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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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今日は、朝から雨が降っていた。一日中、降り続くらしい。けっこう降っている。
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「宵戎」は、明日９日もやっているので、明日行くことにした。明日なら八坂神社の「祇園えべ
っさん」も始まる。午後３時からは、蛭子像・蛭子船巡行もある。
それで今日は、昨日「京都国立近代美術館：皇室の名品」展を見に行った時、道路をはさん
で向かい側にある「京都市美術館」で開催していた「京の美・コレクションの美・明日の美」そ
して「第45回 日展」を見に行くことにした。
これも、チャンスがあったら見たいと思っていた展覧会だ。
１０時すこし前、思い腰を上げて外に出た。雨はソコソコ降っているが、特に寒さは感じない。
２分ほどで「太秦映画村道」停留所に着く。ココは、主要な停留所なので大きなヤネが付いて
おり、傘を閉じられラクである。見計らって出てきたので、スグに昨日も乗った９３番のバスが
来た。
「ナーンダ・・・ 手間掛かんないジャン！」
昨日「このバスを発見」というか、理解したのだが、御所・岡崎・平安神宮・南禅寺他東山に
行くのなら、実にサイコーである。直通一本だから２２０円で済む。
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今日は、四条南の「えびす神社：十日えびす」の初日「宵戎」に行くつもりだったが、雨では、
現地もあまり気勢が上がらないだろうと、どうも出かける気がしない。正直カッタルイ・・・
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このバスは、早いハナシ「丸太町通」をハジからハジまで、東西に走っているのだ。バスは、
ポカポカ暖かい。昨日は、帰路に乗った「岡崎道」で下車。
「ナーンダ・・・ 手間掛かんないジャン！」

おすすめ情報
一歩先行く体臭ケア？

お目当ての京都市美術館は、ココから徒歩約１０分。また、きのうと同じ場所に来てしまっ
た。でも入る建物が違う。京都市美術館は、昨日入った国立近代美術館より相当大きい。コ
コで二つの展覧会を同時に開催している。見るのにソートー時間が掛かるだろう。それでケッ
コウ！

体臭の原因物質を洗い
流す石鹸が登場！

mixiプレミアムに
お得なクーポン登場!?
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実際、全部見るのに２時間近く掛かった。観覧者は、昨日ほどではないが、けっこう混んでい
た。「ヨッー！ 文化国家日本！」。雨のセイもあるか？

←← 今すぐ確認！

展示内容については・・・ 詳しく書くと長くなってしまうのでハショるが、概ねマンゾクできる
内容だった。おびただしい作品を見たので、目がチカチカ状態。近くのレストランで、遅い昼
食。
雨は止まない。帰ることにして、往路と全く同じルートで帰った。しかし、この９３番のバスは、
ホントにベンリだ！ 「太秦映画村道」で下車。近くのBook-Offに寄り１０５円の文庫本２冊を
買い、隣りのスーパー「マツモト」で晩メシを買って帰った。
今日はサエなかったが、また明日がある。

テイスティ高橋さんの近況
甲午 如月（きさらぎ）二

日記の使用状況
1.4MB/200.0MB

ところで、京都に住んでみて、横浜との違いを大きく感じたことがある。
まず、電気料金の課金方法だ。関東、つまり東京電力では、まずもって最初に「何アンペア」
で契約するかが、第一となる。「３０アンペアで」とか、「６０アンペアで」とかだ。これで、基本
料金が決まる。そこから従量料金となる。

困ったときには
ヘルプトップ
利用上の注意
規約違反の通報

ところが！ こちら関西電力では、基本「アンペア契約が存在しない」イキナリ従量料金であ
る。下見の時、不動産屋の若い女子社員に「このヘヤは、なんアンペアなの？」と聞いたら無
言！ 意味が解らなかったらしい。
もうひとつは、「ゴミ出し」だ。京都市は「一般用ゴミ袋」と「資源ゴミ用ゴミ袋」というのをスー
パーやコンビニで売っており、これにゴミを入れて出さなければならない。横浜は、中身が見
える袋ならなんでもＯＫである。
それで、最初はスーパーの袋をとっておいた（横浜ではそうしている）が、役に立たないこと
が解り、ムダに溜まっている状態である。
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あと、京都はコロッコロッ天気がよく変わる。日が照っているかと思うと、急に雨が降ってきた
り、また、突然晴れ渡ったり！ もっとも、これは以前から感じていたことだが・・・ 関東平野
では、これほど急な変化は、まず無い。やはり盆地が影響しているのだろうか？

コメント
イイネ！（3）

和柄野@介護職員

のつのつ

八重歯の京都人

コメント
まれびと 2014年01月08日 19:25
雨やから、雨降りやから、お出掛けしないのかと思ったら、やはり探訪は続くのですね
(笑)
それにしても、日々発見がありますね〜
いつか、当たり前になる前に、たくさん書き出しおいてくださると、新鮮な京都を味わえ
る気がします。
貴重で面白いです♪
そういえば、食べ物は違和感ないですか？
私は、京都の100円ローソンの煮物でも、丁寧な美味しい味だ！感じるのですよー(笑)
コメント

たか 2014年01月09日 07:37
なるほど！93番のバスですか。。僕はそんなの気にしたことないから気がつかなかった
です。丸太町を東西に走ってるのですね
美術館がお好きなようで…京都は国宝級のお宝の展示が多いのかな？？
週末、楽しみにしています
よろしくお願いします。
しかし、早くも木曜になりましたね。
コメント

テイスティ高橋 2014年01月09日 08:27
> まれびとさん
やはり、雨が降るとチョッとイヤな気分になりますね（この時期、雨が少ないだけに）。そ
れで、濡れなくて済む美術館になら行ってみるか・・・ という気持ちでした。
それでも、美術館に行く往復までが、マイナーな気分だったのですが、イイ交通手段を
発見？したことにより、ゼンゼン気にならなくなったのでした。
これからも、いろんな小発見があると思います。それがタノシイんですけどネ(＠̲＠;)
「京都の味」は、たとえばスーパーあたりのどんな食べ物であっても、関東より多少甘
い？

と、前から感じています。科学的に調査したデータとか、あるのかナ？

テイスティ高橋 2014年01月09日 08:35
> たかさん
上記、まれびとさんへのコメントのように、氷雨に濡れたくなかったのが、大きな理由で
すね。もちろん、美術館・博物館は大スキな部類だとは思っています。特に、京都は公
設はモチロン、私設の館が多いからイイですよネ！
「楽美術館」とか「大西美術館」とか、実にユニークな美術館ですよ。
のつのつ 2014年01月09日 10:46
昨日の雨の寒さ辛かったですね〜(;̲;)
家に居てても寒かったです。
それにもめげずにお出掛けしはるって偉いですね(^-^)
本当に京都の天気はコロコロ変わるし、北山しぐれなるものが降ってくれるので洗濯物
が出掛ける時は外には干せないです(-.-)
今日はいい天気なので良かったですが残念ながら大阪に帰ってきます。地元のえべっ
さんに行ってきますね!!
ご存知かもですが、京都市バスにトラフィカ京カードと言うのがあり1000円で1100円分
乗れる上に、市バスから市バス乗り換えは90円引きになり（90分以内）市バスと地下鉄
の場合は60円引き（同一日内）になります。かなりお得なので重宝してます(^-^)
コメント

Kuri 2014年01月09日 17:50
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美術館や博物館の展示には期限が有るのでチャンスがあれば見たいと思われていた
のでしたら『雨天』はまさしくチャンスだったのでしょう。雨もまたよし…ですね。それにし
ても精力的に行動されていて感服します。市内の交通網の情報等は今後の京都旅行
時に是非参考にさせていただきたいと思います。
コメント

たか 2014年01月09日 18:23
> テイスティ高橋さん 氷雨と言えば、何十年前にそういう歌がありましたねぇ
歌えますよ

まだ

外はふ〜ゆのあめ〜、まだや〜まぬ…
コメント

テイスティ高橋 2014年01月10日 08:26
> のつのつさん 「トラフィカ京カード」どこかで見た記憶はありましたが、チャンと把握し
ていませんでした。
こうやって説明されると、よく理解できます。教えていただいてありがとうございました。
購入したいと思います。
テイスティ高橋 2014年01月10日 08:30
> Kuriさん 雨もツユ時だと当たり前だから、あまり気にならないんですけど、冬はただ
でさえ寒いのに、タマに降られると実にイヤなもんですね・・・
京都の交通機関って、いろんなもの（ＪＲ、私鉄各社、地下鉄、バスなど）があってけっ
こうオモシロイと思っています。いろいろ研究してみます。
テイスティ高橋 2014年01月10日 08:32
> たかさん サムいぃ〜

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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