
2012年1月1日

　新年、明けましておめでとうございます。

　昨年の事は全て過去のこと。個人でコント
ロールできないことに悩んでもしょうがない
ので2012年は新たなスタートの年と考えあ
えて”おめでとう”を使いました。
　これからも前進あるのみ！今年も宜しくお
願いします。(もく)

2012年1月11日

雪の中からこんにちは
誰かと待ち合わせ？
それとも、道しるべ？
雪をのせて
つめたくない？
おもたくな～い？(すえ)

2012年1月15日

弧鷹森のどんと焼き
しめ縄、昨年のお守りを火の中へ
一年間ありがとう
「今年もよろしく」と……皆で
お餅を焼いたり、するめを焼いたり
お酒を飲み交わしたり
お雑煮を食べたり
今年はいい年かな？
火を囲んで、ワイワイ、ガヤガヤ
火の灯で雪遊び、僕も雪ボールでコロコロ
み～んな楽しそう、会えてよかった
今年はいい年かな？(いっぽ)

2012年1月16日

今年は例年になく寒い気がするし
雪も少ないように思うけれど
雪はふんわりさらさら、
その中を歩いたり、飛んだり
兎、カモシカ？テン？狐？の
足跡を嗅いだりして
(足跡は林に向かってる)
けっこう歩いたでしょ
帰りは跡をだどって戻るだけ
前が見ずらいのはちょっと不安だね(いっぽ)



2012年1月18日

雪が軽いから、
ラッセルなんか気にならないよ。
歩くたびにふぁ～と
雪が顔にかかるのが気持いい、
だけど
木蔭はちょっとひやぁーっとする。
この先に何があるのかな？
わっせ！わっせ！(いっぽ)

み～んな散歩
「やあー！」
気持いいね。
久しぶりの青空
雪が陽射を浴びて
きらきら
もう少し散歩
「じゃ～」(すえ)

2012年1月30日

昨日から雪が降って
ほら、僕の見渡すところ、雪の壁！
走りまわって遊びたいのに……
穴を掘ってもサラサラ雪で
掘っても掘っても、深くならない。
思うようにいかないんだ！
ね～ね～、一緒にやらない？(いっぽ)

2012年2月3日



　先週までは「雪が少なくツアーが出来な
い！」とぼやいてたのが、ここ数日の大雪で
「雪が多くてツアーが出来ない！」になって
ます。(もく)

2012年2月5日

　今年も冬のアスリートが集まって、無事開
催できました。
　優勝者は34km！来年は30回記念大会で
す。リザルトは「2時間トライアルHomePage」
で見て下さい。

2012年2月7日

ちょっと覘いた春
樹と雪がなかよし
木の芽と雪がおはなし
「春の音、遠くに聞こえる？」
木の芽がふっくらしそうね。
でも、ちょっと重そうね。(すえ)

2012年2月9日

　今はアウトドア三昧の日々を送っています
が、何時まで身体が動くことやら……
　インドアの趣味もやってます。(もく)

2012年2月14日

http://2h-trial.sakura.ne.jp/


　今日は雨かも？でしたが何とか大丈夫。
やっぱり晴れ男！
　明日もスノーシュー、大丈夫かな。(もく)

えへへへ
窓から？「こんにちは」
僕の方が高い？
僕の場所、分かる？、、、
テラスの柵の上。雪がしまったんだ。
見晴らしが良いから好きなんだ。
それに、誰が来てもすぐ分かるんだ。
食堂の中も！
ほら！母さんがカメラを持ち出した、
「はい、ポーズ」……カシャ。(いっぽ)

2012年2月15日

あれ～ぇ、見慣れない足跡
誰かな？
雪がうっすら積ってるから
匂いするかな？クンクン……しない。
僕の足跡と比べてみよう
似てる？……僕より
大きい、まるっこい、爪痕あり
んんん……狸かな？
みんなは？(いっぽ)

2012年3月29日

やあ～
久しぶりに日記を書くなあ～。
この青空　いや～久しぶりかな？
いつもの散歩ではもったいないよね！
久しぶりついでにクロカンで散歩をしよう！
雪の上り下り道は僕が速かったり、遅かったり
始めは止っているのに、板の先が僕を突っつく
「やめろ」っとかじると、母さんが「だめ！かじっちゃ」
でも見て、僕たちのシュプールが。
お友達のＳちゃんに自慢しようと思ったら留守なんだ
ちょっと疲れたから此処で休憩、気持ちい～い。
川から上がってきた足跡が在るんだけど、誰かな？(いっぽ)



　

2012年3月30日

今日は僕の前にいた「めい姉さん」(雑種犬)
も
春先に来ていたという、散歩コースに始めて
来たのさ。
障害物も無くきれいに磐梯山が見られ、ま
わりも広々として
とっても清々しい。僕も散歩コースにした～
い！
雪解けしたらどんな処かな？
畑、休耕田らしいよ。
んんん……それにしても、磐梯山がきれい
だね。
ところで、ここだけの話
僕はめい姉さんに似てるらしい。
でも性格は、似てないらしい。話によると。
(いっぽ)

2012年4月1日

雪解けの中から
葉を思いっきり
こんにちは！と
広げてるの、だあ～れ？
雪をまといながら
この服どおかしら、と
たたずんでるの、だあ～れ？
小さな小さな、春、
みーつけた！(すえ)

2012年4月2日

広いな～、波がチャプチャプ
ずーと向こうまでリレーしてる猪苗代湖。
近くのサイクリングロードで
春の匂いを、おもむくまま楽しんだら、
どんどん歩いてきちゃった！
「ほら！」山がと～くに見える。
僕の車も小さく見える林の中に在るんだ。
そろそろ戻らないと大変、



春の匂いを楽しみながら、
車まで戻ろうーっと。(いっぽ)

2012年4月4日

ひゅ～ひゅ～ひゅ～
風と共に粉雪、ヒュー！
ひゅ～ひゅ～ひゅ～
み～んな、雪の装い
白銀の世界へ、よーこそ！
誰のいたずら……?
春の嵐(すえ)

2012年4月9日

今年は雪が多いのかな～
雪上散歩が長くできて、いっぱい遊べたよ。
木の周りを母さんとぐるぐる
「バターになっちゃうよ。」
足跡かくれんぼで、
カモシカの便みーつけた！
カラス?鳥の足跡、昨日の僕の足跡
みーつけた！……次は何かな？
え！帰るのー……やだよー！
こんなの取っちゃえー!(いっぽ)

2012年4月13日

静かに
大きく息を吸ってー
ゆっくりはいてー
裏磐梯の深～い、深呼吸。(すえ)



2012年4月29日

思い思いに、お日様と会話？
枯葉の中にたたずんでいるのは
だあーれ！
春がきたよ～♪♪……と
小さなキクザキイチゲ・コーラス隊(すえ)

2012年5月8日

近頃の僕の散歩は忙しいんだ！
ふきのとう♪ 水芭蕉♪ つくし♪ 
たんぽぽ♪… すみれ♪♪……
「残雪かな」っと思って近づいてみたらね、
ほら、キクザキイチゲが咲いてる。
空からは、ふんわり、ふんわり、風に乗って
桜の花びらと若芽の匂いが僕の前を
通っていくんだ。
日毎、散歩道が賑やかになるんだ。
だから、僕は忙しいんだ。(いっぽ)

2012年5月27日

おはよう！
朝露のご馳走はいかが
うまく受け取れるかな？
可愛らしい、
ふでりんどう！(すえ)



2012年6月1日

「ねえーねえー何してるの？」って
立ってみると、あれ～
ちょうどいい高さ、
このように車の中を見ることは
なかなか出来ないんだけど、、、
「僕、お巡りさんになった気分」
おっほん！
「運転手さん！安全運転でおねがいしまー
す」
ちなみに、この車は
僕の愛車で昭和の「ライフ」だよ。(いっぽ)

2012年6月5日

何の花かな？
あざやかな黄色
ちょっとご賞味、んんん
美味しい！
みんなおいで～、美味しいよ。
って聞こえてきそう！(すえ)

2012年6月16日

朝から霧雨、雨、曇り、雨～で
散歩は行ったんだけど、ちょっと短めにし
のんびりしよう……と言うのは
昨日、皆と鑑賞会を兼てドライブと
ちょっとお仕事。
僕も街場を散歩し都会？を満喫？
たまには、街もいいね！でも……
ちょっと疲れたかな……と言う訳。(いっぽ)



2012年6月17日

登山道の片隅で
「気をつけてね」、と
風にゆらゆら見送り
ありがとう
ササバギンランさん(すえ)

2012年7月1日

　毎年恒例の飯豊山に行って来ました。絶
景に酔い、咲き誇る小さな花々に酔い、そし
て酒に酔い……
　晴天の3日間ご馳走様でした！(もく)

※お楽しみの花情報は明日から5日間連続でお届け
します。

2012年7月2日

　飯豊連峰の雪渓はその雄大さと独特の造形が魅力です。
　そして、そこに咲く花々との調和がその魅力を一層引き立てます。(もく)

※ヨツバシオガマと雪渓



2012年7月3日

　雄大な景色に目を奪われがちな飯豊連峰
ですが、疲れた身体を癒してくれるのは足
元で可憐に咲く花達です。(もく)

※ミネウスユキソウ

2012年7月4日

　高山歩きは普段見る事の出来ない花との
出会いも魅力です。
　緑の絨毯に紫の花、目が慣れるまでは見
逃してしまいそうです。(もく)

※ハクサンコザクラ

2012年7月5日

　地面に這うように咲く紫の絨毯。
　こちらも這いつくばらないと雪渓と一緒に収まりません。(もく)

※オヤマノエンドウ



2012年7月6日

　普段、吾妻の山で見慣れている花も廻り
の景色が変わると新鮮に映ります。
　やっぱり苦労して登ったからでしょうか。
(もく)

※チングルマ

2012年7月25日

　夏はやっぱり水遊び……ですが、梅雨が
明けるまではちょっと辛い！
　修行のようなシャワーウォークでした。(も
く)

チェック　http://www.moku2-
outdoor.com/showerwalk.html

2012年7月26日

　趣味が多いと出費もかさみます。
　新しいおもちゃ（ミラーレス一眼カメラ）買いました。
　色んなことが出来るので楽しいぞ～。(もく)



2012年7月28日

　暑い日は湖上に限ります。
　湖面を渡る爽やかな風……のはずが、生
温い！
　でも、参加者は 高の笑顔で楽しんでい
ました。(もく)

2012年7月30日

　昨日は登山のガイドでした。
　山歩きは大好きだけどこの時期は……パ
ス！
　やっぱりカヌーが良いね。(もく)

2012年8月3日

　湖上は舗装路の照り返しもなく爽やかな風が抜けていきます。
　今日も一日湖上人です。(もく)



2012年8月6日

　小さな曽原湖も人力で廻ると結構疲れま
す。
　参加者の心配は筋肉痛……かな？(もく)

2012年8月16日

　毎年GW明けから巣作りを始める我が家
のツバメ君達ですが、今二家族目の親子が
同居中です。(もく)

2012年8月18日

　今年の夏休み、青空の下でネイチャーカヌー……こんな写真、多くないですか？
　ほとんど、雨が降らない裏磐梯です。(もく)



2012年8月29日

　今シーズン二家族目のツバメたちが巣立
とうとしています。
　親が飛ぶことを促すのですが、ちょっと不
安そうな子供たちです。(もく)

2012年9月21日

　久しぶりの山歩きです。雲が低く垂れこ
め、時折小雨が降るあいにくの天気でした
が、目で追うのはやっぱり花……でした。(も
く)

2012年10月7日
　暑さも一段落、朝晩の冷え込みも進み紅葉準備に忙しい木々たち。秋本
番は来週頃？でしょうか。(もく)2012年10月6日

　暑さも一段落、朝晩の冷え込みも進み紅葉準備に忙しい木々たち。秋本番は来週頃？
でしょうか。(もく)



2012年10月10日

　2週続くツアーの下見を兼ね、多くの伝説
を秘めた原生の山、志津倉山へ行って来ま
した。低山ですがトチ、ブナ、ミズナラの巨
樹が見どころです。(もく)

2012年10月12日

　パワー全開のオバちゃんと楽しく3日間を
過ごしました。
　東吾妻山、安達太良山、磐梯山、何処も
紅葉真っ盛りでした。(もく)

2012年10月15日

　新旧山ガールと志津倉山登山。紅葉は遅れてましたが朝霧、好天、好天
望……登山日和。
　長岡市パーマーク主催登山のガイドです。(もく)



2012年10月16日

　紅葉の名所中津川渓谷はやっと色付きま
した。
　ツタウルシの赤が目立ちますがパッチワ
ークのような山はこれから一気に全山錦に
替わります。(もく)

2012年10月27日

　裏磐梯の山肌全～部、錦に彩られていま
す。
　紅葉ピーク、人出もピーク！混んでます。
(もく)

2012年11月18日

　何時もは体育会系やってますがオフは文科系に変身します。今回は美術館ランキングで
常に上位(今年は1位です)をキープしている「金沢21世紀美術館」へ行って来ました。
　お勧めです。(もく)



2012年11月19日

　今朝は全国的に冷え込みが厳しい……
と、何処のTV局も気象予報士が言ってまし
た。まっ、裏磐梯は何時もの冷え込みでした
けどね。
　磐梯山はどんどん白くなります。(もく)

2012年11月24日

　先週に引き続き美術館巡りしてきました。
　行先は「土門拳記念館」、「酒田市美術館
（岩合光昭展）」＋山居倉庫。
　往復500km充分日帰り圏内です。(もく)

2012年11月29日

　東京と言えば浅草？スカイツリー？竹下通り？？
　いいえ、やっぱり銀座でしょう。朝早かったので静かな大人の町でした。(もく)



2012年12月5日

　スキー場がオープンしているのに野暮用
続きで延期していた初滑り、本日実施しまし
た。
　久しぶりのテレマーク、私のおやじギャグ
同様良く滑りました。明日も滑る予定です。
(もく)

2012年12月7日

　何見てんだよ。
　散歩大好き、雪遊び大好き……でも、猫
系柴犬なので暖かお部屋大好き！(もく)

2012年12月14日

　実家へ行って来ました。空港ターミナルは立派になっても地元の生活は昔のまま……
　江戸前の魚と羽田のシジミは今も健在です。(もく)



2012年12月26日

　何故毎年クリスマスになると寒波＆大雪に
なるんでしょね。
　おかげで人気のイエローフォールツアーが
スタートできます。(もく)


