
2015年1月1日

　新年明けましておめでとうございます。
　旧年中は家族4人？（2人＋2匹）大変お世
話になりました。
　今年も楽しく遊びましょう。宜しくお願いし
ます。(もく)

2015年1月6日

　プラレールアドバンスは凄い！(※判る人
だけ判断して下さい)
　孫守りでプラレールしてます。カボチャ電
車(宗太郎談　注：通称湘南電車)と新幹線
のコラボ、将来「鉄」間違いなし！期待して
ます。(もく)

2015年1月14日

　スカイツリーはいろんな所から見えるんですね。小川
町の交差点からも見えました。
　個人的には裾広がりでアナログ的な東京タワーが好
きですが……(もく)
　

2015年1月16日

　昨夜は歳の神(どんと焼き)でした。
　地域の老若男女が集い、年始の挨拶をして、スルメ焼いて、酒呑んで……この地域で暮
らしていく上で大切な行事の一つです。
　それにしても、呑み過ぎたな……(もく)



2015年2月23日

　西日本で春一番！こちらも快晴……そん
な中、定番ツアー雄国山へ行って来ました。
　「ゆうこりん」こと政倉さんの雄国デビュー
と、みかさんのウロコ板デビューです。
　やっぱりツアーは「こでぃらんにぃ～」(もく)

2015年3月2日

　今年で32回を迎えた「裏磐梯2時間トライ
アル大会」も無事終了しました。参加者91
名、閉会式＆表彰式の笑顔を見れば楽しさ
が伝わることでしょう。
　長く続けると言う事は大変だけど大切な事
ですね。(もく)

2015年3月9日

　週末ツアーは何時ものメンバーと雄国山
ロングコースでした。
　天気はまあまあ、スキルは？？？
　相変わらず楽しい一日です。(もく)

2015年3月13日



　サッと行って、サッと帰ってくるつもりが大
雪で足止めされました。
　郡山に着いたら磐西線が不通、サウナで
一泊。翌朝も不通が続き、高速バスで会津
若松へ移動し昼過ぎにやっと我が家へ到着
しました。
　天気には敵いません。(もく)

2015年4月6日

　裏磐梯の雪景色を見ているとまだ々々冬
モードですが、今年もお馴染みさんが来てく
れました。
　先週ドアを開けっ放しにしていたら昨年使
っていた巣をせっせと増築！　生き物屋敷
オープンです。(もく)

2015年4月9日

　一足先に花見……ではなく、何時もの通り
演芸鑑賞で仙台へ行って来ました。
　松元ヒロをご存知？社会風刺から一人映
画まで幅広い芸風のスタンディングコメディ
アンです。(もく)

2015年4月12日

　何時ものメンバーと月山へ行って来ました。毎年、今年こそ！と勇んで行くのですが、天
気も何時もの通り……
　GW明けにリベンジです。
　でも、何時ものメンバー……誰のせいかな？(もく)



2015年4月17日

もく散歩シリーズ　廃線跡を歩く
　1999年廃止になった新潟交通電車線旧月
潟駅です。
　「かぼちゃ電車保存会」が整備している公
園になっていました。この鉄道が地域に愛さ
れてた証です。(もく)

2015年4月24日

もく散歩シリーズ
　新幹線も停車駅し、開発に湧くJR品川駅
界隈……でも、古い街並みも残り“昭和”も
頑張ってます。(もく)

2015年4月25日

もく散歩シリーズ
　旧東海道沿いの善福寺には“伊豆の長八”の鏝絵が残っています。
　上り竜と下り竜、左官用鏝で描いた絶滅芸術です。(もく)



2015年4月26日

もく散歩シリーズ
　八ツ山口から旧東海道が始まります。
　飛脚が駆け抜け、旅人が京を目指し歩い
た道も今は整備された商店街になっていま
す。(もく)

2015年4月27日

もく散歩シリーズ
　開かずの踏切を体験しました。
　京浜急行本線のダイヤが乱れていたので
しょうか、ご覧の通り上り線が玉突きになっ
ています。そこへ下り列車が……不思議な
写真が撮れました。(もく)

2015年5月1日

「一歩兄ちゃん、新しいベット見つけたよ。今日はここで寝ようよ。」

「さすけ、僕はそこでは寝られそうにないよ。でも、新しいベットの寝心地はどんなぐあい？」

「ん～ん、ちょっと狭いかな。手が出ちゃうかな。」

一歩・さすけの一齣より



2015年5月10日

　4年越しの念願が叶い、全員笑顔！
　毎年悪天候に阻まれ続けた月山ツアー、
やっと登頂成功、神社へお参りできました。
　誰かが雨男or女ですが、今回は伝説の晴
女“あやちゃん”のお蔭……かな？(もく)

2015年5月13日

　シルク・ドゥ・ソレイユ「オーヴォ」仙台公演
を見てきました。
　世界最高レベルと言う形容がピッタリのパ
フォーマンス！ 堪能しました。(もく)

2015年6月1日

　今年は3家族が滞在中……只今ベビーラッシュです。(もく)



2015年6月5日

　「天空の城ラピタ」や「もののけ姫」等数々
の名作の背景画を手掛けた山本二三展に
行って来ました。
　細部まで描き込まれた原画にため息
が……忙しくなる前のプチ休養でした。(もく)

2015年6月13日

もく散歩シリーズ
　帰りの新幹線を遅らせて、上野のお山を
散策しました。
　都公認の大道芸やデカい顔の上野大
仏……西郷さんが小さく見えたのは周りがノ
ッポになったからでしょうか。(もく)

2015年6月29日

　今年も恒例の飯豊山行って来ました。
　初日は絶景堪能、
二日目は視界最悪の為花鑑賞、
最終日はカッパ着てソソクサ下山……
　まっ、これも恒例でしょうか。明日からの花レポートお楽しみに！(もく)



2015年6月30日

飯豊花レポート
　こんな共演を見られるのは、重い荷物を
背負って息を切らし、大汗かいて登って来た
者だけのご褒美です。
　よっ、ご両人！(もく)

※ニッコウキスゲ、ヒメサユリ

2015年7月1日

飯豊花レポート
　天気に関係なく、優しく迎えてくれる飯豊の
花々、ミネウスユキソウもその一つです。　
光る水滴が地味な花を引き立たせていまし
た。(もく)

2015年7月2日

飯豊花レポート
　黄色い花は遠くからでも目立つものです。
　タカネスミレもそのひとつ、小さいながらも自己主張しています。(もく)



2015年7月3日

飯豊花レポート
　昨年は一輪のみだったムシトリスミレ、今
年はみんなで出迎えてくれました。
　毎年同じ時期に訪れる飯豊。でも、同じじ
ゃない！
　これだから止められない。(もく)

2015年7月4日

飯豊花レポート
　ピンクのミヤマダイモンジソウ、初めて見ました。見慣
れたホワイトとは一味違う可憐さが光ります。
　自然は奥深い……改めて痛感！(もく)

2015年7月5日

飯豊レポート最終回
　絶景に共感し、花見て感動し、そして大宴会！
　気心知れた仲間と大好きな飯豊山、今年も無事下山できました。
　また、来年……やっぱり「飯豊は良いで～」(もく)



2015年7月15日

もく散歩シリーズ
　野球殿堂博物館へ行って来ました。
　懐かしい名選手、名場面……私はサッカ
ー小僧でしたがやっぱりＯＮ世代、昭和がよ
みがえりました。(もく)

※東京の暑さの中、数十分歩くのが限度でした。

2015年7月22日

　夏休みに入って裏磐梯も暑い(熱い？)日
が続いています。
　でも、湖面を抜ける風は爽やか、湖上散
歩満喫です。(もく)

2015年7月24日

　連日の猛暑が嘘のような涼しい裏磐梯。こんな日は昼寝が一番だニャン。(もく)



2015年8月31日

　もくもくの人気者二人も夏バテぎみ……
　毎日ごろごろしてます？まっ、何時もの事
か。(もく)

2015年9月18日

　一歩君と歩く散歩道はカツラの甘い香りに
包まれています。
　今年の紅葉は少し早目かな？(もく)

2015年9月28日

　ちょうど1年振りの燧ケ岳です。その時は雲一つない晴天で遠くに富士山まで見えました。
　このメンバーで登ると最近はこんな写真が多いような……(もく)



2015年9月29日

　ところが……
　尾瀬沼まで降って来たらご覧の通り、青空
が広がっていました。
　頂上からの俯瞰はできなかったけど、見
あげる燧ケ岳は流石、東北最高峰！
　草紅葉も見事でした。(もく)

2015年9月30日

　今年は残暑が無いまま秋へ突入したよう
です。
　猪苗代は黄金色に包まれ、青い空、磐梯
山、そして磐越西線の電車……これぞベス
トマッチ！(もく)

2015年10月7日

　最近朝晩寒くなってきたせいか、毎晩さすけ君は一歩君とベッタリです。
　♪暖ったかいんだから……♪　ちょっと古いか？(もく)



2015年10月12日

　連休最終日はカヌー日和でした。
　湖面に映る錦は今が盛り！ 今週いっぱい
かな？(もく)

2015年10月24日

　夏休みからずっ～と「体育系」してたので
ストレス全開！
　という訳で「葉加瀬太郎」のコンサートへ行
って来ました。アコースティックで聴くバイオ
リンは……勉強します。
　これから落語、舞台、美術館……「文科
系」が続きます。(もく)

2015年11月3日

　朝晩寒くなり、磐梯山も白くなりました。
　そうなると、我が家の息子？２人は朝一番の場所取りバトル！と思いきや……何時も仲
良く並んで暖を取っています。(もく)



2015年11月4日

　仙台行が続いています。
　先週は「仙台うみの杜水族館」と「春風亭
昇太独演会」そして、今日は「ピカソ展」と柳
家三三をゲストに迎えた「仙台めせな寄席」
文科系週間でした。(もく)

2015年11月5日

　多岐にわたる私の道楽に「立ち食いそば&
駅そば」の食べ歩きがあります。
　今日は信越本線田上駅へ行って来まし
た。かつお出汁が効いたスッキリした味わ
い……　機会が有れば一度ご賞味あれ。(も
く)

2015年11月9日

　今、紅葉の見頃は猪苗代町周辺。
　買い物のついでに亀ヶ城址へ行って来ました。地元の爺婆の散歩コースになっている隠
れた名所です。(もく)



2015年11月12日

　日中は暖かな日が続く11月ですが、朝晩
はストーブのお世話になっています。
　昨夜からの放射冷却で朝は真っ白になっ
ていました。(もく)

2015年11月13日

　裏磐梯で30年。地元のオヤジさんたちと
の出歩きも日常茶飯事になってます。
　今日はワサビ取り、それも辛さ抜群！秋
ワサビ取りにです。
　「斜面を平らに歩けるようになったら一人
前」と言われてつづけ、最近少しだけ近づけ
たかな？
※噂通り辛さ最高でした。(もく)

2015年11月20日

　東京へ行ってました。
　何時も通り「六文そば」寄って、神田界隈を散策していたら「神田連雀亭」の看板が目に
止まりました。
　落語等若手噺家を育てる寄席だそうで、道草場所がまた一つ増えました。(もく)



2015年11月23日

　猪苗代にある「はじまりの美術館」は気に
なる場所です。
　今日は伊藤峰尾の個展を見てきました。
健常者ではない彼の研ぎ澄まされた感性に
は感心するばかりです。(もく)

2015年11月27日

　北海道では記録的な積雪に見舞われた
今回の寒気ですが、勿論裏磐梯でも待望の
初雪になりました。
　これでスキー場も一安心……の訳無い
か。(もく)

2015年11月29日

　雪降り続いてます。
　週明けにグランデコスキー場がＯＰＥＮとのこと。いよいよ初滑りです。(もく)



2015年12月10日

　今週は積雪0で好天続きですが、毎朝放
射冷却の影響で寒い！外は霜で真っ
白……です。
　という訳で毎朝恒例の陣取り合戦。でも、
今日は仲よく同じポーズで暖を取っていまし
た。(もく)

2015年12月16日

　今日は郡山散歩……ではなく、映画観賞
です。「海難1890」見てきました。
　歴史に忠実かは別として見応えが有り！
　邦画が元気なのは映画ファンとしては嬉し
いですね。(もく)

2015年12月20日

　今週末は恒例の「もくもく忘年会＆初滑り」でした。
　初滑りは一部滑走可の裏磐梯スキー場で実施。忘年会は例年通りの日本酒空瓶がずら
っ～と並んでこちらも無事終了でした。(もく)



2015年12月22日

　スノーシューの下見に行きたいのはやま
やまですが、どうにもこうにも雪が無い！
　そんな中、不動滝へ行って来ました。途中
のミズナラの森には冬眠前最後？の餌探し
現場を発見しました。
　もうそろそろ“おやすみなさい”かな？(もく)

2015年12年24日

　雪遊びのはずが「鉄遊び」になってしまっ
た宗太郎君。
　初めて見る気動車(電車ではありません)
や流れる風景を見ながらの駅弁……大満
足のようでした。
　目的の無い孫との列車旅も良いもんです
よ。(もく)


