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2013年12月11日18:53 

明日は、横浜に戻る日だ。来年１月６日には、来るつもりだが、とりあえず１２月では最後の

日なので、有意義に・・・ と、いきたいところだが、所帯道具で、どうしても買っておかなけれ

ばならないものがあって、先週２回行った「ニトリ」に、また行かなければならない。  

 

１０時に我が庵をでる。嵐電「太秦広隆寺」駅まで歩く。何回か行き来している道なので、早く

感じる（実際には８分程）。先週、ホームの幅が５０ｃｍ位しかなくて、乗るのにコワイ思いをし

た「山ノ内」駅、今日は、逆に降りるのだ。しかし、降りるほうが、ズッとラクだった。  

 

ニトリで、お目当てのモノを買ったが、さて、また大荷物になったので、なんとしても一度帰っ

て、荷物を置かなければ、どうにもならない。  

 

しかし、大荷物抱えて「山ノ内」駅から乗るのはもうイヤだ。  

そこで、嵐電「西院」駅まで歩き、そこから乗り、「太秦広隆寺」駅で降り、一度、帰った。まだ

１１時半だった。  

 

午後は、どうしようか? とりあえず、昼食を食べに近くのガストへ行く。  

やはり、おととい、昨日が忘れられない。  

「昨日のもっと西側は、どうなっているのだろう？」また、行ってみたくなった。  

 

昼食後、ＪＲ「太秦」駅から乗り、となりの「嵯峨嵐山」駅で下車。裏口？から出て、まず「鳥居

本八幡宮」まで行き、「霊源寺」「有栖（ありす）川：観空寺橋」「観空寺」を経て、「大覚寺」に

着いた。要するに「北嵯峨」一帯を歩いたワケだ。このあたりには、まず観光客は来ない。歩

いているのは、明らかに地元の方ばかりだ。「歴史的風土特別保存地区」ではないが、昨日

に準ずる雰囲気だった。  

 

大覚寺発９１番の市バスで帰った。２時半だった。  

 

※ 明日１２日は、準備がありますので、京日記１２月版は、本日で終わらせていただきます。

お読み下さった方々には、あらためてお礼申し上げます。  

 

  嵯峨天皇：山上陵を望む  
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コメント  

 

イイネ！（8） Kuri 和柄野@介護職員 ひろえんぴつ 八重歯の京都人 はましん 

まれびと のつのつ Ｊａｎｅ 

コメント 

明日、横浜へ帰るんですね(@‾ρ‾@)お気をつけて。
 

今回は本格的には初めての京都の住人としての日記でしたので皆さん参考になるモノ

ばかりではなかったでしょうか？？なんせ住んでるんだもの(^^) 

僕は学生時代を思い出し、懐かしさで一杯でした。 

また、塔頭のたくさんある、妙心寺がとても心に残り、京都で1番好きになりました( ´ 

▽ ` )ﾉ 

いろいろとありがとうございました(‾^‾)ゞ 

また、来年、京都をウロウロしましょう。  

コメント

たか 2013年12月11日 20:20 

明日横浜に戻られるんですね。
 

なんだか淋しいですね(..) 

結構毎日の日記楽しみだったんです。 

また来年楽しみにしてますね～(^o^) 

コメント

のつのつ 2013年12月11日 20:32 

はい、私も「京日記」のファンです！！続きを楽しみに 待っておりますｗ
 

「忘れられなくて・・・また行ってみたくなる・・・」 

そんな 少年のような発想と行動に、ワクワクさせられていました。 

冬休みのようなものですね！！ 

元気に京都へ帰ってきてください。 

横浜へ行ってらっしゃい～ 

コメント

まれびと 2013年12月11日 20:46 

テイスティさんの文体は、会話を聞いているかのような自然な感じでスキです。まるで

自分が実際の景色を見ているような気分で読ませていただきました。 

写真もステキでした。 

 

横浜、鎌倉などの散策のお話もお願いいたします  

 

 

 

 

 

 

コメント

ひろえんぴつ 2013年12月11日 22:27 

仙ちゃん 2013年12月11日 23:46 
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今年中にもう一度飲みに出たかったのですが、残念！ 

来年は新年会をやりましょう。 

なんせ、勤務地が近くですから、テイスティさんの家の近くで をやりましょう。 

 

上の写真、２枚とも素敵ですね。  

コメント

> たかさん また、現世（横浜）に戻っていくのかと思うと、なんともフシギな感じがしま

す。ホントは、再来週も居たいんですよ。「終い弘法」に行ってみたいんです。来ちゃお

うカナ・・・ 

できれば、正月も居たいです（正月に来たことはあります）。結局、いつも居たいという

ことですかね・・・ 

来年もいろいろ行きましょう！  

テイスティ高橋 2013年12月12日 07:24 

> のつのつさん 拙い日記をいつもお読みいただき、たいへんありがとうございました。

午後３時ころまでブラブラして、それから庵に帰って、その日の日記を書く、というパタ

ーンが、自分には、一番合っているのではないかと、今回感じました。 

このパターンで、京都に居る時は、必ず書きたいと思っていますので、今後ともよろしく

お願い申し上げます。  

テイスティ高橋 2013年12月12日 07:25 

> まれびとさん いつも、ご声援ありがとうございます。
 

上記、お二方へのコメントと、まったく同じ気持ちです。 

それに「好奇心」が、最も大事なことなのだと思います。 

失わないようにしたいと思っています。 

テイスティ高橋 2013年12月12日 07:25 

> ひろえんぴつさん 上記、コメントの心境です。
 

どうもありがとうございます。そう言っていただけるとウレシイです。 

横浜の中華街には、４００店以上の料理店・食品店があり、それらのレポなんかも書い

てみたいと思ったことはありました。 

テイスティ高橋 2013年12月12日 07:26 

> 仙ちゃんさん 上記、コメントの心境です。
 

今回は、私も生活環境の構築と、生活パターンの慣れに、時間を取られましたので、あ

まり飲みにいこうという気になれませんでした。 

お陰さまで、だいぶ余裕もでてきましたので、新年会やりましょう！ 

妙心寺は、実にタノシミです。  

テイスティ高橋 2013年12月12日 07:26 

今回はお会いできませんでしたね？！何せ職場が京都から変わってしまったもので私

の仕事帰りに京都でお会いするのが難しくなりました(>_<) 

 

気をつけて帰ってくださいね！今日は寒いですから。  

コメント

まゆら 2013年12月12日 08:23 

> まゆらさん 職場が変わるとタイヘンですよね！
 

これからカゼの季節ですから、くれぐれもお気を付けて、新しい職場でガンバってくださ

い。 また、お時間ができたら！  

テイスティ高橋 2013年12月12日 08:56 

日記を書く  

テイスティ高橋の日記一覧へ  

利用規約および個人情報保護ページに同意のうえ投稿してください。  
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