[mixi] 京日記 第二段 １２月３日

1/3 ページ

mixiプレミアム

ヘルプ

ログアウト

mixiギフトでありがとうを贈ろう！

コミュ

コミュニティ検索

テイスティ高橋の日記
<< テイスティ高橋の日記一覧へ

京日記 第二段 １２月３日

前の日記 ¦ 次の日記
2013年12月03日19:52

編集する

友人の最新日記
八重歯の京都人
（京都記念予想）S
PAらしい一日の…
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昨日、最低必要な物品は買ったので、本日は、いよいよ紅葉鑑賞を始めようと思う。何しろ、
紅葉はこちらの都合など一切斟酌しないで進んでいくのだから。

2014年02月16日05:47

仙ちゃん
みんな気を使ってく
れてます。 (6)
2014年02月16日01:24

８時２０分に、我が庵を出る。昨晩、マイミクさんより「北野天満宮の紅葉がスバラシイ」との
情報が入り、北野天満宮最寄りの嵐電「北野白梅町」駅に行くため、まずは、嵐電「常盤」駅
に向かう。わずか５分で着く。
アッ！ 嵐電って、どうやって乗るんだっけ？ 今まで始点か終点からしか乗ったことがなか
ったんだ！ 途中の駅から乗るときには、どうすればイイのだ！

もっと見る
あとで、ググって書いてあったのですが、嵐電の乗り方は、一応、解りずらいということになっ
ていて、ナント始点・終点からと、途中からでは、乗り方が違うのです。

自分の日記
甲午 如月（きさらぎ）二
2014年02月15日23:05

京日記 第二十四段 甲午
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途中駅から乗る場合、観察していると、後ろから乗り、降りる時は、前から均一２００円払って
降りるのでした。
北野天満宮に着いてみると「史跡御土居の紅葉」というのが優れていて、外から見てもスゴ
イのが判った（１０時から開園）。
それから、ネットでは、清水寺から円山公園、知恩院あたりの東山の紅葉が「見ごろ」とのこ
となので、市バスで北野天満宮から三条京阪で降り、歩き始めた。知恩院、丸山公園、高台
寺、清水寺と進んだが、残念ながら紅葉は、やや色褪せていた。
しかし、マイミクさんから「特別拝観の清水寺塔頭：成就院庭園は良い」と聞いていたので楽
しみにしていた。清水寺本体は大混雑なのだが、同じ境内にある成就院には、ほとんど人が
来ない。ナルホド非常に完成度の高い庭園で、紅葉が色褪せても、十分補って余りあるスバ
ラシサだった。実は、ここには一度、夜間拝観で来たことがあるのだが、モノスゴイ人出と暗
がりで良く見えなかったのだ。
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十分満足したところで、イノダコーヒ清水店で昼食を摂り（知る人ぞ知る「今昔セット」）、午後
は再び買い物に勤しんだ（昨日買い忘れたモノ）。
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五条坂から市バスで京都駅に出て、八条口のダイソーで買い物をして、昨日に続きまた、西
院のニトリへ行き、カーペットなど買った。

←← 今すぐ確認！

さて、これで我が庵に帰ろうと、近くの嵐電「山ノ内」駅まで１０分ほど歩いた。駅に着いてタ
マげた！ ホーム（というか停留所）の幅が５０ｃｍ位しかないのだ！ そしてホームの両側を
車が走り抜けて行く！ 抱えた「大荷物」が、通り過ぎる車と触れそうだ。正直、電車が来て
乗るまで怖かった。「こんなモン、許されるのか？」 しかし、コレだから京都はオモシロイ！
しかも、嵐電は、後ろから乗るとのことなので、一番後ろにいたら、電車はホームの一番前で
止まった。だからヒッシに「田んぼのアゼ道」のようなホームをバランスとりながら小走りで前
に走った！ コワイのナンノって・・・
左横はビュンビュンクルマが走って行く！
言い忘れていましたが、乗客は自分以外ナシ。降りる客もナシでした。

テイスティ高橋さんの近況

かくして、冷や汗ダラダラで乗って、三つ目の「太秦広隆寺」駅で降り（こちらは、チャンとした

困ったときには

甲午 如月（きさらぎ）二
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ホーム）、徒歩８分で帰り着きました。今日は嵐電がイチバン面白かったカナ？
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国宝第一号の広隆寺：弥勒菩薩像も久しぶりに見てみたかったが、ニトリのデカイ袋を持っ
たままではネ・・・
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まれびと

コメント
まれびと 2013年12月03日 20:45
「山ノ内駅」の箇所が臨場感あふれていて、思わず笑ってしまいました、すごい駅なの
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やること＋やりたい事が満載で楽しそう♪
お疲れのないようにしてくださいね！
風邪予防にミカン食べてくださーい。
コメント

たか 2013年12月04日 01:29
山ノ内駅がそんなに怖いとは知らなかったですね
三条通り？？の中にある駅だった
ですかね？？
昨日はビール飲んで爆睡でしたのでこんな時間になりました(；´Д̀A
まあ、これから時間はタップリあるのですからゆっくりしてくださいね。太秦、常盤、界隈
の町をゆっくり散策も良いかもですね(^^)
コメント

ひろえんぴつ 2013年12月04日 07:45
おはようございます。京都に住みたてほやほや感が伝わってまいります。
北野天満宮、成就院、良かったですね。来年行ってみようと思います
駅近のお住まいで良かったですね。
どこへ向かうにも便利ですものね(´ｰ｀)
コメント

のつのつ 2013年12月04日 08:46
山ノ内駅ってすごい駅なんですね!!
でも慣れてくるとこの狭さも普通に思えるんだろうな〜！
高台寺の辺りは26日に行った時点で見頃を過ぎてました。今年は一気に寒くなって紅
葉を読むのが難しいですね(-̲-;)
日曜日に西本願寺さんの横をバスで通った時に銀杏に紅葉してましたよ！
コメント

ロムママ 2013年12月04日 10:21
無事、念願の京都の生活を始めることができて良かったですね〜
日記を読んでいると、姿が目に浮かびます
体に十分注意して第二の人生を謳歌してくださいね。
コメント

テイスティ高橋 2013年12月04日 16:12
> まれびとさん チョッと、お疲れが出てしまいました。
少しセキが出ていますが、治りつつあります。
集中的買い物は終わりました。ペース・ダウンします。
テイスティ高橋 2013年12月04日 16:12
> たかさん そうです！ 三条通の西小路通と葛野大路の真ん中辺にある駅です。
「臨時停車駅」なら、まだ理解できるのですが、常設のようです。
あす水曜日は、近くを訪ねようかと考えています。
テイスティ高橋 2013年12月04日 16:13
> ひろえんぴつさん 成就院は「とか爺様」お勧めでもありました！
鉄道と言っても、嵐電は首都圏で例えれば「江ノ電」に相当しますか？
確かに「ローカルな便利さ」を感じます。
テイスティ高橋 2013年12月04日 16:14
> のつのつさん やはり正直言って、私が入居した２日は、紅葉のベスト・タイムは過ぎ
ていたように、今は思っています。遅ればせながら、私も、ヒッシに紅葉を追いかけてお
ります。
テイスティ高橋 2013年12月04日 16:14
> ロムママさん 初コメント、ありがとうございます。
「漠然と」でも「思い続けている」と、何とかなっちゃうもんですネ・・・
今回、「ホントにヤリたいことはナンなの？」って、「見つけるのは、意外に難しいことな
んだ」ということをとても感じました。
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