”トラの巻編集部”トラ山編集長の突撃1泊プチ旅行日記＾＾
みなさん、今 は1 2日で、まんま
の と である
”プチ 旅館 明星” さんへ
してきました。

～旅館 明星 編～
（日

山温泉 入り を がらずに
ほんの しまっすぐに
と、
リンス ン があり、そのまん前です！！
明星（みょうじょう）！
その名の り！明るい星＾＾！！

8 1 ＆20）

旅館なんだけ 、
の
へ
帰ってきたような・・そんな まいの
お なんです。

今 は、妹と甥っ子＆姪っ子
夏休みのプチ
ンス！？へ
トラ山おばさんからのプレ ント
っくりく ろいでくれたまえ（笑）

そんな

達を く笑顔で迎えてくれたのは
のみえこさんと
妹の っ子
姪っ子の
生のかなちゃんでっす！
は明るくさっぱりしている で
に さくな 様でっす！

そんなもんで、この後はもう、おおはしゃ で・・
しそうでした。明星さんごめんなさいね。

そして、
たかし
！！
またの名をグルメオヤジ！！
と 上の
で・・高 時 は
ちょううううう・・・ テ テでしたの（＾＾） ・ン・ト！
もっちろん今も と わらず（！？）
しくて・かっこええです

そんな、 しそうな
階段を上り、2階のお

を後にして
へ ！

そんなたかし
が
と大
と
のみでしっかりと しそうに
の を るって！
夕食を ってくれてます。
ご が しみです。（なんせ＾＾グルメオヤジですから）
＜大
は れ さんで写真は小さくとのことで。
とっても ニー でおかあ～さ～ん！て感じの です＞

”行こうよ、新 ”
まんまの まんまが新
のポス ーに
なっちゃいました。これはすごい です！
＜ チ チ チ＞

日のお
～
「 の間」ですうう。
10
の
には、ほのかに う温泉の香りが・・
ここ明星さんの くには、「 の湯」の
さんがあるので
ただよってくるのです＾＾
の香りと温泉の香り・・・ ッと されます。
されて ースで・・（トラ山です）

そして更に階段を上り3階へ～
お風呂でございます。

”おんな湯”

”おとこ湯”
※お詫び：お客様がいらしたので
お風呂の写真がとれませんでした。
ごめんなさい。（ペコリ）

ここ、”明星”さんは、2008年に採掘された新源泉
【鷹の湯3号】のみを引いてる旅館です。
この【鷹の湯3号】は、香りもちょっと控えめで、さらっとした感触の温泉です。
とっても心地より温泉でした＾＾＾★★★
窓の外は緑の木々達が、まるで絵画のように出迎えてくれてますよ！
こちらは、日帰り温泉も可能ですよ＾＾お一人様500円です！
時間は11：00～15：00までです＾＾

お風呂上りには、広々と休み処があるので
大型テレビを見ながら、缶ビールでシュワ♪っと
ぐいっと一杯飲んではいかがですか？
最高においしいはずです。

そして、ちょううう！レトロで
懐かしいではあ～りませんか？！
「元祖：マッサージ機」
背中をゴロゴロゴロゴロ行ったり来たり
背中の凝りを刺激的に（笑）
ほぐしてくれます！ これはくせになるですよ（笑）

みーんなお腹ぺこぺこだったので
夕食に笑顔＾＾笑顔＾＾
じゃ～ん！！”ＴＨＥ グルメオヤジ ボリューム満点コース””
と、勝手に名づけました＾＾（あしからず・・）
夏野菜の煮物
前菜：ズイキ・そうめんかぼちゃ・ふき
この時期でも
山菜！！＾＾
”木の芽”大好物だからうれしいいい

”やっぱり”
越後豚の
棚田鍋しゃぶしゃぶ

酢の物
エビ茶碗蒸し
でもって、次から次に出てくる出てくる・・

えご・ミニトマト・卵焼き
＜これは子供達大喜び＞

焼きたて岩魚の塩焼き

天麩羅盛り合わせ
＜インゲン・ゴーヤ・ミニトマト・エビ等＞

早く食べたい！食べたい！と言ってるチビッコですが、
まず、ハイポーズ！！
トラ山と甥っ子 じょう君★
妹：よっちゃんと姪っ子 じゅんちゃん♪
かわいいかわいい甥っ子＆姪っ子！二人とも目の中に入れても痛くない？！
そろっと痛くなったりしてねえええええ（笑）

やっぱり ”木の芽”から食べだした じょう君！
”山菜”と”昆虫”と”仮面ライダー”が大好きな
小学2年生！！算数がんばれよお（笑）

トマトが大好きな年長さん：じゅんちゃん！
今はプリキュアとAKB48になりたくて歌と踊りを
レッスン中！！デビュー目指してがんばれええ（笑）

達、大人チームもいただきまっす。

じょう君
！
うまく れたね（

チ

「・・・・」お腹すいてたのね・・
よしこさん！いい食べっ りです（笑）

チ）

岩魚を食べるトラ山
いい塩
で・・・うまし・・

食べまくって食べまくって
お腹に入れました。
さすが！ボリューム満点コース！
もよく食べますよね？
とっても
しかったです！！ご

懐かしい の
：”木の芽”を
能してますね。よしこさん！

様でした！

”明星”さんのスイー です。
キレイ！
みたいですよ。
「
人 アイス」
アイスはマ ロビ 様です！
さっぱり めの さで、
お食 の には、 ったり！

わって

じゅんちゃん
！！
ちょっとぶれちゃったけ ・・
ぶれた がキレイ？に写ってる？！
じゅんちゃん！でかした！
！

にお腹がいっぱいで・・やっぱり今 も けず・・（やっぱり）
それ 上に、妹はもっと けず（笑）
いてあったお
に「 せ～」と びながら・・
ン・・
ちびっこ達はまだ元 かな？！

お にいたら・・なかなかこうは
いかないものね・・
たまにはいいよね？！
と、
にも言い かす・・トラ山でした。
2011年8
＜8

20日（

）

1 日

元

だったちびっ子達もようやく・・
ってくれた・・（コ ンを見てから・・だったけ ・・）
今日はありがとうね＆お れさまでした。

レポート1日目

・・

に・・ほッ！

レポート2日目＞
早 、 ：00
にて、やっぱりお風呂に入ってすっきり・・
おいしい ごはんを食べる に・・（やっぱりまた食べるんだよね・・）
くいんしん ですいません・・

そして、 食です！
からちょう
では？？！！

食べれる？・・うん 食べる！

まんま
では の”
しい ごはんシリーズ”
二 として、夏は＜やたら まんま＞

”明星 ージ ン”
キュ リ・みょうが・オ ラ・ プリ ・トマト
い夏の ごはんにさっぱりでスルスルッと
お腹に入っていきます。
、お しあれ♪
よく
は

れましたか？
です（ ）

そんなかんなで、プチ旅行も
です！
みんなで写真を って～スマイル♪
お腹一杯・ しさ一杯で明星さんを後にしました。
お しい中ご
きほんとうにありがとうございました。
みなさんのお であったかいレポート
しました。
これからも、まだまだ
レポートは きますので うご期

？！

みなさん！”旅館 明星”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
～旅館 明星

編～

終了

