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会費制とさせていただきたくお願い申し上げます 
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１月
Ⓐ新年の幕開けを迎え

Ⓑ春が待ち遠しく思われる今日このごろ
Ⓒ新春・Ⓓ初春・Ⓔ仲冬  7月

Ⓐ日毎に暑さが増してまいりました

Ⓑ夏の青空がまぶしいこのごろ
Ⓒ盛夏・Ⓓ大暑・Ⓔ仲夏

２月
Ⓐ春の足音が感じられる今日このごろ

Ⓑ寒さの中にも春が感じられるようになりました
Ⓒ立春・Ⓓ梅花・Ⓔ春寒  8月

Ⓐ涼しい季節が待ち遠しい今日このごろ

Ⓑ秋の気配が感じられる今日このごろ
Ⓒ立秋・Ⓓ晩夏・Ⓔ新涼

３月
Ⓐ春の訪れが感じられるこのごろ

Ⓑ春風の心地よい季節となりました
Ⓒ早春・Ⓓ春陽・Ⓔ春和  9月

Ⓐ秋桜の花咲く季節となりました

Ⓑ秋風が心地よい季節となりました
Ⓒ初秋・Ⓓ新秋・Ⓔ清涼

４月
Ⓐ吹く風が心地よく感じられる季節となりました

Ⓑ野に山に花があふれる季節となりました
Ⓒ春暖・Ⓓ春風・Ⓔ仲春 10月

Ⓐ秋も深まってまいりました

Ⓑ紅葉の便りが聞かれる今日このごろ
Ⓒ錦秋・Ⓓ清秋・Ⓔ仲秋

５月
Ⓐ若葉の爽やかな季節となりました

Ⓑ吹く風も一段とさわやかになってまいりました
Ⓒ新緑・Ⓓ薫風・Ⓔ若葉 11月

Ⓐ初雪の便りも聞かれるころ

Ⓑ冬がもうそこまで近づいてまいりました
Ⓒ立冬・Ⓓ菊香・Ⓔ深秋

６月
Ⓐ夏の訪れを感じる今日このごろ

Ⓑさわやかな初夏の季節となりました
Ⓒ初夏・Ⓓ青葉・Ⓔ麦秋 12月

Ⓐ年の瀬も間近になってまいりました

Ⓑ思い出の多かった本年もあと数日
Ⓒ初冬・Ⓓ季冬・Ⓔ師走


