
 

                                                  

平成２８年の散策記録です。 

 

１２月１９日 

久しぶりに１９名の参加者でした。 

１週間で紅葉はすっかり終わり、冬枯れの季節へと変わりました。 

走行歩数１０,３９０歩 走行距離 ４．９Ｋ 

      

１２月１２日 

あちこちで紅葉のトンネルの管理道を東へ、秋の森入り口で小休止後、森へ入り 

中央展望所で休憩 

走行歩数１００１７歩 走行距離４．５Ｋ 

紅葉がまだまだ綺麗です 
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散策の後は忘年会で一年間の疲れをいやしました。 

    

 

１２月５日 

走行歩数 10,243 歩、走行距離 4.9Km 

１週間でこんなにも綺麗な紅葉が見られました 

    

 

１１月２８日 

参加者 18 名 走行歩数１０,８００歩 

紅葉を期待しての散策でしたが今年は遅いのか綺麗でないのかまだ１０％位の紅葉
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でした。 

今日から部長さんが参加されました。 

    

    

 
黄色い花ですが名前が？ 

 
丸太の中にも紅葉が 

 

 

１０月１７日 

参加者１５名 走行歩数１０１３３歩  

広場には季節外れの桜の花が咲いていました。 

又初めて金木犀の香りを嗅ぐ事が出来ました。 

夏みたいに汗をかく散策でした。 
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１０月１０日 

参加者１９名 走行歩数１０,１２０歩 

体育の日にふさわしい秋晴れの日久しぶりに多くの参加者でした。 

木陰の中を歩くも少し汗ばむ散策でした。 

  

１０月３日 

参加者１０名 走行歩数 ９３４５歩 

Ｎさんからの栗の配分が有りそれを頂きながらの散策でした。 

９月１９日から９時集合になりました。  

 

９月２６日 

参加者 １６名 走行歩数 １０６１８歩 走行距離 ５．５Ｋ 

９月最後の散策でしたが一番蒸し暑い日になりました。 

１０月は涼しくなると良いですね。 



    

 

９月１９日 

参加者１０名の内 のんびり組３名に分かれました。 

走行歩数 １０,４０７歩 走行距離５．２Ｋ 

のんびり組７,２５６歩 

台風の影響か蒸し暑い散策でした。 

久しぶりにのんびり組さんと一緒の集合でした。 

傘をさしての散策も中々風情が有って良いですね。 

     

９月１２日まで７時集合とします。  

9 月５日 

参加者６名 歩行総数１０２９１歩 素行距離 ４．８Ｋ 

何事も無かった台風通過の朝でした。 

蒸し暑かった 

 

９月１２日 

参加者６名 歩行総数７２０６歩 走行距離 ３．７Ｋ 

小雨の中いくらか涼しい散策でした。 
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８月２９日 

昨日の久しぶりの雨のお蔭で今日の散策は暑さを感じないで済みました。 

ただ参加者が４名と少なかった。 

９時組の参加者も４名 

お祭り広場で合流したので集合写真を記念に。 

   

 

    

８月２２日 

参加者 ９名 走行歩数 １０,６０５歩 走行距離 ５．３K 

うちわが離せない暑い散策でした。 
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８月１５日 

参加者 １０名 走行歩数 １０４１０歩 走行距離 ５．３K  

お盆の所為か、ちょっと少なめの参加者でしたが、今日が誕生日の方、半年ぶりの

参加の方も交え 

終戦の頃の話に花が咲きました。 

９時組 参加者 ５名 走行歩数 ７０５０歩  

前回は小鳥 今回は マムシの子を見つける。 これは居ない方が良いです！！ 
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８月８日 

参加者 １１名 走行歩数 １０,７０８歩 走行距離 ５．７K 

９時組 参加者 ４名 走行歩数 ８,４７４歩 



 

８月１日 

参加者 ７名 走行歩数 １０,０１６歩 走行距離 ５．１Ｋ 

山には栗の実が大分大きくなってました。 

沼地には睡蓮の花がピンクと赤色、又ガマの穂にトンボが止まってて、秋の足音が

微かに聞こえるようですね。 

実際はまだまだ猛暑の毎日です。 

 

９時組 参加者 ８名 走行歩数 ７,0６９歩 
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７月２５日 

参加者 ８名 走行歩数 １０,６００歩 走行距離 ５．４Ｋ 

今回は参加者が少なかったようです。 

ＰＧのコンペと重なったりと、皆さん都合が色々と有りますね。 

時間が早いですが９月迄頑張りましょう！！ 

早い時間も気持ちが良いですよ。 

 

９時組 参加者 ７名 走行歩数 ６,３６０歩  
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７月１８日 

先週は雨が強くて中止になりました。 

参加者１３名 走行歩数 １０,３２１歩 走行距離 ５．２Ｋ 

今日から早く参加されない方が９時に集まり散策が始まりました。 

参加者５名 相好歩数 7,３６０歩 

昼に気象庁から梅雨明けが発表されて、これからは夏本番になります。 

散策も暑いですが歩いた後は気分が良いですよ。 

雨上がりの空気が綺麗で遠くの景色も良く見えました。 

蜘蛛の巣が朝日に光ってます。 

綺麗なキノコは何でしょうか？ 

      

 

７月４日 

今日から集合時間が７時になりました。 

都合が悪くなった人も有りそうですが、１２名の参加 走行歩数 １０,８１６歩 走行距

離 ５．３Ｋ 

代継宮にお参りに行きました。 

梅雨の晴れ間、蒸し暑い散策でした。 

 

代継宮の鳥居も地震で折れています。 

それでも自然界には綺麗なネジバナが咲いてます。蝶々も楽しそうです。 
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夜は暑気払いをしました。１６名と飛び入り３名 

      

６.月２７日 

６月に入り雨雨雨の毎日です。 

今日も小雨の中を散策です。 

クチナシの花、蓮の花が楚々と咲いてて良いですね。 

参加者１３名 走行歩数 １０,３１５歩 走行距離 ５．２Ｋ 
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６月１３日 

参加者 １０名 走行歩数 ８,６３２歩 走行距離 ４．２６Ｋ 

小雨の中夏の森に行くと、真っ白なタイサンボクの花が咲いてて皆カメラを構えて感

動の写真 

途中からは雨も止んだが蒸し暑い散策だった。 

 紫陽花の花・夏椿・タイサンボク・ねむの花 



     

     

６月６日   

参加者 １５名 走行歩数 ９６０１歩 走行距離 .４．６K 

紫陽花の花が綺麗になりました。 

水芭蕉、コウホネも咲き出しました。 

 

５月３０日  

参加者 １５名 走行歩数 １０２２０歩 走行距離 ４．９K 

だんだん暑くなりました。うちわが居るようです。 

５月２３日  

地震の後６週間ぶりの散策です。 

参加者 １６名 走行歩数 １０２２８歩 走行距離  

平成２８年４月１４日 午後９時２５分頃に突然下から突き上げられるような激しい揺

れ！！ 

時間も長い！！震度６強の地震 

 これはただ事じゃないと慌てて、懐中電池、水をバッグに入れて非常時に備えて置

く事にする。 

それで済めばよかったものが、翌々日の１６日夜中の１時１５分頃皆寝静まっている

所にいきなりの 
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下からの突き上げが再び来る。電気も直ぐに消えて皆で外に飛び出す。外に出てか

らも揺れが収まらない。 

何と今回は震度７だ。 

その晩は車中泊をして夜が明けるのを待つ。 

 

今回は益城町、南阿蘇村、西原村、熊本市等が酷いがその他の地域でもどこ其処に

被害が出る。 

又、熊本城、阿蘇大橋、阿蘇神社、公共施設等々も被害が出てる。 

まさか熊本にこんなに酷い地震が来ようとは思ってもいなかった。 

これから復旧にどれ位かかるか解らないが、一日も早く元の生活が出来る事を祈り

たいです。 

 散策とは関係ないですが、記録として載せておきます。 

４月４日 

２８年度、最初の散策は朝から雨が降ってたが、散策の頃は止み雨にも逢わず桜ず

くめの散策でした。 

参加者 ９名  

歩行数 １０１５０歩 歩行距離 ５K 

   

   

３月２８日 参加者１３名  

歩行数 １０９７０歩 歩行距離 ５．４K 
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３月２１日 参加者２０名 初参加の方２名 

ヒトリシズカの花が一輪咲いていました。 

来週は桜の花が見ごろになるでしょう。 

走行数 １０３５０歩  

     

     

３月１４日 参加者１３名 

トサミズキ・木瓜・白木蓮 色んな花が咲き始めました。 

これからもっと華やかになるでしょう。 

歩行数 １０８２５歩 走行距離 ５．４Ｋ 

      

３月７日 １１名参加 

急に春が来たような温かさの中の散策でした。 

走行歩数１００５３歩 走行距離５．２Ｋ 
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２月２９日 ２２名参加 

４年に一日しかない貴重な日の散策です。 

部長が上を見上げて写真を撮られてたので？？だったが、タラの芽でした。 

Ｓさんは松ぼっくりを取ってました。 

走行歩数１０６３３歩 走行距離 ５．２Ｋ 

    

    

２月２２日 １７名参加 

少し咲き始めた梅の花を見ながら蕗の薹を採り乍ら、マンサクの花を眺めながらの、

歩くには丁度良い散策でした。 

走行歩数１０２５７歩 走行距離 ５Ｋ 

2 月１５日  １６名参加  

彼岸桜が大分膨らんでいた。遠くに見えるお城とその奥に霞む三角岳を 

眺めながら休憩、歌「の時間 

走行歩数 １００７５歩 走行距離 ５．１Ｋ 
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２月８日  20 名参加 

やぶの中に入り一時は遭難するのかと思ったが、行き付いた所は「山神明王の石碑

の前に出た。 

走行歩数８８１２歩 走行距離 ４．４Ｋ 
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２月１日 １６名参加 

前回は積雪の為中止・ 寒さを感じる出だしだったが歩き出すと程よく温まる感じの

散策だった。 



 

１月１８日 １２名参加  

途中、小雨がぱらつきましたが、思ったよりは暖かな散策でした。歩行数 １１,１３８

歩 歩行キロ数 ５．５K 

    

 

   

１月１１日 １５名参加 

空は曇っていましたが、上り坂では暖かく感じる散策でした 歩行数１０,９３８歩 歩

行キロ数５．０４K 
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２０１６年の初歩きは４日、好天気の下１８名の参加者有り。 

初めての散策、代継宮で参拝です。 



 

 


