
”トラの巻編集部”トラ山編集長の突撃1泊プチ旅行日記＾＾ ～　凌雲閣 編～
　　　　　　＜国登録有形文化財「木造三階建ての宿＞

みなさん、今回も1泊2日で、まんま の とつである
ラシッ 　 　さん 宿泊体験してきました。 （日 　1 /31 11/1）

今回も！ より
友人が関越道を っ し（笑） し です！

レーサー（笑笑）＾＾ 　　　 日本 を る 員の しいお宿で
みのり が 山 来てくれました＾＾ 　　　　ございます！！
この人も・・・・トラ山が素になれる友人の一人
でもって、 の をお持ちの みのり
後でちょろりと教えち おうかな＾＾

友人を く えてくれたのは・・ そんな、 は、今 、 した かりの さん！！
今回も・・イケメン 旦那 田　 くん！ こちらが、キレイなお さん！ ち ん！
サッ ー日本代 ！長 部さんに似てます＾＾ 今、お 教 なら ＾＾ 行に しております。
よって、ちょうーさわやか！イケメンです！ お も く、すっごく気さくでいいお （ う う）

山温泉 のイケメン（またも め ？！） いい になります！ いない！＾＾良かったね ！
いつもトラ山の なお願いを聞いて 1/1 の には出 ？が です。
頂いております（謝謝） みなさん、 、イケメンが られるのを見に来て さい！ ！

ちなみに ち んは、 / 出 でございます。

ろーい 関を がれ ・・ 　　　　　そして、フ ントスタッフの 田さん！！
が生けた美しいお がお出 え 　　　　　いつもお世話になってます！ちょっと の笑顔ですね。

美しい にあやかろうと・・みのりったら・（まあ す　　　　　　　　 似できません！！見 いますね！



そして、 がお部 ご 内です
今回は のお部 ではなく のお部 でございます。

＜お部 は311号 ＞
を基 とした、落ち いた 気の

お部 で・・ 人なのに・・
そうとう いです・・
ゆったりまったり出来そうです＾＾

のおせんべい！！
軽いのでお にも ったりですよ。

みのり ？・・
なんでそこにいるのかな？？？

山でしか 入出来ない さっ！！浴 を持って
・・みそ けの様なおしんこのような・・ の 行きましょう！

お がすいてたので リと食べました。 じつは・・トラ山も の は
お にどうぞ・・ めてなんですう＾＾

すいません！
ちょうう、楽しみです。



内にはこのように、 　　　 中には、 が してある
ご 内の がございます。 　　　お休み があったりで・・

いお宿なので迷子に 　　　 おおお！ って感じだなあ とみのりさん！
ならないように・・ ！
トラ山はかなりの方 なので、はい！迷いました（笑）

そして、いよいよ・・お風呂！ の 　　　　 い 所と、 る 山温泉
　　　　ち っち と 入ろうよ
　　　　トラ山。。 れを取ってリフレッシ したいのよお

じ ん！ の です！
気でもくもくで・・いつもすいません。
の の 泉は、ここだけです！

さっぱり まる温泉は・・温度もちょうど良く、 です！
いいぞ！ の ！！
こちら さんも日 り入浴が です。
時 は12 1 　 となります！
みなさんお ちしております

トラ山・・お風呂 り・・ ト ト・・ みのりさんは、 フ ー ットで・・ ト ト？
れが され・・ の ト ト・・ う ん！でも がしたいのかな？？



だけ・・うとうとした後は・・
ーでございます！大 でのお食事となります。

すいません。今回もトラ山 です。 ようやく！！ の ！パチパチ
みのりさんとも一 りの です。 田　美 子さんです！
みのりに、 前、 めてスキーを教えたのは 温泉 の美人 で 名です＾＾
トラ山 なんですよ＾＾ 田フ リーは美 美 いなんです。

そんな美人 のフ ンであるトラ山 です

よっ！美人 と美人 に まれ
ご のトラ山 の さん！
ちょおおお しそうだね・・ ったら。

トラ山 は の事を して
ちょっとお 　遠 すんなって・・ は・・ ルとはいいません。

あたしでしょ！？（苦笑） ルと んでます。そう、もう ルじ
ないからって・・（ ）

オリジ ル きのこ鍋ご
日3 のきのこ鍋です。

ここ さんには、きのこ 士が 長 とつ とつ
そ！きのこ！といったら なんです！ な・なんと・きのこの
これは さんでした食べられませんおお＾＾ 名前が いてあるんです

全部で32 のきのこ
長の手 きです。

素晴らしい（ 手）

食べち ってから気がつき
・・ごめんなさい。

　　　　シ ケの 子 付 めち めち ルシーなんだけど
きのこの出 が いていて

ち んと、おいしい し がり方なんて 美味しい・・また、食べたい！
あるし・・ ！でも、 が教えてくれます＾＾ ですね

ちょっと！！
の事・・
れてなあい？

トラ山パパ（ ン ン）
　　　　　 　みのり

おお！すまんすまん！
め め！遠 すん

な！みのり！
かんぱ い！
　　　　 　トラ山



きのこ鍋 のお のご もあります

の リー
すいません！食べち いました。（＞＜）
ー ン と一 に・・美味しく・・

　　エリン と のからし え
　　なら の 子 わらびの け も くの 天よせ

　　　　　 いきの の物 　　　　　　　なめこおろし と の え

　　なんやかんや いながら、全部食べたみのりさん！
　　 ールも ね！
　　 変わら ・・お は ね＾＾
　そのお で、 かりし 、、どんだけ・・迷惑？こう っったか・・

（迷惑？その1）
　遠い昔、 インストラ ターをやっていたみのりさん！
　 の み だから、、なんか して・・ と

くちょっとお気に入りの ン ースを しました。
日後・・ ン ースを持ってトラ山の家に・・

がーん！！ ン ースが けてるではありませんか！？
っ った いで、 楽 から 落ちた？ んだ？

がない！との事。どうしたらや けるのか？
楽 から がるって・・どういう事なのか・・その 時 でき ・・

もちろん、みのりさんはケ もしてたんですが・・トラ山は・・
さん！ ！ご 様でした お気に入りの ン ースが・・確か・・ もしてもらえなかった様な・・

お にお にと・・ せ気 です。 でも、 日が楽しい ち ん生 だったよね＾＾
また、 しくお願い致します。（ コリ） します＾＾＾＾



お食事の後は、みのりさんのたっての希望で
マッサージをお願いしたのですが、予約でいっぱいでして、
急遽、整体士の竹内さんに来て頂き、歪んだ体を整えてもらいました。

竹内さん、急なお願い聞いてもらってごめんね。
ありがとうございました。
スッキリ！したと友も喜んでおりました。また、お願い致します！
みのり！温泉に入り、名物きのこ鍋食べて、体を整えて
良かったね！
で、このあと、確か、お顔のマッサージを軽く・・トラ山がやったよね？
アンチエイジングシリーズにて・・次回はお金取ります（笑）

学生時代からの付き合いだね・・基本今もあんまり変わってないね？
（迷惑？その2）フランス語の試験の時、トラ山を前に座らせ、
答えをうしろの席から覗き込み・・先生に見つかり・・
大変だったよね？あれから先生に目を付けられ・・
（迷惑？その3）これもフランス語授業の時、出欠を取るやいなや・・
授業を抜け出す事を教えてくれました。（苦笑）
お陰で、トラ山唯一成績が良かったフランス語・・
ジェットコースターの様に成績ががた落ちでした。
（迷惑？その4）誰でも一度は経験のある失恋！
失恋をし、夜中にトラ山の家に・・
号泣・・かわいい号泣ならいいんだけど・・
もっすごい大声で泣くもので（汗）ご近所迷惑を気にし

歌手？タレント？マルシア似の トラ山は笑いながら、口にタオルを押し込んだの覚えてる？
みのりさん！！いっつも楽しい！と、まあ・・まだまだありますが・・　この辺で＾＾
で、遠く離れても・・遠くに感じない
存在だよ！ありがとう。
そうそうこの人、こう見えても、旦那様（なかなかイケメンでした。昔は・・）は
某一流企業営業本部長！よってこの方、営業本部長夫人（キラキラ）
子供も2人います。あっ、猫3匹も・・
家族全員でいっつもお世話になってます！
ううん、お世話してます（笑）

今日は、関越道を一人で良く来てくれました（感謝）
ゆっくり休んでね・・ｚｚｚｚｚ
この後、もう一度お風呂に入り・・就寝ｚｚｚｚｚｚｚｚ ＜宿泊体験レポート　1日目終了＞
＜11/1　宿泊体験レポート2日目＞

グッド！モーニング！おはようございます！日差しをめいいぱい浴びて・・
いい天気です。朝日が気持ち良いです。お宿の前の棚田をパチリ・・キレイ・・

日ごろの行いが良いのでしょう！？
素晴らしい秋晴れでした。＾＾

朝ごはんもさぞかし美味しく食べれそうです。



朝ごはんは のお食事 ール！ よい日差しが・・ス・ ・キ

お 様がコー ーを んでくつろいでおられます。 長ってス イ！
これ、 で ッタを っち ったんですって。

＜ご朝食でございま っす＾＾＞
のお し

グレー フルー
大 ・人 の 付け

なめこのお し

山 棚田の サラ
こし かり 山 （ ラ ）

なめこの味
たくあんとまんまの味

温泉 子＾＾
名前入り味付け

　　いっただきま っす！
、 は家事に われて（ ントか？）

　ち んとした朝ごはんなんて食べてないよおお とみのりさん
　 こういう朝ごはんいいよね？ ったら・・ち んと ろうかな？
　と ってましたが・・ してるかしら？
　ご 様でした！！おかわりしたのはやっぱりトラ山＾＾

朝ごはんを食べ・・これからまた関越道 っ して、軽 経
トラ山も 行です（苦笑）この人、軽 ア トレット 行きたいみたいです。＾＾

こちら さんは、 とのゆかりが。 さん・
スポー の 様 たかまつのみや が、 にして さって

32 2 にご 在されております。 ありがとうございました。
しき のお宿でございます。 スタッフの さんにも

しくお え さいませ。
また、きのこ鍋食べにきます＾＾

　　　　　　　　　お しい中ご 頂き んとうにありがとうございました。
　　　　　　　　　みなさんのお陰であったかいレポート 成しました。

　　　　　　　みなさん！”凌雲閣”さん　宜しくです＾＾
”トラの巻編集部”トラ山編集長の突撃1泊プチ旅行日記　　～凌雲閣　編～　終了


