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テイスティ高橋の日記
<< テイスティ高橋の日記一覧へ

甲午 如月（きさらぎ）一

前の日記 ¦ 次の日記
2014年01月28日09:25

編集する

友人の最新日記
のつのつ
こんな一日過ごしま
した。

天気予報によると、来週、節分のころ、この時期としては奇跡的？に暖かい天気予報が出た
ので、２月２日（日）夜、入京し、木曜日まで滞在します。

2014年02月16日21:17

今回の見学候補地は、下記のとおりです。

八重歯の京都人
（京都記念予想）S
PAらしい一日の…
(11)

●節分会・節分祭（２月３日）
http://www.the-kyoto.jp/topics/02setsubun/setsubun2.html#mibu
上記ＵＲＬの通り、アチコチで開催されております。さて、ドコに行くか？

2014年02月16日05:47

おススメの場所をご存知の方は、ゼヒお教えください。

もっと見る

●伏見稲荷：初午大祭（はつうまたいさい）（２月４日）
http://inari.jp/

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
２月５日

●特別公開 東寺 五重塔・観智院（２月５日）
http://www.kyokanko.or.jp/huyu2013/huyutabi13̲01.html#14
など、見たいと思っています。

2014年02月05日18:44

京日記 第二十三段 甲午
２月４日

※ なお、ウメが咲き出す２月中・下旬に、また上洛しようと思っています。

2014年02月04日19:35

コメント

もっと見る
和柄野@介護職員 のつのつ
みなとみらい ☆マカロン☆

イイネ！（8）

<

2014年01月

>

はましん

八重歯の京都人

Kuri

まれびと

日 月 火 水 木 金 土

5

6

7

1

2

3

8

9

10 11

4

おすすめ情報

コメント

12 13 14 15 16 17 18

☆マカロン☆ 2014年01月28日 09:41
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題名「如月」

一歩先行く体臭ケア？
体臭の原因物質を洗い
流す石鹸が登場！

26 27 28 29 30 31

年が明けたと思ったら、あと一週間ほどで如月になるんですね・・・ホント早いです。

mixiプレミアムに
お得なクーポン登場!?

過去の日記
過去日記の閲覧設定
2014年
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2013年
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京都へ行かれるとのこと。

←← 今すぐ確認！

羨ましいですね！ あたたかいと言ってもまだまだ寒いですからどうぞお気を付けて
行ってらっしゃいませ(*^̲^*)
コメント

みなとみらい 2014年01月28日 09:59
2月はまだまだ寒いですよ〜。調度花塔路の時ですね。八坂の塔から高台寺あたりが
ライトアツプがあるかも知れません。山下公園（夜）狐の嫁入りが見れるかも知れませ
んね。京都はお寺をたずねて見て「なんかやってる」っのが多いですよね。

テイスティ高橋さんの近況
甲午 如月（きさらぎ）二

コメント

日記の使用状況
1.4MB/200.0MB

困ったときには
ひろえんぴつ 2014年01月28日 10:43

ヘルプトップ

URLを拝見しました。沢山の寺院で行われているので、迷ってしまいますよね。

利用上の注意

壬生寺は、タイヘンな混雑だと聞いています。なるべく人混みの少ない所がゆっくり楽

規約違反の通報

しめて良いかと思いますが‥どこも同じかしら
参考になるお話ができず、スイマセンσ(^̲^;
数日の滞在ですが、楽しんでくださいね。
コメント

テイスティ高橋 2014年01月28日 14:08
> ☆マカロン☆さん どうも、ご心配いただきありがとうございます。
昼間の気温が１０℃以上あれば、けっこうラクです。

http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1920626677&owner_id=59902448&org_id=1919912... 2014/02/16
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天気予報では、京都はしばらく１０℃以上が続くので、チャンスだと思いました。
テイスティ高橋 2014年01月28日 14:08
> みなとみらいさん 今回の節分はタマタマ暖かそうですが、当然、一時的なので月中
は「お休み」します。
京都も節分が終わると、行事もさすがに減り、月末から３月に入ると、また増えてきま
す。
そうしたら、また「活動」を開始します。
テイスティ高橋 2014年01月28日 14:13
> ひろえんぴつさん そうなんですよ！
できれば、全部見てみたいですが、身体は一つしかないので、見ても二、三箇所がイイ
ところでしょう。そうですか「壬生寺」は混むのですか・・・
もう少し、調べてみます。
まれびと 2014年01月28日 22:36
おおぅ

自由往来、いいですね

ほんま迷いますね〜
一覧するとすごい数の節分祭です。京都中の鬼が退治されそうw
寒い京都も楽しみがいっぱいで、ええなぁ♪
ますます、湯豆腐・熱燗が美味しいでしょうね(笑)
コメント

テイスティ高橋 2014年01月29日 10:16
> まれびとさん 今回は幸運にも暖かそうな節分だったので、行くことにしたので、ある
意味「オマケ」みたいなもんで、６日に帰りますよ。ホンバンは月末〜３月初旬ですね。
パント・マイムで有名な「壬生寺の壬生狂言」、テレビ・ニュースでよくやっていますが、
混んでても、一度見てみたいと思ってます。
のつのつ 2014年01月29日 20:42
こんばんは。
私もURL見せていただきましたが、本当に沢山の神社仏閣で節分の行事があるんです
ね!迷いたい所ですが、上賀茂神社にまた行ってこようと思います(^^)
晴れるといいですよね(^o^)／˜˜
コメント

たか 2014年01月30日 02:02
今回は主に節分がターゲットなんですね
それで寒いし早く帰るのかな？？二月も終
盤、北野天満宮では梅が咲きますかね。そのころには僕も京都、行けるかな？？お金
が心配だけど。。
また、ガストでミーティングして行きたいですね
コメント

テイスティ高橋 2014年01月30日 11:48
> のつのつさん 四日にまたがる行事もあるので、できるだけ見たいと思ってますけ
ど、所詮、限界がありますね。まあ、ムリしない程度に廻りたいと思ってます。天気はマ
アマアの予報ですが、段々寒くなるみたいですね。
テイスティ高橋 2014年01月30日 11:54
> たかさん 京都歳時記を見ると、２月も２５日以後になると、行事がドッと増えますね。
やはり極寒のうちは、行事やってもどうもネ・・・ ウメなど花も咲いてこないと・・・
そのころ、一緒にいろいろ行きましょう！
和柄野@介護職員 2014年01月30日 14:04
お祭り好きな私からのオススメをしておきます。京大近くの「吉田神社」を観に行かれて
は如何でしょうか？800件近くの出店が出ていて、大変賑やかで、見て歩くだけでも楽
しいです。詳しくは、こちらで→ http://www.digistyle-kyoto.com/event/nenjugyoji/p
ost̲180.html
コメント

テイスティ高橋 2014年01月30日 14:20
> 和柄野@介護職員さん オオ〜 これは、貴重な情報をありがとうございます！
4日までやってるところが、ウレシイですね。行ってみたいと思います。
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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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