
2018年1月1日

　 新年明けましておめでとうございます。
　旧年中はお世話になったり、お世話したり……今年も宜しく
お願いします。(もく)

　恒例の家族の目標！！

もく
昨年に引き続き県内の隠れた名峰登山。
なかなか達成できない年50冊読書。
もく散歩&廃線歩き、鉄道模型……
還暦になっても大忙し！
すえ
こちらも還暦。
昨年目標倒れの月1回の体力維持山歩き。
着物の着付けを極める！
一歩
ダイエット。好きな食べ物我慢します。
さすけ
悪戯を控える。食事中テーブルに載らない。

2018年1月5日

　正月休みが終わった！と思ったら3連休。
　プライベートガイドの依頼が有るので下見10%、遊び90%
……行って来ました。
　ブナの森のパウダー喰い、加齢？な腕(足)前は昨年以
上！これからが楽しみだ。(もく)

2018年1月9日

　今年の文科系は「山本二三展」からスタート。「もののけ姫」の背景画を手掛け緻密、繊細という表現がピッタリの背景画
家です。近寄り過ぎて目が疲れました。
　ついでに「DESTINY鎌倉物語」も見て来ました。高畑充希におじさんメロメロ。(もく)



2018年1月15日

　今朝の気温-21.6度、寒くて目が覚めました。
　昨晩「一歩」の散歩の時、目が回りそうな満天の星空だった
ので、想像してたけどここまで下がるとは……ほんと、寒かっ
た。
　今日は歳の神。年男なので火付け役でした。(もく)

2018年1月16日

　大雪の裏磐梯から、暖かな東京に来ています。
　親孝行を兼ねておふくろ連れて初詣、何時もの川崎大師で
す。三が日は大勢の参拝者で賑わいを見せた参道も静かで
した。(もく)

2018年1月17日

　今東京に居るので当然お昼は立ち食いそば。それも時間をずらして京急大森海岸駅前「甲斐そば」(写真右)と秋葉原「二
葉」(写真左)の春菊天そばの食べ比べをするハード？な２軒
廻りの昼食です。
　どちらも甲乙無しの絶品でした。(もく)



2018年1月18日

　JR恵比寿駅に降りたのは、国鉄時代線路脇に食堂車レス
トラン(知ってる人いる？)に行った時以来数十年ぶり。
　ナウなヤングとアベック(死語？)……のおしゃれな街になっ
てたんですね。
　東京都写真美術館で「ユージンスミス写真展」観てきまし
た。(もく)
　

2018年1月21日

　先週は気温上昇&雨そして氷点下…… 悪の雪質だった
ので土曜日のツアーは中止して猪苗代スキー場でゲレンデ
遊び。
　今日はイエローフォールを見に半日ツアー。天気に左右さ
れる冬の外遊び……まっ、納得。(もく)

2018年1月25日

　雪の被害……と言っても家屋倒壊じゃなくて交通マヒ。皆さん無事帰宅できたでしょうか。
　まっ、南岸低気圧のキーワードが出た時点で想像した人は
多かったでしょう。
　その後、 強寒波(今シーズン何度目？)が来て窓ガラスは
こんなになっちゃいました。(もく)



2018年1月30日

　文化庁主催で邦画の名作を上映する事業(今年度は100作
品)を知り見て来ました。2日通しで4作品料金800円！(今回
作品は写真参照)
　時代を彩ったアイドルたち、おじさんメロメロ？？(もく)

2018年1月31日

　鉄ネタです。
　かつて東急の花形路線東横線で活躍していた車両が福島
交通飯坂線で余生を送っています。日本初のオールステンレ
ス車両、車輪の外側に光るブレーキディスク、正面は改造さ
れ面影はありませんが、乗ったことがある人もいるでしょう。
　お疲れさんでした。(もく)

※写真の3両編成は今日(1/31)廃車になりました。

2018年2月14日

　3連休 終日から大荒れが続き、除雪疲れ。
　今日の午後は久しぶりの晴れ間、スノーシューで五色沼ガ
イドでした。明日からまた……です。(もく)

※参加者と冬季限定「黒沼」です。



2018年2月18日

　今シーズンは雪が悪者になっていますが、本来友達のは
ず。
　ツアー中もラッセル大変！寒い！曲がらない！(これは個人
の問題)……と文句もでますが、皆笑顔！
　でも、雪掻きは別、大変です。(もく)

※悪天候の猫魔平ツアーのワンショット。

2018年2月24日

　須賀川街中散策のイベントに参加してきました。
　店先に展示された江戸時代の雛人形、吊し飾り、特撮の神
様「円谷英二」の出身地らしい道端の怪獣オブジェ。県内でも
知らないこと多いです。(もく)

2018年3月13日

もく散歩
　東京行きは、急ぎ→新幹線2時間、のんびり→東北本線5
時間で出向きますが、今回は郡山駅→水郡線→水戸駅→常
磐線→東京、7時間の「乗り鉄」で行ってきました。
　久しぶりの気動車に大興奮！汽車旅は良いね～。(もく)



2018年3月20日

　今月に入って好天続きの週末、楽しい春ツアーを楽しんで
ます。
　早いものでこの週末で裏磐梯開催のネイチャースキーツア
ーが全て終了、残すは4月開催の「浄土平ツアー」のみです。
あとはプライベートで月山行って、鳥海行って……えへへで
す。(もく)
　

2018年3月28日

　柳家三三の独演会を聴きに行ってきました。明るい芸風が
好きで、二つ目の時から応援している噺家の一人です。
　福島に来ないので毎度のことながらドライブがてら仙台ま
で……(もく)

2018年3月31日

　今週はずっ～と爺じやってます。デコで滑って、水族館で魚食べて？、ドラゴンボールカードで遊んで、ミルクやって、お風
呂入って……２人いると大変だ。
　あっ、今日は土曜日だった。(もく)



2018年4月4日

　今年も南の国からお客さんがやって来ました。
　第一陣は2羽、まだ雪囲いがあるので出入りしずらそう。さ
っ～、今年は何組？　これから賑やかになります。(もく)

2018年4月9日

　恒例に成りつつある森吉山ツアー報告は明日、先ずは
「鉄」報告。
　糸守駅から三葉が列車に……と言えば「君の名は。」のワ
ンシーン。もしかしてこの駅？と話題なのが「秋田内陸縦貫鉄
道」の前田南駅、今や聖地です。
　根がミーハーなもので行って来ました。んっ～、似てるね。
(もく)

2018年4月10日

　今回が本題の森吉山ツアー報告です。
　天気予報は2日間雨模様……の筈が、初日曇りで「ザラ
メ」、2日目前夜からの降雪で思いがけずパウダー、ご馳走様
の2日間でした。
　勿論、夜の反省会？約3升もご馳走様。(もく)



2018年4月13日

　春、“まず咲く”から名付けられたと言われる、マンサクの花
が咲き始めました。
　地面にはキクザキイチゲのつぼみもチラホラ……でも、寒
い！雪降ってます。(もく)

2018年4月17日

　沈下橋は四万十川の専売特許じゃなく実は全国に有りま
す。
　仕事帰りに寄った久慈川(茨城県)の沈下橋とカラフルな気
動車の写真、どこに行っても「鉄分」旺盛！(もく)

2018年4月19日

　背丈ほどの雪も、あっという間の融けキクザキイチゲが地面から顔を出してました。例年より雪融けが早いです。
　週末の浄土平、雪有るかな～。(もく)



2018年4月22日

　初夏？ツアー締めくくりの2日間、小屋裏斜面、前大巓、蓬
莱山大斜面…… 高のシュプールで参加者全員えへへ……
でした。
　写真は土曜日だけでは満足できず？2日連チャンの2人で
す。(もく)

2018年5月6日

　GW如何お過ごしだったでしょうか。
　私は相変わらず曽原湖上でお仕事でした。前半Good！、
後半雨続きで晴れたのは 終日。
　やれやれ……(もく)

2018年5月13日

　昨年雨天中止だったので2年振り開催の「月山滑り納めツアー」、これでスキーシーズン全てのプログラムが終了です。
　天気は上々、雪質もまあまあ……楽しく納められました。私
は……まだまだスキーモード、鳥海山が俺を待っている！(も
く)



2018年5月16日

　県からの委託で「自然保護指導員」をやってます。担当地
区は磐梯山北側と猫魔ヶ岳、雄国山周辺。月に一度、看板
の修理やトラロープの架け替え等安全確認をしながら歩いて
ます。
　まっ、たまに山菜採ったりも……。磐梯山は今、花盛りで
す。(もく)

　

2018年5月20日

　奥羽本線村山駅「愛亭」は駅そばファンには知れた名店で
す。日曜日は天ぷらが無いそうで今回は山菜そばにしまし
た。
　出てくるまで時間が……そう、生めんを使ってます。美味し
い訳だ。
　でも、なんでこんな所に居るので？(もく)

2018年5月21日

　山形には駅そば食べに行った訳じゃないですよ。
　個人的に恒例の「一人鳥海山滑り納めツアー」でした。ちょ
っと雪質に難ありでしたが、好天で楽しく納められました。
　さぁ、スキーモードから登山モードへ変身！(もく)



2018年5月23日

　おまけ……
　そば食べて、鳥海山滑って……それだけじゃつまらない！
　何時も通りちゃんと「鉄」やってきました。山麓を走る「由利
高原鉄道」、良いコラボでしょ。(もく)

2018年5月26日

　今、日本で1、2位を争う暑さの福島市で開かれた「立川談
春独演会」を聴きに行ってきました。世間の評価はさて置き、
話しをちょっといじり過ぎかな？
　「五貫裁き」は好きな演目なだけに……(もく)
　

2018年6月3日

　旅立ちです。
　4月に引っ越してきたツバメ達、巣立ちの時期が来た様で
す。
　親は飛び立つように一生懸命促していますが、3羽の子ツ
バメは決断でき無いようで……
　まぁ、夕方までには飛び立つでしょう。(もく)



2018年6月11日

　昨日は雄国山の山開きでした。
　人出を覚悟して歩いて登ってきましたが、期待は裏切ら
れ？静かな山歩きができました。
　湿原の花は三色(コバイケイソウ、レンゲツツジ、ニッコウキ
スゲ)揃い踏み、開花が早いですね。(もく)

2018年6月16日

　天気予報は傘マークなので予定変更して雄国沼湿原へ行
って来ました。先週よりニッコウキスゲの開花が進み、来週に
はピーク？の勢いです。
　霧で煙った静かな湿原も良いものですね。(もく)

2018年6月17日

　予定変更大当たり！今日は晴天の田代山でした。
　ワタスゲ満開、オサバグサ良し、タテヤマリンドウ多数……
天上の花の楽園は裏切りませんでした。
　さ～て、来週は吾妻連峰縦走です。レポートお楽しみに。(も
く)
　



2018年6月24日

　毎年恒例の山行レポート、今年は吾妻連峰縦走をお届けし
ます。
　浄土平からグランデコまで約19kmのコース、一切経山から
見下ろす魔女の瞳(五色沼)をバックにスタート写真です。
　ここまで見送りに来てくれた「ばーば&宗太郎」も一緒、頑張
るぞ！(もく)

2018年6月25日

　毎年恒例の山行レポート……
　吾妻と言えばオオシラビソの森。その林床には可憐な花々
が私たちを迎えてくれます。見慣れたバイカオウレンが登り
疲れた身体を癒してくれました。(もく)

2018年6月26日

　毎年恒例の山行レポート……
　山小屋の朝は早いです。準備を済ませ出発前に「弥兵衛平
湿原」を散策しました。
　遠くに登り慣れた？飯豊連峰が……来年は行くぞ！(もく)



2018年6月27日

　毎年恒例の山行レポート……
　2日目です。
　目指すは西吾妻山、この先に藤十郎へ続く登りが待ち構え
ています。前夜の飲み過ぎがちょこっと不安材料……
　頑張るぞ！(もく)

2018年6月28日

　毎年恒例の山行レポート……
　 後のピーク「西大巓」でお疲れ記念写真。左端のタク君の
指の脇が昨日スタートした一切経山、19kmは遠いね。
　参加の皆さんお疲れさんでした。(もく)
　

2018年7月8日

　週末はプライベートガイドで雄国山&湿原と東吾妻山でした。
　雨も小雨程度、雄国沼湿原のニッコウキスゲは見納めで
す。東吾妻山からの展望は360度麦焼酎状態(※)絶景！
　今週は登山ガイドが2件、頑張れるかな？(もく)

※雲海でした。



2018年7月16日

　猛暑(酷暑？)の3連休如何お過ごしだったでしょうか。
　私はカヌーと不動滝トレッキングでどちらも「水」絡みで涼し
く過ごしてました。めでたしめでたし……
　でも、まだ7月。これからが夏本番！やれやれ。(もく)

2018年7月24日

　猛暑の中、東京に居ます。トホホなくらい熱い過ぎ！
　でも、熱さにめげず生田緑地にTARO詣でしてきました。一
度は行きたい「岡本太郎美術館」に初詣です。
　“秀樹カンゲキ！”じゃなくて“もくさん還暦！”？？ (もく)

2018年8月10日

　気象予報士の「台風来る々々詐欺」に遭いキャンセル続きの今週、今日は久しぶり「湖上の人」でした。
　明日からお盆休み、天気も良さそう、頑張るぞ！(もく)



2018年9月3日

　「今日も暑いね～」の挨拶が「よく降るね～」に変わり、 近
は「朝晩冷えるね～」になってます。
　夏休みプログラムも全て終了、これからは秋の登山がスタ
ートします。(もく)

2018年9月9日

　9月9日は私が住む地区のお祭り、毎年同日「苦を供養す
る」の理由で昔から続いてます。
　子供は山車を引きお菓子を貰い、大人は各戸で振る舞
酒…… 後はみんなヘベレケ！
　年に一度の大切な行事の一つです。(もく)

2018年9月10日

　帰省ついでに、横浜まで足を延ばしました。
　その理由は二つ、一つは横浜駅前の老舗立ち食いそば「き
そば鈴一」の天ぷらそば。カウンターは狭く、ほとんどの人が
丼持って路上立ち食い、これぞ王道！
　甘めの汁が絶品です。(もく)



2018年9月11日

　さて、もう一つの目的(こっちが本命)が鉄道模型製作で著
名な原信太郎氏のコレクション満載の「原鉄道模型博物
館」。
　１番ゲージ(とにかくデカい！)のジオラマが圧巻で目を輝か
したおじさん達(私を含む)が少年に戻っていました。(もく)

2018年9月27日

　パソコンをデスク型からノートパソコンに変えたので作業ス
ペースが広くなり、早速目を付けたのがさすけ君。
　窓枠に陣取りどや顔！ただ、作業中もキーボードの上
を……マイペースは飼い主譲り？？(もく)

2018年9月29日

　夏が来なくても思い出すのが尾瀬。燧ケ岳に登る予定でしたが雨で湿原散策に変更です。雲低く小雨に煙る湿原、幻想
的です。
　“やっぱり尾瀬はおおぜい”で歩かなくちゃね。(もく)
※紅葉はボチボチ草紅葉は御覧の通り！



2018年10月7日

　昨日は大滝根山登山、同行のＭ倉さんの影響でしょうか？
結果は……
　さて、今日は低く垂れこめた雲が気になった程度で天気は
上々！
　紅葉はまだ早め、これから一気に高原へ駆け下りて来るで
しょう。(もく)

2018年10月8日

　台風の影響？で強風だった昨日がウソの様な好天、カヌー
日和の連休 終日でした。
　湖から眺める簗部山は頂上部分が色付き始め、湖畔はヤ
マウルシが真っ赤！これからが楽しみです。(もく)

2018年10月14日

　まきちゃんがらみの知り合いで、村内で活躍している陶芸家zengoさんの陶芸展へ行ってきました。
　見たままの風景を図柄にする独特の作風で我が家でもお
気に入り！今回も３個お買い上げです。(もく)
　



2018年10月18日

　今年の紅葉はちょっと色付きが悪いかな。夏の猛暑？初秋
の長雨？
　原因はともあれ、茶色くなった葉が目立ちます。
　地球規模の異常気象？が続くと色々影響が出ますね。(も
く)

2018年10月22日

　グリーンシーズン 後の登山企画の週末でしたが、土曜日
は雨天中止で新そば食べにからむし織の里昭和村へ。
　日曜日は鎌倉岳、御覧の通り晴天の登山を満喫できまし
た。
　これでこれで登山企画無事終了、ご参加いただいた方々あ
りがとうございました。(もく)

2018年10月24日

　ここ数日の昼夜間段差で、色付きが一気に進んだようです。
　昨日地元TV局で我が家裏の曲沢沼を中継したせいか、早
朝からカメラだらけ！ 一時の賑わいです。(もく)

※写真は大沢沼の上下対象フォトです。
　



2018年10月29日

　紅葉もピークを過ぎ、色付いた葉が風に舞い晩秋の趣の裏
磐梯ですが、昨日の日曜日、人も車も凄かった！ 久しぶりの
剣が峰三差路大渋滞でした。勿論、裏の曲沢沼もカメラマン
だらけ……
　それにしても、マナーの悪さには困ったものです。(もく)

2018年11年1日

　昨年から恒例？の我が家とＭ倉さんの3人＋1匹のぶらり
旅で、からむし織の里昭和村へ行ってきました。
　旧喰丸小学校のイチョウは見頃、新そばも美味しく楽しい1
日でした。明日は……日記で報告します。(もく)

※磐梯山他高地で初冠雪、平地は霙交じりの初雪です。

2018年11月2日

　3人＋1匹のぶらり旅、今日はＭ倉さんの希望で鶴岡市加茂水族館（クラゲ水族館）へ行ってきました。
　いつもフワフワ、何も考えず、ただ流されている……この親
近感は何？
　2日間のぶらり旅、楽しかった～。もう、来年の行き先も決
定しました。(もく)



2018年11月6日

　裏磐梯の紅葉、 終盤です。
　カラマツが黄金色に輝き、モミジが葉を落とし、峰には白い
ものが……今月23日にはグランデコがOPEN、冬の足音が聞
こえてきます。(もく)

2018年11月11日

　同窓会で東京です。何時もの“ついで”で駅そば巡り、今回
はJR大宮駅1・2番ホームのスタンドで珍しくうどんを食しまし
た。
　埼玉県産100%の小麦粉を使った「つむぎや」のうどんです。
限定40食……この言葉にそそられるのです。(もく)

2018年11月12日

　東京行くと「ついで」の用事が多くて……？
　前から行きたかった葛西の地下鉄博物館へ行ってきまし
た。長年疑問だった“地下鉄はどこから入れたんでしょう
ね”がやっと解決！ジオラマも楽しいです。(もく)



2018年11月23日

　3連休荒れ模様の裏磐梯、初日は御覧の通り雪景色でスタ
ート！
　例年であれば「箕輪スキー場OPEN」で盛り上がるはずが、
やっとの降雪。暖冬、小雪……長期予報は思わしくないです
が、「行き当たりバッチリ」が座右の銘の私的には楽観してま
す？？(もく)

2018年12月4日

　今、こんな所にいます。
　日本 大のショッピングモール「EXPOCITY」と 大のフード
コート、飛び交う関西弁、エレベーターの右側に列ぶ人た
ち……
　大阪やで～　　詳細は明日。(もく)

2018年12月5日

　2025年開催で盛り上がっている(一部で？)万博、前回1970年ではこんな巨大建造物を造っちゃいました。
　内部公開に併せ、往復1,500km夜行日帰りドライブ!!　長か
った～(もく)



2018年12月6日

　大阪たこ焼きのルーツ検証の為、その名もズバリ「会津屋」
で昼食。創業者が会津出身、現在のタコが入ったたこ焼きを
造った店です。
会津の郷土料理「こずゆ」の出汁が効いた、ソース&マヨネー
ズ無しで食べるたこ焼きです。(もく)

※たこ焼き、ネギ焼き、レヂヲ焼き+うどん……粉三昧！

2018年12月9日

　今朝、除雪車の音で目が覚め「これは？」……
　ご覧の通り雪景色「ほっと？」……
　週明けから雪マーク続き、来週Openするスキー場も多く取
りあえず一安心かな。(もく)

2018年12月11日

　秋葉原が外人と萌え系おたくの街になったのはいつ頃からでしょうか？
　その中で今も変わらないのが「ラジオセンター」。中学の頃
パーツを買ってラジオを造って雑音の中から聞こえてきたオ
ールナイトニッポン、懐かしいね。(もく)



2018年12月12日

　東京からの帰りは大回り乗り鉄で帰ってます。今回、東京で
蕎麦を食べそびれたので常磐線勝田駅の唐揚げそばをチョ
イス。デカい鶏唐が濃いめの出汁にぴったり！ボリュウム満
点お腹いっぱいです。(もく)

※納豆そばにも惹かれたけど今回はパス。

2018年12月13日

　乗り鉄で帰る目的は常磐線の終点？富岡駅へ寄ること。福
島原発の 寄り駅です。
　仙台方面(写真手前)の鉄路は真っ赤にサビ途切れ、白い
建物(写真奥)は処理施設です。駅前を行き交うのは工事車
両、人は住んでいませ。津波は天災でも……(もく)

※車両は普通車として余生を送るかつてのスーパーひたち

2018年12月21日

　先週、ギリギリ状態で滑っていたのが嘘のような今週の積雪。我が家の周りで60～70cm位かな？
　そこで、さっそく一歩君とスノーシューツアーやってきまし
た。足が短い日本犬、ラッセルには向かないようで、ほとんど
私の後ろを歩いていました。
　明日は、裏磐梯スキー場のopen、イエローフォール下見し
てきます。(もく)



2018年12月22日

　今日、周辺スキー場が全てOPENしました。「一部滑走可」で
すが……
　早速、ホームゲレンデ裏磐梯スキー場へ滑りじゃなく初ツア
ーしに行ってきました。藪こぎ、水没？、踏み抜き……やっと
たどり着いたイエローフォールが……
　まだまだ冷え込みと積雪が必要です。(もく)
　

2018年12月29日

　「ゲレンデの真ん中でワックス塗ってんじゃね～よ！」とチコ
ちゃんの声が聞こえそうなこのシーン、道具のメンテナンスが
悪いのは皆さんご存知の「す～&きょん」のお二人です。
　まっ、御覧の通りガラガラなので問題なしの裏磐梯スキー
場でした。(もく)


