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大将軍商店街Ⅱ  

 

 

 

今日から、今年の京都滞在がスタートする。  

 

朝、新幹線７時９分:新横浜乗車、９時１１分:京都着。太秦の我が庵に９時４５分に着く。イチ

バン心配したのは「どれくらいホコリが溜まってるか（ヨゴれているか）？」だった。昨年１２月

１２日に、カギを閉めて以来だ。約３週間半が経つ。それで「クイックル・ワイパー」を忍ばせ

て来たのだ！ 「コリャ午前中はソージかな？！・・・」覚悟していた。  

 

しかし、着いてみてビックリ！ 見て触ってわかるほどには、ホコリもゴミも溜まっていなかっ

た。ウ～ン・・・ホッとするとともに、何かとてもトクした気分だ！  

それでも、一応、床全部をクイックル・ワイパーで拭いた。そしたら、ソコソコ、ホコリで黒くな

っていた。  

 

ベッド・メイキングして、近所のガストで昼飯を食べた後、まずは、嵐電「常盤」から乗り「北野

白梅町」北野天満宮に初詣に行った。「仕事始め」ながらソコソコ混んでいた。天満宮の御札

を買った（我が庵に貼る）。  
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コメント  

新年なので、久しぶりに隣りの「上七軒」に足を踏み入れた。「ヒョッとすると・・・」歌舞練場に

行く道に曲がった。「ヤハリ居た居た!」。３人の舞妓さんが、歌舞練場に向っていた。ザンネ

ンながら、後ろからソッと尾行？する形になっていたので、写真が撮れなかった。最近「マガ

イモノ」が多い（観光客が扮装する）が、マチガイなく「ホンモノ」だった。  

 

上七軒を抜けると、流れで「大将軍・北野商店街」に入ってみた。この商店街は長く、「西大路

通」から「千本通」まで繋がっている。一条通を通っていることから「妖怪ストリート」と銘打っ

ている（平安時代の一条通は、妖怪が夜行する伝説あり）。ハジからハジまで歩くとタイヘン

なので、雑貨屋でクイックル・ワイパーの安いダストタイプを見つけ買ったのを機に、途中でＵ

ターンし、「大将軍八神社」にお参りし、「北野白梅町」に戻り、再び、嵐電に乗り戻る。  

 

かねて、我が庵のエアコンは、ヘヤの広さの割りにデカ過ぎるので、電気ストーブが欲しいと

思っていた。そこで、近くの「マツヤデンキ」を見てみることにし「御室仁和寺」で下車し、歩い

て行ってみた。想像していたよりは寒くない。日が当たるとけっこうヌクもりを感じた。  

 

すると４千数百円で加湿付きで手頃なのがあり、買って帰った。  

適度な大きさで、スコブル調子がイイ！  

今日は、初日でこんなところか・・・  

 

イイネ！（7） 八重歯の京都人 のつのつ まれびと Kuri はましん ひろえんぴつ 

和柄野@介護職員 

コメント 

お久しぶりですね。お帰りなさいませ(笑)
 

 

約三週間半振りですか、長いこと部屋を空けてましたね。でも、そんなにホコリが溜まっ

てなくてラッキーでしたね。(*´艸`*) 

 

北野天満宮へは、私も先日詣でてきました。買ったのは、和柄グッズでしたが(笑)  

コメント

和柄野@介護職員 2014年01月06日 19:30 

上七軒で見れる舞妓さんなら、ホンモノでしょうね。なんちゃて気分を味わいたいマガイ

モノ(観光客)なら、多くは祗園に行くでしょうし(笑) 

 

妖怪ストリートも行かはりましたか。あそこには、妖怪ラーメンなるものもあるそうです

よ？私はまだ食べたことがないので、どんな味かは存じませんが…  

コメント

和柄野@介護職員 2014年01月06日 19:36 

いよいよ京都lifeのスタートですね。
 

まだまだ、お正月の雰囲気が残る京都へお帰りなさいです。 

 

上七軒は歌舞練場に近いとか、一条通りは妖怪が夜行するとか、地理的なことに詳し

いのですね。京都在住者のような内容で、こちらまで心強いです  

くれぐれも体調を整えて、これからの生活、満喫なさってください(^^*)  

コメント

ひろえんぴつ 2014年01月06日 21:27 

おかえりなさいませ  
 

（バーチャル京都住民よりw）  

通勤圏ですね、新横浜から２時間４０分足らずで太秦までとは近いΣ(ﾟ□ﾟ;)  

 

暖房ヨーシ！掃除ヨーシ！快調ですね！  

 

京都探訪のリポートを楽しみに待っています！  

コメント

まれびと 2014年01月06日 23:20 

お帰りなさい。
 

さっそく行動されたのですね。 

レポート楽しみにしています。  

コメント

仙ちゃん 2014年01月07日 01:43 

テイスティ高橋 2014年01月07日 08:13 
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> 和柄野@介護職員さん 和柄野@介護職員さんも、北野天満宮に詣でられたのです

ね。  

 

経験あると思いますが、借りたばかりのヘヤって、どんなとが起こるのか、ひと月は経

過してみないとわかりませんよね。幸い、住環境は良く、特に問題となるようなこと（何

か壊れていた、とかウルサイとか）は発生していないので、正直ホッとしています。  

 

私は、京都の商店街も興味をもっており、「商店街めぐり」とかもします。  

> ひろえんぴつさん ありがとうございます。戻ってまいりました。留守にしていた我が

庵も変わりなく、ホッとしました。三週間も空けておくとヤッパリ不安になりますね・・・ 

 

「歌舞練場」は、京都の二大花街「祇園」「上七軒」の各々にあります。 

上七軒も妖怪ストリートも北野天満宮のそばにあり、大体、どこか目指して行くと、つい

でにその周辺もブラブラすることが多いです。 

テイスティ高橋 2014年01月07日 08:21 

> まれびとさん 戻ってまいりました！ 移動もだいぶ慣れてきました。他のことを考え

ていても、スムーズに着けるようになりました。しかし、ヘヤの様子は、ずいぶん気にな

りましたよ。着いてみて、ホボ変わりなくホッとしました（三週間空そのまま）。 

また、アチコチとホーローして歩きます。ただ、今はサムいですけどね。なるべく行動し

ようと思っています。よろしく！ 

テイスティ高橋 2014年01月07日 08:28 

> 仙ちゃんさん ありがとうございます。この時期、京都も日中、日が出てると関東と変

わりない感じなのですが、朝晩は、やはりツライですね。でも、湿気は関東より多いの

で、その点は、ノドにイイですね。 

なるべく、ガンばっていろいろなところに行きたいと思ってます。 

テイスティ高橋 2014年01月07日 08:34 

お帰りなさい♪
 

早速活動始めてはるんですね!! 

私も昨日の11時頃北野天満宮にお参りに行ってました(^-^) 姪の合格お守りを返しが

てら年明けから伏見稲荷さんも参拝してきましたよ。 

ひょっとしたらお会いしてたかもしれないですね!! 

また楽しみにしてますね♪  

コメント

のつのつ 2014年01月07日 15:18 

> のつのつさん 戻って参りました！ また始まります。
 

 

北野天満宮、私は１２時頃、着きました。 

それにしても御札売り場がスゴかったですね！ たくさんの種類の御札・お守り売って

て。ダレがあんなに考えるんでしょうかね・・・ 

京都は、短時間でアチコチ初詣ができてイイですね。 

テイスティ高橋 2014年01月07日 20:53 

上七軒は去年桜の日記を書いた時に私も街中をいろいろとアップしてますよ。
 

 

都おどり立ったか北野おどりだったかで芸子さんが歩いてはりました。祇園に比べたら

規模のちっちやい花街ですが。夏はこの辺りのどこかのビル？でビヤガーデンがある

んですが舞妓さんが接待してくれるみたいですよ。有名です。  

コメント

まゆら 2014年01月08日 08:36 

> まゆらさん これは、サスガ！ 地元情報ですね！
 

その「どこかのビル」というのを夏までに、ゼヒつきとめておきたいと思います。上七軒

も一歩ウラ通りに入りこむとギオン以上におもしろいものが見れそうですね   

テイスティ高橋 2014年01月08日 09:19 

日記を書く  
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