


 
また森の中の道を走ります。

青森とはうまく言ったものだなと感心しながら。





 
十和田湖で一休みして、奥入瀬渓流へ。



 
奥入瀬の流れは、水の流れが干渉しあって

とても複雑な波紋を描きます。

蛇行しているので、岸側から戻ってくる波とぶつかるのかな。







 
広葉樹の林なので、木々の間をすり抜けて、

光がどんどん降ってくる。



 
それが木の影と明暗を作って、林や水面の

コントラストを大きくしてるんだろうな。



 
この緑が全部黄色に染まっている頃に来たかったのだけれど。

、、、ってしつこいって。もう。







 
春夏秋冬、どの季節に来ても美しいんだ、きっと。

だから、この風景もこれはこれで、正解。





 
夕暮れが近くなって来た。









 
これはいわゆるスローシャッターというやつで。

こんなに水流が激しいわけではありません。

ちょっと観光地写真風にして見たかっただけ。





 
同じ渓流なのに、水だけでもこんなに色々な表情がある。









 
宿泊したホテルでは、コケ観察ツアーとかやってるそうです。

田舎育ちのわたくしには、いまいち理解できません。

庭には苔があるのが普通でしたから。



 
今もベランダで、コケを育ててます。





 
日が沈みました。

青森での二日目も終わろうとしています。



 
翌朝。少し色づいています。



 
ホテルの周囲を歩いて見ました。

今日は天気が下り坂のようです。



 
この世のものとは思えない。



 
八甲田山に向かう途中、急に雨が降り出しました。





 
わたくしの乏しい植物の知識では、これは

白樺のようなきがするのですが。



 
林のトンネル。そしてクルマは来ない。

時々地元のクルマが追い越していくのですが。





 
決して片手で運転しながら写真撮ってるわけではありません。

運転手は娘です。

 なかなか気分いいいです。
 



 
八甲田山という山があるのではなく、

 
八甲田連峰らしい。

ここは旧噴火口かな。阿蘇山もそうだった。





 
八甲田からの下り。

これは何かの、ご褒美かな。



 
そしてまた雨。

 



 
さて、今回の旅行もそろそろ終わりです。

うーん。レンタカーを返す時間がやばくなって来た。

ちょっと、飛ばそうかな。
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