[mixi] 京日記 第七十一段 甲午７月１７日

1/3 ページ

mixiプレミアム

ヘルプ

ログアウト

詳細
コミュ

コミュニティ検索

テイスティ高橋の日記
<< テイスティ高橋の日記一覧へ

前の日記 | 次の日記
2014年07月17日18:51

京日記 第七十一段 甲午７月１７日
編集する

友人の最新日記
あきんどKOM
７月２５日の株式相
場 (1)
2014年07月25日15:06

京のブッチー
白浜で 夏休み (7)
2014年07月24日22:56
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自分の日記
京日記 第七十八段 甲午７
月２４日

さて今日は、いよいよ前祭の山鉾巡行だ。
そんなに早くから場所取りしなくても、まあ大丈夫だとは思ったが、念のため、７時チョイ過ぎに、
我が庵を出る。やや薄曇。まだ朝なので暑さはない。涼しい風も少し吹いている。
徒歩３分の「太秦映画村道」から、６３番の京都バスに乗り、「寺町御池」で下車。新町通から
ズっと「有料観覧席」用の折り畳みイスがズラーと並ぶ。その数、千人分くらいはありそうだ（写
真参照）。まだ「河原町三条」付近は、人通りが少ない。三条商店街入口のドトールで８時半ま
で、朝食を摂りつつ待機。
再び、河原町通に出たが、まだ人通りは少ない。一応、「河原町三条」バス停前の「ロフト」の店
先に陣取る（「仙ちゃん」さんより「河原町通西側」が良いポジション、と聞いていたので）。

2014年07月24日17:49

京日記 第七十七段 甲午７
月２３日
2014年07月23日22:40

京日記 第七十六段 甲午７
月２２日

時々、薄雲の間から陽が出るのだが、そうなると直射日光が当たってツライ。そろそろギャラリー
の姿もチラホラとなってきたが、マダマダ余裕。少し後退して日陰に入る。

テイスティ高橋さんの近況
京日記 第七十八段 甲午７月
京都140724

９時。四条通では、巡行がスタートしたはずだ。予定では、９時５０分頃、目の前を通過するはず
だ。やがて、作業トラックが目の前で止まって、スグ上にある信号機を９０度曲げて引っ込め始め
た（写真参照）。

2014年07月22日21:08
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ようよう来たか！ と思ったが、鉾がなかなか正面を向かない！
「斜め」になったまま動かなくなってしまった。
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京都140724

京日記 第七十七段 甲午７月
京都140723

やっと、目の前に来たのは、１０時１５分頃だった。
しかもあとは、ゾロゾロ続いて来るものだとばかり思っていたのだが、３～４基続くとストップす
る。辻廻しで時間を取られるので前が空く。追い付くまで待っているのだ。
時々、日差しが強くなる。アセが吹き出てくる！
結局、結果から言うと、前祭２３基すべての山鉾が通過し終えたのは、なんと１２時２０分だっ
た。先頭の長刀鉾からでも２時間を超えていた。

過去日記の閲覧設定
2014年
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９時半、河原町通、自動車通行ストップ。のつのつさん到着。
９時３５分過ぎ、はるかかなたの「四条河原町」交差点で、万年先頭鉾「長刀鉾」の姿が見える。
「辻廻し」しているのも判別できる（写真参照）。

京日記 第七十六段 甲午７月
京都140722

正直、暑さは覚悟していたが、時間は、想定していた２倍以上で、まったくグロッキー状態となっ
てしまった。それでも、昨日買った「折り畳みイス」があったので、鉾が来ない間は座っていること
ができ、たいへん助かった。「仙ちゃん」さんにカンシャ！
京日記 第七十五段 甲午７月
京都140721

しかし、やはり巡行はスバラシかった（大昔、見たことがあるのだが・・・憶えていない）！
特に、山鉾の周囲に回し掛けられている掛物は、「動く美術館」の名にハジない！
まったく飽きることがないバラエティーさだ。のつのつさんと感嘆しつつ眺めていた（でも、時々ア
セが胴体を伝わって落ちていくのが自覚できる！）
シンガリの「船鉾」は、華麗！瀟洒！。実に美しい姿形をしていた（写真参照）。

京日記 第七十四段 甲午７月
かくして、巡行見物は「苦楽同時」ということで終わったのだが、できれば見たいと思っていた夕
方６時からの八坂神社の「神幸祭」は、とうてい体力的にムリで諦めた。
ムショーに「塩分」を摂りたくなっており（トーゼンです！）、のつのつさんと寺町通の食堂に入り、
私は「冷麺」を食べた。コレはウマかったですナア！
地下鉄「市役所前」から乗車。のつのつさんとは「烏丸御池」駅で別れ、「二条」駅でＪＲに乗り換
え「花園」駅で下車。マツモト・コースで帰った（帰ってスグのシャワーがサイコーだった）。
※ 今回の前祭山鉾巡行参加の全２３基を時系列に並べた写真をＰＤＦファイルにまとめました。
少しでもフンイキを味わえてもらえたら幸いです。
●下記をクリックして下さい（パソコンか、スマホで閲覧ください）
http://shb.main.jp/clip/gion-jyunkou20140717.pdf
（１０７枚、２３メガバイト、ＰＤＦファイル）
※ 閲覧するには、Acrobat Reader（アクロバット・リーダー）が、インストールされている必要が
あります。
※ 表示されるまで、多少時間が掛かる場合があります。
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コメント
たか 2014年07月17日 19:15
お疲れ様でした。さぞ暑かったでしょうね
各山鉾が見れて良かったです。
僕は舟鉾が好きですね(*^_^*)
来年は巡行の日にお休み取って観たいと思います（＾ω＾）
さて、次は五山送り火ですね。
京都の夏です♪( ´▽｀)
コメント

のつのつ 2014年07月17日 20:08
きはお疲れ様でした
のびてませんか？日記も書かれたことですし、早目に休んで下さいね！
信号機の移動の写真ありがとうございます！それを見逃したのが痛かったですね
コメント

まれびと 2014年07月17日 20:18
さっそく、写真を堪能させていただきました（＾＾）/
感謝・感謝です！！
今頃、ぐったりお疲れでしょうか？
見事に撮れていますね～ｖ
背の高さとが、上に乗ってる人の人数や装束など、ほんまマチマチでよくわかります。
飾りが美術品のごとく、美しいです◎
余談ですが、昨日の宵山で、友人が鉾の上に登らせてもらったそうです。
「上に登れる券」なるのもを、行きつけのラーメン屋の店主さんに４枚もいただいたらしい。
夜の人混みを上から眺める優越感があったという羨ましい話でした。
そんな隠れた地元特権なるものが、あったんですね（笑）
いつか巡行を間近でみてみたいと思いました！！

コメント

Kuri 2014年07月17日 20:19
お疲れ様でした！
雲がいくらか有るようですが蒸し暑さと時々の日照りのなかでの見物はさぞや辛かった事
とお察しします。でも、格好の場所で見られて良かったですね。持つべき物はmixi友です
ね。大昔私は辻廻しの場所で見たのですが その時の記憶が甦ってきて、鉾を曳く人の格
好が面白く感じたのを思いだしました。
ゆっくり休んで下さいね。
コメント

テイスティ高橋 2014年07月17日 21:06
> たかさん イヤー、今回は実にザンネンなことでした。申し訳ないような気もします。「暑
さ」に強いたかさんには「もって来い」なんですけどね！
お仕事が第一ですが、来年はゼヒ、早めに休暇確保して必見してください！
「船鉾」、私も「港横浜」だから、イチバンスキです。優雅ですよー
テイスティ高橋 2014年07月17日 21:13
> のつのつさん 今日は、どうもありがとうございました。のつのつさんも、あの暑さでは
けっこうお疲れのことと思います。体調など崩されませんように。しかし、タイヘンだったけ
ど「良いものを見た」という満足感が強いですよネ！
テイスティ高橋 2014年07月17日 21:25
> まれびとさん タンノウしていただけましたか！ ウレシイです！
まったく「色彩とデザインのアラシ」ですよネ！
キリスト教の宗教画をモチーフにしたタペストリーをゼッタイ御禁制の江戸時代、堂々と見
せびらかしていたのですから、フシギと言えばフシギですよね。
スポンサーが豪商達のお祭ですから、たぶん、ウラ特権とか、極秘特権とかあるのでしょう
ね・・・
テイスティ高橋 2014年07月17日 21:35
> Kuriさん ご心配ありがとうございます。なんとか乗り切りました！
辻廻しを近くで見られたのですか！ それは貴重な見聞でしたね！
実は、一度は考えたのですが、そうとうタイヘンとのことで諦めました。
マイミクさん達には、いろいろ感謝すべきことが多いです。
ひろえんぴつ 2014年07月17日 22:48
暑い中、ご苦労様でした。
23基すべて見られたようで、良かったですね。
日記の内容と写真から、司祭する側も見る側も、どちらも一生懸命！熱気が伝わってきま
した。
どの鉾の錦の織物もきらびやかで、ステキですね
コメント
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テイスティ高橋 2014年07月18日 09:30
> ひろえんぴつさん ありがとうございます。
おかげさまで、良いポジションで観覧することができ、また全２３基、うまく撮影できました。
つい最近知ったのですが、巡行山鉾には「表」「裏」があって、進行方向右側がオモテなの
だそうです。右側に良い掛物を掛けます。
今回、右側から見れたのですが、代償？として直射日光が当たりました。皆、日陰になる
左側に行こうとしますが、これはウラ側を見ることになります。
Kuri 2014年07月18日 09:45
これは貴重な情報！
来年の為にメモ！
コメント

テイスティ高橋 2014年07月18日 09:58
> ひろえんぴつさん すいません！
暑さで頭おかしくなったのか？
間違えてました。右側ではなく左側でしたヽ(´o｀；
お詫びして訂正しますm(._.)m
テイスティ高橋 2014年07月18日 10:16
> Kuriさん すいません！
暑さで頭おかしくなったのか？
間違えてました。右側ではなく左側でしたヽ(´o｀；
お詫びして訂正しますm(._.)m
Kuri 2014年07月18日 11:56
> テイスティ高橋さん
了解ですよ♪(^^ゞ
でも、『左』には特別な意味が有るのかしら？
仏像を彫る時に 左から見る事を考えて木取りをする様にと言われます。
コメント

テイスティ高橋 2014年07月18日 12:44
> Kuriさん 確かに、左側には国宝級の織物が掛けてありました。左側の理由は、聞いた
ような気がしますが・・・
調べておきます。
コメントする

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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