歩行数１０,２８８歩 のんびり組８,８０１歩 

一薬草が咲いてるが画像なし！！ 

下の湿地には菖蒲、コウホネ、睡蓮、鬼ぐるみも有りました。 

 

  5 月の散策  
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早いものでもう５月になりました。 

風薫る５月、五月晴れ 

良い言葉が有りますね。 

散策の日も良い天気で爽やかな風が吹く中を歩きたいです。 

 25 日 

天気 晴れ 気温 25.9℃ 日の出 5：13 日の入り 19：15 

歩行数 9,920 歩  のんびり組 8,014 歩 

参加者 男性９名 女性２名 

２年ほど前までは立田山の常連さんだった、廣岡さんの訃報に接し、ご冥福を祈り、

黙祷 

 

新緑が美しい、５月最後の散策でした 

 

 18 日 

天気 曇り一時雨 気温 21.4℃ 日の出 5：17 日の入り 19：11 

歩行数７,３００歩  のんびり組６,８００歩 

参加者 男性７名 女性５名 

雨が降り出し早めに切り上げました。 

ホトトギス、相思鳥、ウグイスの声が聞こえました 

 

   

 

１１日 

天気 晴れ 気温 23.3℃ 日の出 5：22 日の入り 19：06 

歩行数８７０８歩 のんびり組 

参加者 男性７名 女性５名 
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午後からＫＳＮの総会の為、少なめの散策でした。 

 

      

 

４日 

天気 曇りのち霧雨 気温２１．４℃ 日の出５：２８ 日の入り１９：００ 

歩行数１０,７４２歩 のんびり組   歩 

参加者 男性１０名 女性９名 

なんじゃもんじゃの木（ヒトツバ タゴ、ひとつ葉のトネリコの意）の白い花を鑑賞 

後半うす暗くなり、一時小雨が降る天気でしたが、まずまずの散策でした。 

       

 4 月の散策  

 ２７日 

天気 晴れ 気温１９．５℃ 日の出５：３５ 日の入り１８：5５ 

歩行数１０,４３５歩 のんびり組９,２２５歩 

参加者 男性９名 女性７名 

お花もアヤメ、コウホネ、キンラン、エゴノキの花が咲いておりカメラマンに変身です。 

 

      

 １３日 

天気 雨一時曇り 気温１６．５℃ 日の出５：５１ 日の入り１８：４５ 
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歩行数１０１９７歩（今回ものんびりと同行） 

参加者 男性６名 女性４名 

１週間でヒトリシズカの花は終わり、今回は傘をさしての蕨取りでした。 

天気予報では９時過ぎから雨は上がるとの部長の予報でしたが、傘をさしての散策

になりました。帰る頃薄日が射すとは"(-""-)"でした。 

 

傘をさしての散策風景 銀龍草と山藤 

      

 

 ６日 

天気 曇り 気温２０℃ 日の出６：００ 日の入り１８：３５ 

歩行数７,２８１歩（のんびりと同行） 

参加者 男性６名 女性３名 

４月・新年度に入り最初の散策は少人数 

桜の花も終わったが、ヒトリシズカの花が迎えてくれました。 

これからは蕨も採れます。 

 

しだれ桜、ヒトリシズカ、御衣黄 

 

 

  

       

３月の散策 
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３０日 

天気 晴れ  気温１０．０℃ 日の出６：０９ 日の入り１８：３５ 

歩行数１１,６６６歩 のんびり組９,１２０歩 

参加者 男性９名 女性６名 

桜の花も満開の状態。又一輪草、紫ケマン、踊子草、春りんどう、山吹とお花がいっ

ぱいでした。 

散策が終わってからは皆で弁当を持ち寄りの花見でした。Ｈちゃん持参のタコ飯を皆

で美味しい美味しいと言ってご馳走になりました。 

来週は池のしだれ桜が見頃かな？ 

 

      

 

 

    

 ２３日 

天気 晴れ 気温９,０度 日の出 6：18 日の入り 18：30 

歩行数１０,３６０歩 のんびり組８,５１０歩 

参加者 男性１０名 女性６名 

白木蓮、ボケの花とお花も増えて来ました。 

又オタマジャクシも大分大きくなったようです。 

 １６日 

天気 曇り・気温１２,５度 日の出 6：27 日の入り 18：25 

歩行数 １０,１２８歩 のんびり組 ８,２３３歩 

参加者 男性８名 女性５名 

梅から桜にお花が代って来ました。 
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おや！お手て繋いでるのかな？ 寒緋桜です 鳥が遊んでました。 梅の花びらが綺

麗でした。 

    

 

２日 

天気 晴れ時々曇り・気温６．６度 日の出６：４５ 日の入り１８：１５ 

歩行数 １０,１７５歩 のんびり組８,２６３歩 

参加者 男性１１名 女性１０名 久しぶりに２０名を超えた参加者でした。 

梅の花も満開になりカメラのシャッターの音が響き渡りました。 

３月に入り、暦どうりの暖かな散策でした。 
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２月の散策 

 ２５日 

天気曇り・気温１０．１度 日の出６：５３ 日の入り１８：１０ 

日の出、日の入りとも６時を切りました。 

歩行数１０１６０歩 のんびり組８６８８歩 

参加者 男性９名 女性６名 

蕗の薹を探して１３個収穫 寒緋桜はまだ蕾ですが、池のオタマジャクシは１センチ足

らずがいっぱいいました。 

 １６日 

天気曇り・気温９．1 度 日の出 7：00 日の入り 18：03 

歩行数９,６２１歩 のんびり組９,１００歩 

(一万歩に少し足りませんでした） 

参加者男性６名 女性８名 

小鳥のさえずりも大分多く聞こえるようになりました。 



     

     

     

 ９日 

天気晴れ・気温２．９度 日の出 7:０６ 日の入 17：5６。  

歩行数１１,０００歩 のんびり組８,８３０歩 

参加者男性１０名 女性９名  

先ずは咲くのマンサクの花が咲き、紅梅も咲き、白木蓮もつぼみが膨らみ春はそこま

で来てます。 
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 ２日 

天気曇り・気温０．９度 日の出 7:12、日の入 17：50。 日暮が随分遅くなってきまし

た。 

歩行数１０,６４８歩 のんびり組９,３００歩 

参加者男性１０名 女性１０名 久しぶりの２０名と初めての方も有り多くの参加者で

した 
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１月の散策 

 

２６日は雨の為に休みでした。 

１９日 

天気晴れ時々曇り・気温７℃ 日の出 7：19 日の入り 17：37 やっと日の出が早くなり

ました。 

歩行数１０,０３３歩 のんびり組９,０６７歩 

参加者男性８名女性７名  

 １２日の散策 

天気晴れ・気温３℃ 日の出７：２０分 日の入り 17：30 分 

走行歩数１１,１６３歩 のんびり組９,１００歩 

参加者男性１２名女性９名と珍しく多かった。 

枯葉をサクサクと踏みしめながらの散策も楽しいですね。 

    

   

 今年も元気に散策を楽しみましょう。 

 ２月には梅の花、３月は桜の花に始まり一輪草、一人静か、夏には夏椿、タイサン

ボクの花等々  ５月は新緑の季節、又蕨刈り、いちご狩り、むかご採りも秋の紅葉
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から冬の雪景色も楽しみです。 

家の中から一歩踏み出して、皆でお喋りをしながら散策を楽しみましょう。 

  新年の初めは５日男性１１名女性６の参加者で、代継宮に行き新年のお参りをす

る。 
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