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前の日記 ¦ 次の日記
2014年02月15日23:05

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。

ようやく、一年でイチバン寒い時期を通り過ぎようとしています。
本格的な春の到来は、まだまだですが、ウメが咲き出す頃です。
昼行高速バスにて、２月２３日（日）夜、入京する予定です。

2014年02月16日21:17

八重歯の京都人
（京都記念予想）S
PAらしい一日の…
(11)
2014年02月16日05:47

もっと見る
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
2014年02月05日18:44

京日記 第二十三段 甲午
２月４日
2014年02月04日19:35

それにしましても、今年は雪がよく積もる年です。
先週２月８日（土）、昨日２月１５日（土）も大雪となり、高速バスが運休となってしまいました。
来週２３日（日）は、無事運行されることを祈っております。
今回の見学候補地は、下記のとおりです。
●２月２４日（月） 上賀茂神社・幸在祭(さんやれまつり)
●２月２５日（火） 北野天満宮・梅花祭
●３月 １日（土） 宝鏡寺・雛祭
●３月 ２日（日） 平等院・関白忌(本年は、修理中のため中止らしい？)
妙心寺龍泉菴
●３月 ３日（月） 下鴨神社・流しびな
市比売神社・ひいな祭
●３月 ５日（水） 真如堂・涅槃会法要と涅槃図公開
など、見たいと思っています。
※ なお、サクラが満開の３月下〜４月上旬に、また上洛しようと思っています。

もっと見る
<

2014年02月

コメント

日 月 火 水 木 金 土
1
2

3

4

5

6

7

9

10 11 12 13 14 15

イイネ！（5）

はましん

八重歯の京都人

Kuri

まれびと

☆マカロン☆

おすすめ情報

8

一歩先行く体臭ケア？
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体臭の原因物質を洗い
流す石鹸が登場！
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☆マカロン☆ 2014年02月16日 00:00
先日、横浜を旅行した際、外人墓地周辺に夏みかんがなっていました。

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

やはりこちらよりかなり暖かい感じでしたね。港の景色もとても綺麗でホントにいい所で

←← 今すぐ確認！
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ここの所、週末毎に降りますね
重たい湿った雪でホント困ります。
また京都に行かれるのですね！
気をつけて楽しんで来て下さい(^ ^)
コメント

テイスティ高橋さんの近況
まれびと 2014年02月16日 00:31

日記の使用状況
1.4MB/200.0MB
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梅の季節になりますね…
上洛される時は、晴れますよう願っております。
どっちでしょー？

困ったときには
ヘルプトップ

京都に帰る感じですか？やっぱり「いざ京都へ」かな？

利用上の注意
規約違反の通報

長旅の感覚でもないですよね。
京都ｉｎ→ Ｏｕｔで、スパッと空気がかわるのを私は感じたりします(笑)
コメント

仙ちゃん 2014年02月16日 02:11
２月２５日（火）は偶然にも北野天満宮の初出勤の日。 解説は出来そうにありません
が、宝物殿にいますよ。
コメント
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ひろえんぴつ 2014年02月16日 08:16
各地で梅がポツポツ咲き始めました。間もなくサクラも‥まちきれない蔵ですね。
最近はバスでの入京が多いようですね。23日無事に運行されますように
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テイスティ高橋 2014年02月16日 10:04
> ☆マカロン☆さん 金曜日、土曜日と、たいへんあわただしかったです。
今日は、やっと日常に戻ったといった感じです。
でも、今も「雪カキ」している音が聞こえてきますよ（昨日だけでは不十分）。
昨日、必要で最寄駅前まで歩いたのですが、雪カキが追い付かないので、エライ難儀
しました。
在京中は、おだやかな天候でいてほしいと、願うばかりです。
テイスティ高橋 2014年02月16日 10:05
> まれびとさん 地球は「温暖化している」という説が一般的になっていますが、
「寒冷化している」という学説も、あることはあります。
なんか、信じたくなるほどの大雪（このへんでは）でしたヨ！
幸い、私が京都・大阪行きのバスに乗る２３日は、雪だけは降らないようでホッとしてい
ますが、まだ気を抜けず緊張があります。だから、今は「いざ京へ！」ですね（笑）
テイスティ高橋 2014年02月16日 10:05
> 仙ちゃんさん 北野天満宮も担当されるようになったのですね。
宝物殿は、毎月２５日の縁日の日は、開館するとのことなので、入ってみますね（初め
て）！
テイスティ高橋 2014年02月16日 10:06
> ひろえんぴつさん まさに「ウメは咲いたか、サクラはまだかいナ」という「江戸端唄」
の心境です。
来週の今日、２３日の昼に乗る予定の京都・大阪行きの便、昨日も今日も運休だそうで
す。横浜市中のバスも、昨日は、ほぼストップ。今もまだ、運休路線がたくさんありま
す。
私が京都・大阪行きのバスに乗る２３日は、雪だけは降らないようでホッとしていま
す・・・
たか 2014年02月16日 11:08
今回は行事がたくさんありますね
こちらはやっと堺に帰ってきました。こちらは海沿
いだからか風があって昼間は京田辺市よりは寒いですね(＞人＜;)
2日は楽しみにしてます（^人^）
仙さんは妙心寺ですかね？？
今日は堺は晴れてます。明日は病院で仕事帰りに寄るので、近くに駐車場あるか見に
行きます。
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のつのつ 2014年02月16日 12:21
寒い日が続きますね。昨日テレビで黄色やピンク色に咲いた梅の花に雪が積もってる
のを見たのですが、すごく美しくて綺麗で、次に雪が積もったら北野天満宮に行かない
とって思ってしまいました。
次は上賀茂神社にも来られるんですね!!
雪もなく無事に来られますように(^-^)/
コメント

テイスティ高橋 2014年02月16日 17:18
> たかさん やはり慣れ親しんだ「自分のすまい」は、落ち着きますか。
仙ちゃんさんは、２日、妙心寺の勤務を申請してくれています（たぶんＯＫとのこと）楽し
みですね。
気温が１０度くらいあるとイイですね。
テイスティ高橋 2014年02月16日 17:31
> のつのつさん 「雪景色を京名所を見に行く」というのは、リッパな「京マニア？」です
よ。私なんか「及び腰」になってしまいます。
我が庵も、けっこう交通の便はイイのですが、「出町柳」以北、下鴨、上賀茂神社などに
行く時は、チョッと不便なのです。でも、幸在祭(さんやれまつり) って、どんなお祭りか
見てみたい気持ちです。気温が最低８度以上あれば「御の字」なのですが・・・
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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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