
  雲の手通信総目次   その２  №８１～１６０ 2011年 5月～2017年 12月      茶木 登茂一 

号

数 
発行年月 トピックス 健康妄語録・閑人閑話 左顧右眄 旅をうたい拳を詠む 昔のコラム、他 

81 2011.05   「生活不活発病」 6．関節を科学する 憂春    

82 2011.06 第 2回江戸川区交流会案内 ゆっくり呼吸、  同 演歌を詠う    

83 2011.07 清新鶴の会 20周年、他 ― 同 ―   

84 2011.08 広報機関紙委員に就任、他 テレビは建康に悪い？！ 同 雑詠   

85 2011.09 無料体験会終了、他 健診結果ＯＫでした 7．「気功」を整理整頓すると！？ ―   

86 2011.⑩ 北・合宿参加、他 ― 同 ―   

87 2011.11 ― ― 同 ―   

88 2011.12 北・野外太極拳へ参加、他 セロトニンは腸が作る 8．太極拳はいつ成立したか・ 秋のうた   

89 2012.01 新年ご挨拶、他 ― 同 歳末雑詠   

      「閑人閑話」に改題       

90 2012.02 支部初稽古 立ち合い変化の是非 9．八段錦の多様化の歴史と現状 初春のうた   

91 2012.03 健康ランド教室閉幕＜他 パーキンソン病に効く 同 演歌を詠う～２    

92 2012.04 皆勤・精勤表彰、他 木村政彦をご存じ？ 10．百家繚乱の中国拳法 ―   

93 2012.05 旅行で代講 ― 同 トルコ紀行   

94 2012.06 亀戸ＳＣ教室再開、他 トルコ余聞 11．王向斉の意拳 ―   

95 2012.07 同上、他 百恵の歌で送る 同 近詠四首   

96 2012.08 まるごと勉強会 楼蘭の美女 12．松田隆智 シルクロードのうた   

97 2012.09 熟年検診今年もＯＫ 『大安般守意経』の謎 同 ―   

98 2012.⑩ 中野教室合宿、支部大会他 猫またぎの意味は？ １3．呼吸のおさらい 近詠三首   

99 2012.11 北・野外太極拳 春花園という名所 同 秋を遊ぶ   

100 2012.12 100号記念記事 ― 14．私と太極拳、私の太極拳 10 号記念詠   



101 2013.01 忘年会報告、他  驚きの化粧法 同 筑波山紀行   

102 2013.02 東大島体験会予告、他 「細胞」と言う不思議 同 ―   

103 2013.03 東大島Ｔシャツ新調、他 茶飲み話 同 東京の冬   

104 2013.04 14 かい太極拳祭、他 東京国立博物館 同     

105 2013.05 江戸川区交流会 ボストンテロ事件 15．楊名時先生の名語録 高遠松本お花見紀行   

106 2013.06 清新鶴の会舞台表演、他 放・乱・収・死 同 花の季節   

107 2013.07 協会の総会へ出席 「グランドマスター」 同 水無月のころ   

108 2013.08 支部研修会、他 ホーチミンの思い出 同 小諸・軽井沢雑詠   

109 2013.09 北・交流会、他 満 79 歳になりました 同 花の旅   

110 2013.⑩ 江東区交流会 熟年検診今年も合格 同 近詠三首   

111 2013.11 亀戸・青空太極拳、他   同 ―   

112 2013.12 東部区民祭り参加、他 六阿弥陀詣の奇々怪々 同 浜松から掛川へ   

113 2014.01 新年あいさつ、他 小説『永遠のゼロ』 同 富士を観る旅   

114 2014.02 支部初稽古、他 綿菓子のルーツ 同 ―   

115 2014.03 瑞江鶴の会テレビに出る 病名は加齢です 同 近詠七首   

116 2014.04 年度末表彰 相撲と太極拳  同      妖しの春   

117 2014.05 太極拳祭り、他 健康基準値の緩和   一時休載 桜を詠う   

118 2014.06 支部会員登録、他 降圧剤の危険性   歌で綴るフランス   

119 2014.07 北・地域交流会、他 自然治癒力の復習   深大寺を詠う   

120 2014.08 裏浅草散策会、他 薬を飲まされる理由   箱根に遊ぶ   

121 2014.09 支部研修会、他 満 80 歳健診ＯＫ 17．漢詩に学ぶ・漢詩を楽しむ ベトナムを詠う１ 遊印遊語・李白詩 

122 2014.⑩ 江戸川区交流会、他 ところ変われば 同 同２   

123 2014.11 北・野外太極拳、他 武当山は発祥の地か？ 同 ―   

124 2014.12 新師範 2 名誕生、他 法輪のいわれ 同 秋は闌たけゆく   

125 2015.01 新年のあいさつ、他 セロトニン的生き方 同 傘寿を祝う   

126 2015.02 太極拳なんでも勉強会、他 伊勢神宮に想う 同 ＮＨＫ入選歌   



127 2015.03 同、 病気を治せない医者 同 熟年文化祭金賞   

128 2015.04 太極拳祭り、他 『昆虫はすごい』 同 箱根、鎌倉のうた   

129 2015.05 3 期まるごと勉強会、他 魯迅の木蓮 同 ― 健康妄語録より 

130 2015.06 北・交流会 高野山詣で 同 高野山詣で 健康妄語録より 

131 2015.07 同上、他 体調不良 同 ―   

132 2015.08 支部研修会亀戸で開催 臓器移植の闇 同 ―   

133 2015.09 亀戸体験会 酸素補給を忘れずに 同 白馬・花の旅   

134 2015.⑩ 清新鶴の会表演 幕末明治時代の体力 同 ― 健康妄語録より 

135 2015.11 瑞江鶴の会新師範、他 岡田准一の健康法 同 スーパームーン 健康妄語録より 

136 2015.12 師家を偲ぶ会、他 ― 同 青梅と御嶽を歩く 健康妄語録より 

137 2016.01 新年あいさつ、他 御岳山宿坊に泊まる 同 杞憂を詠う 遊印遊語・鄧散木印 

138 2016.02 瑞江鶴の会 30周年、他 ブリスベンの印象 同 杞憂を詠う その２ 健康妄語録より 

139 2016.03 江戸川区交流会 親指刺激の効用 同 ブリスベンにて 遊印遊語・東皋艸堂 

140 2016.04 早朝太極拳の会研修、他 「支那」という言葉 同 ― 健康妄語録より 

141 2016.05 亀戸ＳＣ教室 25周年 世界一貧しい大統領 同 熊本大地震を詠う 健康妄語録より 

142 2016.06 北・野外太極拳、他 『対聯』を読み解く   富山を旅して、他 健康妄語録より 

143 2016.07 清新鶴の会 25周年、他 世界一貧しい大統領、続き 18．肥大化する欲望の正体を探る 舛添知事騒動 健康妄語録より 

144 2016.8・9 中国史勉強会、他 ― 同 志賀高原に遊ぶ 健康妄語録より 

145 2016.⑩ 東京ブロック大会 オリンピックの光と影 同 夏から秋へ 健康妄語録より 

146 2016.11 北、研修会、他 ― 同 上高地の秋 健康妄語録より 

147 2016.12 支部講習会、他 ベニクラゲは不老不死？ 同 おりおりの歌 健康妄語録より 

148 
2016.12~

２ 
―   同 ― 遊印遊語・大象無形 

149 2017.01 新年あいさつ、他 健康本は買わずに済ます 同 夢のあれこれ 遊印遊語・李白詩 

150 2017.02 150号記念特集記事 ― ― 思い出のうた  ー 

151 2017.03 中野教室新年会、他 拡大する貧富の格差 同 ＮＨＫ入選歌 遊印遊語・大吉祥印 



152 2017.04 東大島 10周年記念、他 写楽は北斎だ！ 19．黄河を辿る 世情まんだら   

153 2017.05 年度末表彰、他 同上、続き 同 福島花見紀行   

154 2017.06 太極拳祭参加、他 無財の七施 同 新緑の街   

155 2017.07 スポーツチャレンジデー他 一汁一菜のすすめ 同 那須温泉の旅   

156 2017.08 江戸川区交流会、他 藤井聡太君に驚嘆 同 夏の歌あれこれ   

157 2017.09 わかくさ公園太極拳、他 再掲「降圧剤問題｝ 同 ―   

158 2017.⑩ 清新鶴の会表演、他 我が家のサプリメント 20．チベットの神秘と悲劇 近詠五首   

159 2017.11 亀戸体育の日イベント 三角石鳥居の謎 同 鬼怒川温泉紀行   

160 2017.12 浅草寺を歩く、他 龍・ドラゴン・ナーガ 同 秋深みゆく   

 


