


 
京都から高速をひた走って、ランチ休憩と

２回の小休止を挟んで６時間。

 
遠いようなそれほどでもないような。

でも、おそらく宿はあの山の麓のあたり。

 
遠いような近いような、、、。



 
深い唐松の森の中にあるホテル

そのガーデンビューのツイン。

 
思わず嘆声が漏れた。

良い時間についたな。



 
夕食までまだ少しある。

 
暮れ始めた日が、橙色がかった光を投げている。

芝生がふかふかとしていて気持ちいい。

 
絶え間の無い鳥の声。

谷川の音。

 
風が、少し冷たいぐらいだ。

 



 
部屋数があまり多くないので、人で溢れかえる事も無い。

 
ちょっと、日本じゃないみたい。



 
これからの季節、ベンチに腰掛けて黄葉を眺めるのも

いいだろうなあ。



 
見ーつけた。



 
そうか、太い柱や、壁、テーブル、椅子。

そういうのがみんな木で出来ているから、

気持ちが落ち着くんだ。



 
そのまま、うたた寝したくなる椅子。



 
森の中のチャペル。

良い想い出になるだろうなあ。







 
朝。

夜は明けているんだけれど、山陰になっていて

まだ日が差し込んで来ない。

 
しっとりと、ひんやりとした空気。

肺の中が入れ替わって行く気がする。







 
ムクゲが丁度見頃になっていて、

嬉しかった。

 
、、、まあ、花はなんでも好きなんだけど。



 
今日登るのってあの山だったかな。

２０００mを越す山。八ヶ岳。
 

もちろん、ロープウェイで７分だけど。



 
谷川の水が絶えず流れ込んで、

オーバーフローして水門から出て行くから、

澄んで濁りが無い。

 
この池の畔をぐるっと一周。

 



 
朝露に濡れる芝生。

もちろん靴もびっしょり。

 
でも、歩かないって言う選択は、ないよね。



 
来る途中、濃霧注意の道路標識を見たけれど、

なるほどって感じ。

 
雲が下に見えている。





 
青い月

 
おはようお月さま、眠そうだね。







 
朝食にやってきた鴨

僕はまだありついていない。

オムレツが良いかな、スクランブルエッグにしようかな。

 
 

そういえば、昨日のメインディッシュは鴨だった。













 
キミはなんて幸運な犬なんだろう。



 
さてと、一度部屋に戻って、食堂に向かうとしよう。

 
クロワッサン、あるかなあ。

 
コーヒーにはクロワッサン♪

クロワッサンにはオムレツ♪

オムレツにはソーセージ♪

ソーセージにはナイフとフォーク♪

フォークの先にはトマト♪

ふふふ、ふん、ふん、ふふっふーん♪
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