
2011年1月1日

　皆さん、明けましておめでとうございます。
　もう、雪は要らない！　と言う愚痴で新年
を迎えました。自然の驚異にはかなわない
ですね。先週も「車300台が夜明かし…」とい
うニュースで会津が全国区になってしまいま
した。ホント凄い降りでしたよ。

　さて、2011年はペンション開業25周年を迎
える目出度い？年です。もう四半世紀にな
るんですね。オープン当時はこんなに長くで
きるとは思ってもいませんでしたが沢山の
方にお世話になりやって来れました。
　有難うございます＆これからも宜しくお願
いします。

　毎年新年の目標を立てるのですが、今年は目標を立てず「何とかなるだろう」で過ごして
いきたいと思います。まっ、こんな年も良いでしょ？

　長くなりましたが改めて　今年も宜しくお願いします。(もく)

2011年1月10日

　普段は見上げているこんな物が目の高さ
に、子供は大喜びです。
　本格的な降雪はまだこれから。このミラー
は足元に。(もく)

2011年1月17日

　ニュース見てたら高知県四万十市、長崎
県野母崎も雪景色。どちらも行ったことのあ
る場所だけど…
　雪のイメージが湧いてこないですね。(もく)

2011年2月1日

　東京へ行って来ました。乾燥激しくのど、ガラガラです。
　神田周辺のスポーツ店廻りをしてきたので序に聖橋から「鉄ちゃん」やってきました。(もく)



2011年2月7日

　今年で28回目！2年連続悪天候での開催
でしたが今年は見事、微風快晴。
　優勝者も見事40km超の好記録！
　詳しくは2時間トライアルHomePageで。(も
く)

2011年2月16日

　今シーズンベスト3に入ること間違いなしの
無風晴天、スノーシュー日和でした。
　イエローフォールは少し色が抜けたような
気がします。(もく)

2011年2月21日

　冬のアウトドアスポーツはお天気頼み。こ
の週末は好天の2日間でした。イエローフォ
ール行って、湖上歩いて、イエローフォー
ル…
　毎日スノーシューやってます。(もく)

2011年2月28日

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


　暖かい日が続いたのでこのまま春？と思ったらやはり甘かったです。
　今週はずっ～と雪マーク、春はまだ遠そう
です。(もく)

2011年3月7日

　里では早咲きの桜が咲いたとか。でも、裏
磐梯は冬遊び真っ盛り！
　まだまだ、大丈夫です。(もく)

2011年3月20日

　被災者の皆様、お見舞い申し上げます。
　震災から1週間経ち被害の全容が明らかになるに連れその大きさに驚いているのは私だ
けではないと思います。
　ここ、裏磐梯は生活道路のR459が陥没し通行止めになっているのと他地域同様燃料不
足を除けば通常の生活ができているのでご心配をお掛けしますが大丈夫です。(もく)

　

2011年3月25日

　今週、被災地南三陸町へ行って来まし
た。塾スタッフ4名で被災地支援ボランティア
活動です。
　詳細は塾hp(www.moku2-outdoor.com)で
確認して下さい。(もく)

2011年4月2日

　道路復旧と燃料供給進むにつれ、重機での作業が始まりました。一歩ずつ「前へ」行って
います。(もく)

　詳細は塾HP www.moku2-outdoor.com

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


2011年4月4日

　震災以来ボランティア活動で忙しく、シー
ズン中だってことをすっかり忘れていまし
た。
　久しぶりのスノーシュー満喫した1日でし
た。今シーズンまだまだ雪が有ります。楽し
むぞ！(もく)

2011年4月9日

　3度目の被災地でのボランティア活動です
がで瓦礫が整理され、整地された場所も増
え確実に復興しています。(もく)

　　詳細は塾HP www.moku2-outdoor.com

2011年4月15日

　昨年より一週間早く、2羽のツバメがやってきました。
　巣の補修で出入りが激しく大忙し。外はまだ寒いのにドアは開けっ放しです。(もく)

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


2011年5月6日

　色んな事で心配していたＧＷですが後半
は天気も安定してカヌー体験は大盛況でし
た。暗いニュースが続いていますが裏磐梯
は笑顔が似合います。
　これから花の季節がやってきます。さぁ！
裏磐梯にレッツゴー。(もく)

2011年5月19日

　どこを見ても新緑、綻びかけてる芽、桜、草花、何気
なく聞こえる、鳥、かえるの声…五感が忙しい
　こんな楽しいトレッキング
　久しぶりのぶな太郎との再会
　ドンとかまえた姿の下で転がると、包み込むような
姿、温もり、新緑のやさしさが
夢の中へみちびいていく……(すえ)

2011年5月22日

やなぎの木のトムソーヤデッキ
一段一段登るとワクワクと童心の気持
一番上の階段にたどり着くと、
とーくの山、空、ペンションの屋根が身近になる
巨人になったようだ、
そよ風がささやくかのように、通り抜ける(すえ)



2011年5月24日

一歩との散歩、
ニュースを聞くたび
いつもの風景が……新鮮！
そして
ありがとう……と大きく深呼吸。
いつもの風景が少しでもとどけ……と
大きく息を吹く。(すえ)

2011年5月25日

晴天、新緑、そよ風に誘われて
一歩(愛犬)、友、私の三人？
窓を開けトコトコと昭和のライフで
のんびりドライブ桧原湖一周
チョッと止まって新緑のトンネルを散歩
チョッと寄り道、野鳥の森を散歩
鳥のさえずり、ドラミング、ハルゼミの声
一面の二輪草……あ～気持いい。(すえ)

2011年5月31日



出発の準備かな？
濡れた綿毛がおもそうに
となりでタンポポが話しかけ
太陽にお願い事……よろしくね。
チョッとお手伝い……と息を吹く。(すえ)

川鵜かな？
お日様に、
羽をおもいっきり広げて
パタパタと、気持よさそうに
一人(？)……一休み中。(すえ)

2011年6月3日

穏やかな雨上がりの朝
洗い流された空気
いつもの風景が色鮮やかに
わ～すごい、きれ～い
沼のいたずら？それとも……
どっちがどっち、っと
葉が揺れる(すえ)

2011年6月4日

　カヌーをしたり、トレッキングしたり、登山したり…普通にプログラムをこなしています。
　こんな時だからこそ、安全なのかそうでないのか自分で判断することが大事です。(もく)



2011年6月8日

　久しぶり！一歩です。
　いつもの散歩コースなんだけど、匂いが違
う！気配がする。
　クンクン嗅いでも、キョロキョロしても判ら
ない。
　気になるんだけど、母さんが「帰ろう」っ
て。言うんだ。(いっぽ)

2011年6月10日

眩い新緑、木漏れ日
大小の草花、
虫、鳥のさえずり、
入り乱れる緑のトンネルに向かって
「今年もよろしく！」
「とうりゃんせ！」と風の便り(すえ)

2011年6月13日

なんの花かな？
匂いを嗅いでみても分かんない
どんどん近ずいてみても……？
どんどん深く嗅いでみても……ん？
友達の匂いだ！早起きだな～。
えーと、えーと、花の名前は？
帰って聞こうっと！(いっぽ)



2011年6月17日

さようなら、かな？
親鳥、子鳥、ピーピー楽しそう
「ありがとう！」
「寂しくなるね、またお出でね」
「じゃ！」「じゃ！」
皆で楽しそうにピーピーピー！
耳を澄ましていつまでも
鳴き声を追う(すえ)

2011年6月18日

僕は水が苦手なんだけど
カヌーをするといつも
楽しそうに面白かったよ～。って話すの……
だから……興味がず～とあって
思いきって来てみたんだ。
カヌーは出来ないけど、だけど
水遊びをして見たら、楽しい～！
見つけたものは、、へへ！
ひ、み、つ。(いっぽ)

2011年6月20日

お日様に向かってグ～ンと背伸び
仲間に入れてと虫たちも
風に乗ってユラユラと
みんな楽しくダンス
みんな仲良く、ハイ、ポーズ！
カシャ！！(すえ)



2011年6月23日

今日は朝からすごい雨だ！
散歩どころじゃなさそー
ふ～……以前、？だった花の名
スズメノカタビラ(雀の帷子)らしい
よく雑草だと言って庭の草引きをしてる
でも、雑草という名の花はないらしい
じゃ、雑草って？……よく雑草て言うよ。
１日かかって考えよう雨だし。(いっぽ)

2011年6月26日

　毎年多くのハイカーで賑わう雄国沼湿原、
お目当ては勿論一面に咲き乱れるニッコウ
キスゲの群落。今年も何時もと変わらず素
晴らしい風景を醸し出してくれています。
　でも、何時もと違うのは……(もく)

2011年6月27日

友達になれたよ。
川俣町の小学校へ行ったの
僕が運転手、友達８人は車掌の横並び電車
学校の庭をぐるっと散歩、一人一人の手から
おやつを貰って、おまけに僕を優しく撫でてくれるんだ
嬉しかった！ありがとう、皆だーい好き
いつかおもいっきり校庭で遊ぼうね。ムニャムニャムニャ
あ！母さんは庭の草引きしてた。(いっぽ)



2011年6月28日

滞在５日目、居心地はいかが？
ニセアカシアからナナカマドの枝は
紙の千切り布団は
昆虫ゼリーは
気に入ってもらえるかしら？
……清々しい風がいちばんね！
と、窓を開ける。(すえ)

2011年7月1日

雨上がり、お日様も顔をだし
グングン暑くなる
さあー、つつじレストラン開店です。
そろそろ美味しい蜜は出来たかな？
こんにちは
あげはさんお味はいかが？(すえ)

2011年7月10日

登山道に
サルナシのお花を添えた
葉っぱのお皿……ステキね！
誰のおもてなし？
ご馳走は何かしら？
一緒させてくださいね。(すえ)



2011年7月13日

早朝の散歩から戻ったとこ。
朝早くはチョッと冷たい空気が気持いいん
だ。
その他には、え～と、ホタルブクロが咲いて
た！
それにほてった体をこうすると……
これがまた、たまんなく気持いいんだ！
あ！おはよう。……暑くなりそうだね。
(いっぽ)

2011年7月15日

毎日暑いな～
昼間は散歩もつらいし
遊ぶ気もおきないよ
僕を探す声がするけど
ごめん、出る気しない
やはり、お昼寝が先だよ。(いっぽ)

2011年7月19日

も～い～かい？ま～だだよ
草木の中で、かくれんぼ。
も～い～かい？もう～い～よ！
しぃーーー、わあ～、みぃ～つけた！
赤い顔したニワトコさん！
誰が鬼かな？、じゃんけん、ポン！(すえ)

※写真は、「ニワトコの実」です。



2011年7月22日

あれ？どうしたの。
僕と一緒に散歩するの？
楽しいそうだな。でも……
車や人が通るし、君も飛んじゃうだろう。
ねえー！野原で遊ぼうよ。
おもいっきり飛んだり走ったり出来るよ。
行こう！……(いっぽ)

※写真の蝶は、「コムラサキ」です。

2011年7月23日

　海は広いな大きいな～と思ったかどうかは
解らないけど波打ち際まで行って押し寄せ
る波を不思議そうに見ていました。
　でも好奇心旺盛な一歩君、どんどん入って
いこうとするので引っ張るのが大変でした。
(もく)

2011年7月29日



似合ってる？
これで多少の雨でも
気にしないで散歩が出来るんだ！
いいだろう～。……でもさ！
思っていたように歩けない。気になって！
慣れるかなぁ～。せっかく買って貰ったか
ら、
な、い、しょ。チョッと小さいんだ。(いっぽ)

2011年7月31日

雪の結晶？
それとも、線香花火？
……見てるだけで涼しげね
シシウドさん。(すえ)

2011年8月4日

オオウバユリのラッパ隊！
さあー背筋を伸ばして
準備はＯＫ！
１、２、３はい！
耳を澄ましてみる。(すえ)

2011年8月12日

昨夜、冒険したんだ！
外は暗～いけど
部屋のドアが開いてるから
そ～と、外出、匂いを嗅ぎつつ
一人で散歩！もうワクワク。
だから今日は眠いんだ。
父さん達は捜し歩いたみたい。
ごめんなさい、でも楽しかった。(いっぽ)



2011年8月23日

恥ずかしがらないで
あそびましょ！
トンボさん、トンボさん、
にらめっこしましょ
わらっちゃだめよ
お、ぷ、ぷ！(すえ)

2011年8月26日

雨が降ったり止んだりと
はっきりしない空模様。
傘と合羽の散歩は少し不便！だけど……
僕はもっと散歩したいのに帰るらしい
「やだ！やだーー。帰んない！」……
……負けた。でもね、でもね、聞いて！
夕方、いっぱい散歩する約束したよ。(いっ
ぽ)

2011年8月27日



仲良く、気持よさそうに
二艘ぶら下がって
どこへ出航？
みんなの想い、願い
いっぱい！いっぱい！…運んでね。
距のくるくるが可愛い釣舟草さん……(すえ)

2011年8月29日

野原をきれいに染めて
誰を待ってるの？
ミソハギさん！
遠くでススキがそよそよと
バトンの準備をしている。(すえ)

2011年9月6日

秋み～つけた！
秋色いくつ

♪ゆうーやけこやけで
日が暮れてー
やーまのお寺の鐘が鳴る～♪
さあ～、帰ろうね。(すえ)

2011年9月7日

今日は久しぶりにあっつい。
ちょっとドライブに付き合ったら
え！え！来た事ない、何処だ～此処？
でもー、きれいな水！
誘われて入ってみると
冷た気持ち良い～水に……大感激！
飲んでみると、、ん、おいし～い～！
向こうでは何やら跳ねてる！……深そうだな～、
冒険の始まり！ジャブジャブ！抜き足差し足ソーッと。
僕の初めての水遊び！たのし～い！
また来ようね。(いっぽ)
　



2011年9月8日

ランタナレストランへようこそ！
我が家の密の味はいかが？
今度はいつかしら？
ゆっくりしてってね。
おひさまが照らす横から
「秋が来てるよ」と……そよ風。(すえ)

※写真の蝶は、「アサギマダラ」です。

2011年9月11日

静かな湖面
カラマツ林の木漏れ日
「今日も終わるよ」っと
夕陽が静かにてらす
「あすも良い事あります様に」
と、手を合わす(すえ)

2011年9月13日



３日前に右後ろ足の指の辺りがチクッて
それからず～と、気になるし触られると痛い
んだ。
なめてはみるけど、父さんたちが
「見せてみろ！」って触ろうとするから
「ガブ！」って振りをすると、ゴッツン！って
だ、か、ら、今日病院へ行く事に。
先生は好きだけど、痛いことするのかな？
注射するのかな？僕、泣かないよ、きっと！
約束は(我慢できるかな？)……ムリ。(いっ
ぽ)

観てみて
コスモス、植樹した桜も
陽射しをいっぱい浴びて
せっかちさん、のんびり屋さん
思い思いの秋色
み～んな、ス、テ、キ。(すえ)

2011年9月16日

僕の好きな散歩！……でも
時々勉強(訓練)するんだ。
今日もほら！僕をおいて行っちゃう。
僕は座って待っていなきゃいけない
動くと「いっぽ！まって！」
って強い口調で言われるんだ。
直には戻ってこない、
車、人は来ない？虫は気になる！
んーん、まだ？まだ？
っほ、褒めてもらった！……
さあ～、帰ろう～。(いっぽ)

色鮮やかに
置物のように
ひっそりと佇んでる
タマゴダケ
落ち葉の中から
「こんにちは」(すえ)

2011年9月19日

元気な子供たち
ブランコ、木登りはしご



デッキでジャンプ、どんどんドン、
元気な声が響き渡る
愉快な時がそよ風と共に
流れてく。(すえ)

2011年9月24日

　先週の3連休に続き好天に恵まれた9月二
度目の連休、ちょっと風は強めでしたが午
前午後共無事終了です。
　そう言えば10月にも3連休がありますね。
その頃は紅葉でしょうか。(もく)

2011年9月27日

秋の青空
空のキャンパスで
風と雲が織り成す
運動会
おーい、集合！
はい、記念写真、パチリッ！(すえ)

2011年9月28

今日は家族とはさ木を、ああ～
樹木と樹木の間に稲穂を干してる！
僕の生まれた所にも
田んぼがあったけれど……
それにしても、ひろいなー此処。
みんなで、鼻をクンクン、クンクン、
「懐かしい～！いいにおい」
車の中にも匂いをいっぱい詰め込んで、
行こう、美味しいご飯、食べに。
さあー出発！(いっぽ)



樹木となかよし
風とたわむれ
お日様といっぱいあそび
「おいしくな～れ」と
お、ま、じ、な、い！
ほのかに香る
なつかしい、想い出(すえ)

2011年10月2日

はずかしそうに
赤らめて
金平糖のように
可愛らしく
そよ風と共に
かすかに感じるリズム
ゆらゆらと
ダンスの始まり、ミゾソバさん。(すえ)

2011年10月7日

僕の歯磨き上手でしょ。
普段は母さんが磨くんだけど
今日は父さんの友達が遠くから来て
皆、楽しそうにワッハッハ！って
いっぱい話して笑ってるから
自分で磨いてると
「一歩、すご～い上手に歯磨きしてる」って
驚かれて。皆近くで見るから
ちょっと照れくさいな～。(いっぽ)

2011年10月10日



　昨日は十三夜、裏磐梯の紅葉も見頃、先
週吾妻では初冠雪……季節は着実に進ん
でいます。
　震災から7ヶ月、冬に近づいています。(も
く)

2011年10月16日

やあ～、こんにちは
草の上は気持いいよね
ごろ～んと寝転んだり
バッタと遊んだりして……
だけどバッタを見かけないし
草も硬くなってきたし……
朝晩ちょっと寒いし……
それよりも、遊ぼうー
何して遊ぶ？(いっぽ)

2011年10月18日

ペタペタペタ、
チョン、チョン、チョン、
スースースー、
だ～れの作品
風？太陽？、雨？
森の仲間たち？
み～な仲良し
みんなの作品「秋」(すえ)

2011年10月22日

　冷たい雨に打たれ葉が舞ってます。
　色付きはじめたな～と思ったら風と雨に打たれ落葉し始めました。今年の紅葉は短かっ
たような……
　これから裾に向かって一気に降っていきます。(もく)



2011年10月30日

おはよう！
お目覚め？、空さん！
顔を赤く染めて
照れやさん
今日も一日よろしくね。(すえ)

2011年11月2日

芸術の秋？
「立ち木、沼、水苔、空」
よーくみてごらんと
お日さまが、照らしてるよ。(すえ)

歩く速さに合わせて
サックサック、ガサガサ
サラサラ、スル～スル～
ガサッ、ガサッ、♪♪♪
楽しいリズム、愉快な音
楽しい山道、ありがとう。(すえ)

2011年11月8日



何気ないいつもの道
今日はなんの日？
カラマツのじゅうたん
ふわぁ、ふわぁ、
雲の道のよう
だれと歩こうかな？(すえ)

2011年11年15日

何かがチラチラ
風に吹かれてビュンビュン
葉っぱに落ちたかな？
沼に落ちたかな？と思って
見ても何も無く、ジーッと見つめてると
ゆき？ゆきだー！雪だー！
あちへ、こちへ、走りまわっていると
手足が泥だらけ……へへへ、案の定
「いっぽ」！って……お～きな雷が落ちた
でも、もうすぐ冬だよね。雪いっぱい降ると
いいな。
新雪の中を掻き分け掻き分け泳ぐ？じゃな
くて
走りまわるの楽しぃ～んだよ。(いっぽ)

　

空から雪がチラチラ
準備はできたかな？と
山の雪化粧
鳥のさえずり
スウィー、スウィー
鴨の食事会
もうすぐ冬ね。(すえ)

2011年11月16日

昨日から降ってた雪が
つもったつもった！
雪の世界とはいかないけど
わぁ～い、雪だ雪だ！
今日は晴ててぽかぽか暖かいよ
走った後、雪の冷たいのが気持良いよ
でもさ、ボール投げすると
雪だらけで探すのが大変なんだ。
ほらね、雪だらけでしょ。「見つけた～」
「見つけたよ」……よく見つけたでしょ！
また投げてー、僕探すのうまいんだ。
僕、上手でしょ。(いっぽ)



すーいっすい。すーいっすい！
ダンスの練習、
さあー、手をそっとそえて
リズムに合わせて
いちにぃー、いちにぃー
湖面の白鳥も
すーいっすい。すーいっすい！(すえ)

2011年12月10日

　予報ではダルママークが続いている会津
地方ですが、寒いだけで一向に降る気配な
し！　朝の積雪5cmでした。まだ、初滑りし
てません。(もく)

新しい顔
太陽、月、地球
しゃれた、いたずら？
上映の始まり
月の輝きの移動
一緒に遊びたく
おもわず手を振る
ありがとう、上映の終りに
拍手する。(すえ)

2011年12月14日

いつもカヌーする湖が
ちょっと違うよ、大丈夫かな
そ～と乗ってみると
たっぷたっぷと揺れるんだ
枯葉がいっぱい、でも取れない
「割れるよ」と、
母さんはひっぱってる。(いっぽ)

湖、冬の準備のんびりと
何処までできたと
空がのぞきこむ



はなしが聞こえてきそうと
耳を澄ます。(すえ)

2011年12月18日

雪遊びは大好き、でも今日の雪はふかふか
それにお腹が雪の中にすっぽり
それにラッセルは辛い！と言う訳で
飛びながら進んでボールを見つけるんだけ
ど
ウサギになった様な気分。
でも、僕の勇ましい姿どう？……
「かっこいいでしょ！」……
雪まみれになって遊んでも濡れないいん
だ。
サラサラの雪だからね。(いっぽ)

2011年12月20日

おはようー
「今朝は冷えるね」
と、雲の布団から
磐梯山の顔(すえ)

2011年１2月21日

あの～、チョッといい？
僕も何か食べたいなあ～
寝るには少し早いでしょ。
僕の好きなＳちゃんも居るんでしょ！
一緒に居てもいい？……
………………………やたあー！
皆と一緒は嬉しい！楽しい！
この時間大ー好き。(いっぽ)



2011年12月25日

　クリスマス連休は恒例のお馴染みさん全
員集合で忘年会＆初滑りでした。
　昨年に続き悪天候？と思いきや大ハズ
レ！
　夜も昼間も楽しいクリスマスでした。(もく)

2011年12月31日

　今年は特に良い事、嫌な事、嬉しい事、辛
い事が多い年で、目に見えない大きなもの
が、また、この体験が貴重なものとなり僕を
大きく大人にしてくれた。
　そして僕の拙い日記を楽しみにして頂いた
事、色んな事に感謝します、ありがとう！来
年もよろしく。(いっぽ)
　大人になったかな？一歩は。(もく)
　拙い呟きの様な日記を読んで頂いてあり
がとうございます。(すえ)


