
2009年1月1日

　2009年明けましておめでとうございます。
　裏磐梯で迎えるお正月も23回目になりま
すが毎年、年越しそばやカウントダウン花
火等バタバタしていてお正月気分は味わえ
ず勿論、紅白なんてゆっくり見たこともあり
ません。まっ、商売柄しょうがないですね。
　それにしてもここ数日で挨拶が「雪降らな
いね～」から「よく降るね～」に変わってしま
ったほど本当に「よく降るね～」です。まっ、
裏磐梯で生活していればさほど驚く量では
ないですが毎日朝夕の除雪は疲れます。
　新年を迎え最初の仕事が除雪でなければ
いいなと思っていますが外を見ると…多分
無理でしょう。(もく)

今年の目標

★もくさん：

★すえちゃん：

★一歩：

昨年同様おやじギャグに磨きをかけ頂点？を極める。東北の山を滑るそ
して花を求め歩く。
「もくもく婦人部」(女性スタッフとスタッフの奥さんが会員)の活動に参加し
てトレッキングを楽しむ。
ちゃんと散歩する。テーブルと、椅子の足をかじらない。(犬の訓練所に入
るので1月～4月頃まで居ません)

　今年も宜しくお願いします。

　

2009年1月3日

　2009年は穏やかな天気で始まりこんな日
は歩くに限る！です。
　毎日開催しているネイチャースキー教室
の今日の参加者は可愛いアスリートでした。
　2人は雪まみれで大はしゃぎ！お父さんは
雪まみれで大苦戦！でも楽しい1日でした。
(もく)

2009年1月13日

　見事に予報が外れ磐梯山も頂上まで顔を
だし穏やかな「成人の日連休」になりまし
た。
　ゲレンデは混雑したようですが相変わらず
Ｍyネイチャーフィールドは貸切状態。動物
の足跡と野鳥の声、そして静寂が迎えてく
れました。
　やっぱ、辞めらんねぃ～。(もく)

2009年1月18日



　2週続けて予報がはずれツアー日和になりました。スノーシュー1dayツアーのコースは猫
魔平～八方台のぶなの森です。
　前夜の冷え込みで青空のキャンパスに白
い花が咲いているような景色に思わず「見
上げて」しまいました。(もく)

2009年1月25日

　今日はスノーシュー日和でした。時々吹く
風が気になりましたが青空をバックに映える
磐梯山の峰と遠くに広がる吾妻の山々。
　残念ながら一昨日の気温上昇と雨でホワ
イトフォール？になってしまった「イエローフ
ォール」ですが、まだまだこれからです。(も
く)

2009年2月2日

　2月1日は私が事務局を務める「第26回裏
磐梯高原2時間トライアル大会」でした。
　四半世紀も続く伝統ある大会で今年はグ
ランデコスノーパークを会場に悪天候の中、
県内外のトップアスリートや歩きを楽しむク
ロカン愛好者まで170名の参加者で賑わい
ました。(もく)

※大会リザルトは、

http://xc-trial.hp.infoseek.co.jp/ 

でご覧いただけます。

2009年2月8日

　7日は裏磐梯の2月には有り得ないよう
な“どっぴ～かん”でした。(注：写真参照)
　相変わらずイエローフォールは「ちょこっと
イエロー、ほとんどホワイトフォール」状態で
すがこんな日は火口を歩くだけでも楽しいで
すね。ガイドをやっていても仕事を忘れてし
まいそうです。
　さて、今日8日は…これぞ裏磐梯！の猛吹
雪！！
　やっぱりこれでなくっちゃ。(もく)

http://xc-trial.hp.infoseek.co.jp/


2009年2月15日

　今回の参加者は常連さんだけだったので
悪天候の土曜日は恒例の酒蔵見学でした。
そして本日晴天！ぶなの森は春模様…え
っ？まだ2月？
　そうです、雪がどんどん減っていく…(もく)

2009年2月25日

　いつもならフカフカ、パフパフのぶなの森は今日も
(“今日は”じゃないですよ)雨でしっとりしていました。
　シーズンに入って何回目の雨でしょうか。まったく今冬
は変ですね。場所にも依りますが確実に1mは少ないで
す。
　今は良いとしてもシーズン後半が心配です。プライベ
ートで行く燧ケ岳、月山、鳥海山…どうしましょう。(もく)

2009年3月8日

　今シーズンは土曜日悪天候、日曜日好天
のサイクルで繰り返されているようで今週も
その通りになりました。
　リフトも止まってしまうほどの強風が去った
あとの日曜日は霧氷と青空が広がった絶好
のツアー日和。雪質にちょこっと難有りでし
たがやっぱり「ツアーは楽しい！」です。(も
く)

2009年3月22日

　「なんじゃ、こりゃ～！」(松田優作風…)
　冬の裏磐梯の名所？イエローフォールがあった場所です。こんなになっちゃいました。
　今シーズンは大きくなるかな？ と期待してたら雨…、今度こそ…雨。来シーズンに期待し
ましょう。(もく)

※磐梯吾妻スカイラインは4/8再開通です。浄土平で滑りおさめ。



2009年3月25日

　西の方から桜の開花情報が流れ出すと気
分は「春」になってしまいますが、どっこい裏
磐梯はまだまだ冬です。
　3月も下旬になるとツアーも一段落してくる
ので、来シーズンに向けて新しいコース探し
に忙しい毎日です。(もく)

※来冬の新コース発表お楽しみに。

2009年3月29日

　今シーズンの週末は雨＆強風に悩まされ
ましたが最終プログラムの今週はその全て
を帳消しにしてくれる極上のパウダーで締
めくくれました。
　参加者一同「ご馳走様」の2日間でした。
(もく)

2009年4月1日

　オープン以来親しまれてきた「アウトドアペ
ンションもくもく」の名称を本日から「アウトド
ア体験の宿もくもく」に変更します。
　アウトドアスポーツのベストフィールド裏磐
梯で多くの体験プログラムを展開し支持さ
れてきましたが、今まで以上にアウトドア色
を強くし地域１番を目指し新たなスタートをき
ります。
　これからも宜しくお願いします。(もく)

2009年4月6日



　週末は仕事を離れ秋田(田代岳、森吉山)
まで滑りに行ってきました。
　いやぁ～山がでかい！登りも長いけどそ
の分滑りも大満足でした。次はパウダー時
期に行きたい山です。(もく)

2009年4月13日

　スカイラインが再開通して初めての週末、
晴天に恵まれ最高の春ツアーが楽しめまし
た。雪はザラメ、気温は20度を越えでまるで
夏？
　スキーです。このままの気温が続くといつ
まで滑れるやら……(もく)

2009年4月19日

　今月8日に再開通してから何度目の浄土
平でしょうか。先週と比べると景色が黒っぽ
くなり春を感じさせています。
　でも、ツアーは全開！ザラメで全開！楽し
い春ツアーです。(もく)

2009年4月27日

　猪苗代にも遅い春が訪れ桜満開です。
　浄土平に滑りに行くはずが雨の週末にな
ってしまい名所観音寺川で花見をしてきまし
た。ちょうど見頃でしたが残念な天気で人影
もまばら、出店も暇そうでした。(もく)
※朝起きたら外は雪景色。裏磐梯の春はまだまだで
す。

2009年5月1日



　先週冬に逆戻りしたのが嘘のような晴天続きのＧＷ前半です。
　前回は“桜”だったのに今週はまたまたス
キーねた。そうです浄土平はまだまだ滑走
可能！
　あれ？先週より雪多いんじゃない？　後半
もＯＫです。(もく)

2009年5月4日

　穏やかな前半から一転して肌寒いＧＷ後
半です。
　それでも湖に漕ぎ出ればご覧の通り
の“え・が・お”になってしまうのはなぜでしょ
うか？
　カヌー体験は大盛況です。(もく)

2009年5月10日

　ＧＷも終わり静かな裏磐梯になったのでＥ
ＴＣ1,000円の恩恵を受けて鳥海山に滑りに
行ってきました。
　雪は沢山、登りも沢山……快適なオープ
ンバーン満喫でした。(もく)

※写真は“鉄”の血が騒ぎ帰りに寄った超難読駅名の
「及位」です。鳥海の写真が見たい人は「もくもく自然
塾」のHPをご覧下さい。

2009年5月14日

　シーズンに数回、猪苗代のガイドと親睦を兼ね登山を楽しんでいます。
　普段仕事として登っている山もプライベートで登ると改めて「山は良いよな～」と感じます。
　今回の明神が岳は古の信仰の山、新緑眩しい会津の名峰です。(もく)

http://www.moku2-outdoor.com/


2009年5月16日

　今月は「アンドリュー・ワイエス展」、「藤代
清治展」、そして昨日は「林家三平襲名披
露」と文科系が続き筋肉化した脳みそを軟
らかくしてきました。
　これから外での活動が多くなるので気分
転換です。(もく)

※写真は藤城清治作、縦6mの巨大原作（三春の滝
桜）です。

2009年5月25日

　5月も後半に入るとブナの新緑が眩しく、
山歩きの楽しさも倍増です。
　今回は磐梯山ロイヤルコース(皇太子様
＆雅子様が歩いたコース)、猪苗代まで降る
ロングコースです。山頂付近はガスに覆わ
れ視界ゼロでしたがプライベート感覚で楽し
い山行でした。(もく)

2009年6月7日

　一歩が帰ってきました。相変わらず落ち着
きが無いのは飼い主似で毎日怒られっぱな
し。
　訓練競技会出場のため来週、再度入校し
ます。(もく)

2009年6月14日



　花の時期を迎えたとはいえ小雨舞う湿原
は人影も少なくしっとりした空気が漂ってい
ました。
　まだ、数えるほどの開花ですがつぼみは
沢山付いていました。来週くらいが見頃か
な？(もく)

2009年6月22日

　1日遅れの報告です。
　日曜日の雄国沼湿原は先週に続き雨でし
た。湿原は雨が似合う！と参加者を騙して
いざ出発！
　まだ3分咲きのニッコウキスゲでしたが人
影まばらで貸切状態の散策ができました。
　来週が見頃でしょう。(もく)

2009年6月28日

　週末は恒例の「花の飯豊山行」でした。
　天気最高！暑さ最高？の3日間を5日間連続で報告しますのでお楽しみに！！(もく)

第1回
　飯豊と言えば花、そして緑と白が織りなす
山肌の雪渓美。御西岳周辺の花畑は昨年
より少し開花が遅めでしたが流石飯豊！の
花々でした。

※花はオヤマノエンドウ

第2回

　草履塚周辺のガレ場には地味なミヤマウスユキソウ（ヒナウスユキソウ）が花を咲かせて
います。不思議なもので急登に疲れた思考力にはその地味な色合いが自然に目に飛び込
んできます。



第3回

　昨年は開花時期に合わず数輪しか見られ
なかったハクサンコザクラですが今年はご
覧の通り残雪とのツーショットが撮れまし
た。高貴な紫色が初夏の高山を彩ります。

第4回
　高山に咲く花の名前は取り合えず「ミヤ
マ」と「ハクサン」と「シラネ」を付ければ何と
なくそれっぽくなってしまいます。
　御西岳周辺は白、濃淡紫、赤そして空の
青、雪の白…文字では表わせません

第5回
　三国岳周辺の岩場にヒメサユリは咲いて
います。風が通るたびに大きな花を揺らし
手招きで私たちを迎えてくれるようです。
　そう言えばユリの語源は風に揺れる（ユリ
る？）だとか。
※今回で最終回です。文字で表わせないこ
とが沢山あります。来年は是非参加して自
分の目で感動して下さい。

2009年7月5日

　久しぶりの「鉄」ネタです。奥羽本線峠駅は数十年前までスイッチバックの駅としてその
筋？では有名な駅でした。
　そしてもう一つの名物、「峠の力餅」は今も列車(電車)が到着するとホーム販売していま
す。(もく)



2009年7月20日

　昨年までＧＷ明けに来ていた居候、今年
は1ヶ月遅れでやってきました。
　卵を温め続け先週4羽の子供たちが顔を
見せ、今は大きな口を開けて親が来るのを
待っています。(もく)

2009年7月25日

　関東は梅雨明けしたのに「戻り梅雨」だそ
うですが東北は梅雨入りしたままだらだらと
雨模様でした。
　でも今日は絶好のアウトドア日和！こんな
日は曽原湖でネイチャーカヌーでしょう。(も
く)

2009年7月26日

　昨日に引き続き梅雨の晴れ間のカヌー体
験です。参加者14名、前日から天気の心配
で夜も眠れず？？？
　でも、朝からの快晴で気分も快晴！大満
足のカヌー日和な午前中でした。(もく)

2009年7月27日



　梅雨なんて気にしない。雨がなんだ！風がなんだ！夏はカヌーだ！という元気なアウトド
ア家族と今日も曽原湖でカヌーをしてまし
た。
　時折晴れ間も見え、まあまあの天気。で
も、川は増水でシャワーウォークは中止でし
た。(もく)

2009年7月28日

　午前中、五色沼の自然観察ガイドを済ま
せ午後は何しようかな……と考えて帰宅し
たら「午後カヌー入ったから！」の一言。
　早速、湖上の人に変身！
　天気はそこそこ、気分は上々。忙しい1日
でした。(もく)

2009年7月29日

　梅雨入りしてから涼しい日が続き、数日前
の70匹をピークにちょこっと少なめの蛍です
が今日、風呂上りに涼みに出たら迷子を1
匹発見。
　もう弱っているのでそっとしておきました。
(もく)

2009年7月30日

　今日は早朝トレッキングで起床4:30、外は雨……やっぱり。
　でも始まる頃には雨も上がり曇り空に。午後にはご覧の通り晴れ間も出て絶好のカヌー
日和に変身！やっぱり湖上は気分爽快です。(もく)



2009年7月31日

　裏磐梯の夏遊びとして定着してきたシャワ
ーウォークですが今年のような低温＆雨天
続きだと辛いです。
　今日も半日コースとして実施しました
が“半日で丁度良かった”(参加者談)……渓
谷の水は冷たいです。(もく)

2009年8月1日

　毎年夏休みに裏磐梯でキャンプを張るボ
ーイスカウトが今年もカヌー体験にやって来
ました。
　まだ、梅雨明けしていない裏磐梯の鈍より
した雲の下元気な声が響いた曽原湖でし
た。(もく)

2009年8月2日

　6月から居候をしていたツバメ君たちですが今日、最後の一羽が巣立ち4羽全員無事大
空に飛び立ちました。
　騒がしかった玄関も今は静か……ちょっと寂しいですね。来年も来てくれると良いな。(も
く)



2009年8月4日

　8月に入ってから毎朝空を見上げ「大丈夫
かな？」の連続でしたが今日は朝から「お
う！大丈夫」。
　この空なら梅雨明け宣言しても良いんじゃ
ない？
　明日は久しぶりのシャワーウォーク担当で
す。報告お楽しみに。(もく)

2009年8月5日

　天気が良ければ水の冷たさも気にならな
い！
　カメラを向ければ余裕でピース。
　この後、流れて、潜って、飛び込んで……
大満足の1日でした。(もく)

2009年8月6日

　今日はネイチャーカヌーで一日中湖上の人でした。夏は水関係(飲み屋じゃないよ)のプロ
グラムが多いので身体に変化が！そう、えら呼吸が出来るように……成らないか。(もく)



2009年8月7日

　雨の日だって関係なく今日も元気にアウト
ドアしてました。
　暦の上では秋ですが気持ちはまだまだ夏
真っ盛り！明日から忙しくなるので今夜は
酒呑んで早く寝よっと。(もく)

2009年8月8日

　気温が低い日のシャワーウォークは我慢
大会か修行のようです。
　不動滝は観光客も多く、滝の下で大騒ぎし
ていたらやっぱり言われちゃいました。(もく)

※最近半日コースで満足してしまう参加者が多いで
す。1日コースはもっと満足しますよ。

2009年8月9日

　ここ数年「記録的な」とか「観測以来最高の…」とかニュースで耳にしますがワールドレコ
ードじゃあるまいし毎年更新してどうすんでしょうかね？
　今年の裏磐梯は涼しく生活しやすいですが雨が多くちょこっと不安です。(もく)



2009年8月10日

　我が家のお気楽者(それは私です)じゃな
かったアイドル一歩君、久しぶりの登場で
す。
　遠くを見つめる横顔と柴犬なのに人懐っこ
い性格が人気急上昇！(もく)

2009年8月12日

　一昨日は豪雨中止、昨日は雨天決行！、
今日は晴天結構(決行？？)
　やっぱり青空の下でのカヌーは気分最
高！さぁ～て明日は……あれ？また傘マー
クが……(もく)

2009年8月13日

　天気なんて関係なし！雨が降ろうが、曇天だろうが曽原湖カヌーは楽しい！
　そうだ！そうだ！もくさんのおやじギャグも楽しい？？？
　あれっ。(もく)



2009年8月17日

　お盆休みが明けて日中はまだ「夏気分」で
すが、朝晩は涼しく湖面を抜ける風はもう
秋。
　そう言えば今夏は暑い日って有ったっ
け？(もく)

2009年8月18日

　柴犬なのに愛想が良い我が家の一歩君。
　皆に可愛がられしっぽを振りすぎ、ちょっ
とお疲れ気味……あっ～あ、アイドルは辛
いね(一歩談)

2009年8月21日

　朝からパラパラ降っていた雨も体験が始まる頃には何とか上がり、いざスタート！
　空を見上げながらの体験でしたが再び泣き出すことも無く終了……良かった。
　でも、午後は降られました。(もく)



2009年8月22日

　土曜日なのに釣り客も少なく快適なカヌー
体験でした。
　午前は無風状態、午後は微風時々そよ
風。8月後半、疲れが出てきた身体にはこ
の”まったり”がたまらんな～。(もく)

2009年8月25日

　今日は久しぶりに朝からお日様が顔を見
せ、「やったね！」気分でシャワーウォークで
す。
　風は流石に涼しく、秋を感じさせますが最
初の「冷た～い！」の声も何処へやら……
飛び込みはこんな顔になっちゃいます。(も
く)

2009年8月28日

　夏休みも終わりに近づき静か～な裏磐梯、そして静か～な曽原湖です。
　今日は風も無く鏡のような湖面での～んびりカヌーでした。(もく)



2009年8月29日

　お客さんが来ると尻尾を振って“いらっしゃ
～い”(桂三枝風)のポーズで出迎えています
が誰も見ていないとこんな格好です。(もく)

2009年9月2日

　夏の慰労？を兼ね中津川魚止めの滝までシャワーウ
ォークしてきました。
　何だやってること何時もと一緒じゃん。そう、もくもくは
遊ぶこと大好きです。(もく)

2009年9月4日

　ガイドの仕事は楽しませるのは勿論大切がその前に「安全に」を第一に考えています。
　夏プログラムも一段落したので今日は来シーズン向けのリバーレスキュー研修でした。
(もく)



2009年9月5日

　夏の賑わいが去り、静かな曽原湖です。
時折湖面を揺らす猫バス通過……じゃなか
った風はもう秋の気配を感じさせます。
　早く雪降らないかな？？？違う！まだま
だ、カヌーだ！(もく)

2009年9月10日

　今日は私用で東京日帰りしてきました。用
事を済ませ帰りのバスまで時間があったの
でうろうろ変なおじさんしてました。
　でも、「鉄」の血は衰えずついパチリ！(も
く)
　

2009年9月20日

　久しぶりと言っても7日振りですが今日は西吾妻登山でした。
　紅葉は一部で始まり秋の気配を感じさせていました。
　いよいよ秋本番！一気に山を下って来ます。(もく)



2009年9月23日

　台風の影響が出なきゃ良いなと思ってい
た連休前でしたが、気が付けば今日の最終
日以外晴天に恵まれたシルバーウィークで
した。
　私も登山、カヌーと連日アウトドアやってい
たのでちょっと疲れ気味。
　さぁ～明日はプライベートでアウトドア
だ！？？(もく)

※写真は22日のネイチャーカヌー体験です。見事な青
空でしょ。

2009年10月1日

　普段、食欲＆スポーツで身体しか使ってい
ないので今日は頭を使いました。
　日本水彩画のパイオニア大下藤次郎を鑑
賞しに郡山に遠征です。繊細なタッチと描
写……解るような、解らないような？？？
　まっ、良いか。(もく)

2009年10月7日

　台風直撃前日の今日は恒例になっているガイドの親睦と研修を兼ね七ヶ岳に登ってきま
した。
　福島百名山に名を連ねる名峰で紅葉も見頃。裏磐梯の紅葉もこれからです。(もく)



2009年10月10日

　先月の連休が大型過ぎたせいか今回の
連休は静かな出だしです。
　まっ、台風、インフル等心配事が多いから
でしょうか。でも、元気に漕ぎ出したら土砂
降り！あ～らぁらぁ～。(もく)

2009年10月12日

　今年は寒い体育の日の連休でした。
　前半は冷たい雨と風でカヌー体験も時間
短縮で実施しましたが、参加者は「寒～ぃ」
と言いながら笑顔で漕いでいました。
　紅葉も見頃になってきました。(もく)

2009年10月18日

　磐梯山のコース中、一押しなのが櫛が峯
コルから川上温泉口へ向かう火口壁コー
ス。裏磐梯を一望でき雄大な眺めが楽しめ
ます。
　でも、ガレ場有り、足場悪しで上級者向き
かな？(もく)

2009年10月21日



　秋の銅沼はどうよ？？シャレてる場合じゃ
なくて今日もガイドやってました。
　午前中は強風＆小雨、午後はご覧の通り
晴天！
　どうなってんの？昨日は雨の安達太良で
消沈していた参加者も今日は…取りあえず
◎でした。(もく)

2009年11月1日

　今日でグリーン期プログラムが全て終了
です。カヌーやるにはちょこっと寒さを
感じる天候でしたが無事終了！
　明後日、雪予報です。さぁ～スキーだ！(も
く)

2009年11月16日

　今月はじめに初雪が降り「さぁ、スキー
だ！」…そして今日、山は雪だそうで猫魔ス
キー場のゲレンデがはっきり見えます。「い
よいよ、スキーだ！」…
　まだ、早いか。(もく)

※今日は冷え込みます。一歩もフリース着てお休みで
す。

2009年12月5日

　もうそろそろ雪の銅沼かな？とわずかな期待を抱いて行ってきました…が、ご覧の通り！
初滑りはまだまだ先の様です。(もく)



2009年12月20日

　3日前まで積雪0cm、週末はご覧の通りス
キー場OPENで最高のパフォーマンス！
　さぁ～滑るぞ！(もく)

2009年12月24日

　犬のＤＮＡは雪が降ると走り回るようにな
っているらしく我が家のアイドル柴犬一歩君
も雪上散歩大好き！付き合わせられる方は
大変です。(もく)


