
銀杏の絨毯① 銀杏の絨毯②

出発進行

光へ

斜陽。木陰にて、神をまつ

見上げれば



グラデーション

自然なアートの中で休憩するカマキリ

秋の散歩道

秋の静寂 光の頂点

見上げる秋の空



小春日和 六花に繋がるネギ畑

晩秋

水鏡

日曜日の笠原小

美味しい新蕎麦待ってま～す！！



蔦

レッジーナの秋

桃山台から

月と夕焼けと稲孫

標識と夕焼け

月と夕焼けとススキ



月と夕焼けとふるとねの郷

村の夕暮れ

いつもの夕暮れ

コスモスと太陽

朝日を待つ

日の出に心奪われて



秋を走る 女王様と紅はるか

原風景の入口

風景も味も絶品　贅沢ランチタイム

夕映え Orange Flamingo屋根付き橋から新しい村を眺めるおっさん



おばけが近づく気配

大好きな宮代町の夕暮れと黄昏時

大好きな宮代町の夕暮れ・黄昏時①

大好きな宮代町の夕暮れ・黄昏時③
大好きな宮代町の夕暮れ・黄昏時②

秋の実りクラフト



あきみやしろ

月と観覧車

水面の彩

夕暮れ時

蔦紅葉

営み



秋の夕暮れ

役場庁舎から

全集中の応援

チャンス到来

秋初め



図書館の裏手に抜ける「南埼玉郡の橋」

低湿地を活用した「ほっつけ田」

地区のシンボル山崎山雑木林

山崎山と新しい村の境界 新しい村側からのながめ

ほっつけの小川。あめんぼ、めだかのすみか。

釣り人たちが憩う、無名池

出会う道・別れの道



緑の十字架

シロサギの落穂ひろい

姫宮駅から写す① 姫宮駅から写す②

満員御礼の東武動物公園 東武動物公園でペンギンに餌やり

シロサギの落穂ひろい

シロサギの落穂ひろい



満員御礼　東武動物公園 宮代町子ども環境活動「MIYASHIRO　エコ☆スターズ」
の金原の栗園での農業体験①

宮代町子ども環境活動「MIYASHIRO　エコ☆スターズ」
の金原の栗園での農業体験②

宮代町子ども環境活動「MIYASHIRO　エコ☆スターズ」
の金原の栗園での農業体験③

宮代町子ども環境活動「MIYASHIRO　エコ☆スターズ」
の金原の栗園での農業体験と栗の和菓子の試食①

宮代町子ども環境活動「MIYASHIRO　エコ☆スターズ」
の金原の栗園での農業体験と栗の和菓子の試食②



宮代町姫宮駅付近の夕焼け

久しぶりの隼人堀川付近の夕焼け① 久しぶりの隼人堀川付近の夕焼け②

ぐるる宮代で最高のテニス日和

宮代町立図書館の夕焼け

宮代町子ども環境活動「MIYASHIRO　エコ☆スターズ」
の金原の栗園での農業体験と栗の和菓子の試食③



笠原小学校の前「新しい村・ほっつけ」での稲木干し

最近、あまり見かけなくなった「新しい村・ほっつけ」
での稲木干し

「新しい村・ほっつけ」での稲木干し

昔ながらの「新しい村・ほっつけ」での稲木干し

水と緑のふれあいロードの先

前原中学校附近で見つけた花畑

前原中学校の正門前の花畑

宮代町立図書館の夕焼け②



雨上がりの柿の木
雨上がりの百間小学校グラウンド前の柿の木

西原自然の森の夕べ

西原自然の森の夕べ② 西原自然の森の夕焼け

旧加藤家住宅

小雨の夕陽の中、西原自然の森に飛んでいく
一匹の大きな鳥

小雨の夕陽の中、西原自然の森に飛んでいく
一匹の鳥



夜が来て昼が来る 夜が来て昼が来る②

夜が来て昼が来る③ 46 年ぶりハロウィーン満月

ハロウィーン満月に東武スカイツリーライン
が走る

ハロウィーン満月に東武スカイツリーライン
が走る②



46 年ぶりのハロウィーン満月

地平線のハロウィーン満月②

新しい村の「竹アート展」開催中。

地平線のハロウィーン満月

日没まで農作業をするトラクターとそれを
追いかける朱鷺

日没まで農作業をするトラクターとそれを
追いかける朱鷺②



霧の中の新しい村付近

夕刻の新しい村「竹のアート展」 夕刻の新しい村での「竹のアート展」

日本工業大学 5号館の紅葉 日本工業大学 5号館の紅葉②

新しい村の「竹アート展」で竹のワンチャンも
友だちが来て、しっぽをふりふり

新しい村の「竹アート展」で
懐かしい電話ボックスも登場。

霧の中の散歩道



新しい村　竹のアート展

夕陽が紅葉を照らし出す「新しい村」

新しい村の紅葉にワンちゃんたちが集まる

夏の陽射しの新しい村 夏の陽射しの新しい村②

新しい村に集まったワンチャンたち

新しい村の紅葉

新しい村　竹のアート展②



新しい村・ほっつけ田にて

東武動物公園入り口にて

笠原小学校前にて

今日も夏の日差しの24度。新しい村の湖畔では、
イチョウの葉も落ちてきました。

枯葉の曲が聞こえてくるような夕刻の新しい村 枯葉の曲が聞こえてくるような夕刻の新しい村②

今日も夏の日差しの24度。新しい村の湖畔では、
イチョウの葉も落ちてきました。②

ぐるる宮代でのテニス練習中に
一息いれてスナップショット。



爽やかな天気の下、ぐるる宮代でテニス練習

ぐるる宮代の野球場前でスナップショット

身代神社前の並木道 日曜日の夕刻の空

11 月最後の満月満月の下に東武スカイツリーラインが走る

映画「第三の男」のラストシーンを想い出させる
身代神社前の並木道

ぐるる宮代の正門前にて



満月

満月の下に東武スカイツリーラインが走る②

百日紅 &芙蓉のコラボ①

百日紅 &芙蓉のコラボ③ 百日紅 &芙蓉のコラボ④

百日紅 &芙蓉のコラボ②



百日紅 &風船葛①
百日紅 &風船葛②

百日紅 &風船葛③ 百日紅 &風船葛④

コスモス &チョウ① コスモス &チョウ②



コスモス &チョウ③

コスモス &マリーゴールド① コスモス &マリーゴールド②

コスモス &マリーゴールド③ コスモス &マリーゴールド④

コスモス &チョウ④



柿の実 &秋バラ①

柿の実 &秋バラ③
柿の実 &秋バラ④

秋バラ &曼珠沙華① 秋バラ &曼珠沙華②

柿の実 &秋バラ②



秋バラ &曼珠沙華③

秋の紫の花①
秋の紫の花②

秋の紫の花③ 秋の紫の花④

秋バラ &曼珠沙華④



コスモスと芙蓉

コスモスと芙蓉②

金木犀の風景① 金木犀の風景②

金木犀の風景③ 金木犀の風景④



イチョウ＠西光院

イチョウ＠西光院②

イチョウ＠西光院③ イチョウ＠西光院④

水面に映る紅葉と青空 コスモスと芙蓉のコラボ



ピラカンサス &エンジェルストランペット３

ピラカンサス &エンジェルストランペット ピラカンサス &エンジェルストランペット２

秋の実の風景 秋の実の風景②

秋の実の風景４秋の実の風景３

「シュウメイギク」&「ホトトギス」



紅葉色づき始め３ 紅葉色づき始め４

紅葉色づき始め２紅葉色づき始め

キク &コキア

「シュウメイギク」&「ホトトギス」２「シュウメイギク」&「ホトトギス」

「シュウメイギク」&「ホトトギス」３



キク &コキア２ キク &コキア３

キク &コキア秋の花と家庭菜園４

秋の花と家庭菜園２ 秋の花と家庭菜園３

秋の花と家庭菜園新しい村の黄葉４



新しい村の黄葉２ 新しい村の黄葉３

新しい村の黄葉紅葉の風景４

紅葉の風景２

紅葉の風景モミジの風景

紅葉の風景３



モミジの風景２

サザンカの風景冬桜の風景

サザンカの風景３サザンカの風景　２

サザンカの風景４

モミジの風景４
モミジの風景３



冬桜の風景２

青林寺の紅葉 &サザンカ

青林寺の紅葉 &サザンカ３

青林寺の紅葉 &サザンカ２

青林寺の紅葉 &サザンカ４

冬桜の風景４

冬桜の風景３



稲刈りの風景３

稲刈りの風景

稲刈りの風景２

稲刈りの風景４

桜の落ち葉と姫宮落３

桜の落ち葉と姫宮落２

桜の落ち葉と姫宮落４

桜の落ち葉と姫宮落



初秋の農の風景
初秋の農の風景２

ポーチュラカの庭２ポーチュラカの庭

ポーチュラカの庭３ ポーチュラカの庭４

初秋の農の風景３
初秋の農の風景４



初秋の新しい村３

初秋の新しい村

「彼岸花」&「姫宮落川」 「彼岸花」&「姫宮落川」２

「彼岸花」&「姫宮落川」３ 「彼岸花」&「姫宮落川」４

初秋の新しい村２

初秋の新しい村４



秋の実の風景３

秋の実の風景

花水木の実と紅葉２

花水木の実と紅葉４花水木の実と紅葉３

花水木の実と紅葉

秋の実の風景２

秋の実の風景４



宝光寺とぐるるの金木犀３ 宝光寺とぐるるの金木犀４

宝光寺とぐるるの金木犀２

柿の風景４

柿の風景２柿の風景

柿の風景３

宝光寺とぐるるの金木犀



秋バラと観覧車１

秋バラと観覧車 3

秋バラと観覧車 2

秋バラと観覧車 4

夕焼けと観覧車１
夕焼けと観覧車 3

夕焼けと観覧車 2

「水と緑と雲」のハーモニー



秋の図書館の風景

秋の図書館の風景４

秋の図書館の風景２

進修館の蔦紅葉４進修館の蔦紅葉３

進修館の蔦紅葉 進修館の蔦紅葉２

秋の図書館の風景３



日工大キャンパスの秋の風景３ 日工大キャンパスの秋の風景４

日工大キャンパスの秋の風景２日工大キャンパスの秋の風景

進修館のツタモミジ３ 進修館のツタモミジ４

進修館のツタモミジ２進修館のツタモミジ



宮代町役場周辺の紅葉３

宮代町役場周辺の紅葉 宮代町役場周辺の紅葉２

宮代町役場周辺の紅葉４

皇帝ダリアの風景３ 皇帝ダリアの風景４

皇帝ダリアの風景２皇帝ダリアの風景



紅葉の風景３
紅葉の風景４

紅葉の風景２紅葉の風景

東武動物公園東ゲートの晩秋３ 東武動物公園東ゲートの晩秋４

東武動物公園東ゲートの晩秋２東武動物公園東ゲートの晩秋



新しい村の晩秋３

新しい村の晩秋 新しい村の晩秋２

新しい村の晩秋４

ジェットコースターのシルエット３ ジェットコースターのシルエット４

ジェットコースターのシルエット２ジェットコースターのシルエット



「西原自然の森」のラスト紅葉 「西原自然の森」のラスト紅葉２

「西原自然の森」のラスト紅葉３ 「西原自然の森」のラスト紅葉４

猫とレジーナ


