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乙未年： 謹賀新年

あけましておでとうございます！
本年もよろしくお願い申し上げます。
今年、乙未（きのとひつじ）の年は、
・いろいろと抵抗にあい
・面倒なことが生い茂り
・陰気になりがちで
・従来の勢力と新しい勢力とが衝突することになる
ので、煩わしいことやよくない事を思い切って払い落としていかねばならない。
のだそうです。
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足が悪く京都に行けない母親に、今年は美濃吉のおせち
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昨年は、１年３６５日の３分の１、約１２０日を京都で過ごしたことになります。
このペースは、年初からの計画でしたが、今、考えて見ると、よく大きな病気（風邪、歯痛、軽い
ねんざ程度はあった）も、その他事故・ハプニングもなく（葬式も無かった）、母親の症状も悪化
せず、当初の予定通り「ほぼ順調に達成？」できたものだと、我ながら感慨深いものがあると同
時に、「フシギ感？」もあります。

つくものぶゆき

コミケ８７、スタッフさんの名言・珍言集（３０日
最終...
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あけまして、別れました、

コレはひとえに「神仏の御加護の賜物」。たくさんの神社仏閣に参り「無事を祈った御利益（ごり
やく）」だと感じています。
本年も昨年同様、無事に時が進んでいってほしいものだと、切に願っております。
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さて、今年もさっそく１月５日に入京します。
この時期は、正月行事や１０日からの「京の冬の旅」もスタートします。

かもん

2015年の初撮り ＠ 鷲宮神社
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日記の使用状況
1.8MB/200.0MB

また、中・高校時代の友人、鉄道写真家の井上廣和さんが嵐電の撮影などのために、我が庵に
泊りに来たりします（我が庵の場所は、嵐電の撮影基地としては最適かも？）。
井上廣和：https://www.google.co.jp/?gws_rd=ssl#q=%E4%BA%95%E4%B8%8A%E5%BB%A3%E
5%92%8C

Ａ熊

雪遊び
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2015年1月1日 モンベル福袋

それから、ホンの２週間ほど前のことですが・・・
昨年１０月末「まいまい京都」の企画「西陣織元ツアー」に参加した際、ご面識を得ました「上京
おもてなし大使」であり、西陣の元生糸問屋専務の「仲 治實（はるざね）」さん宛に、3.5インチ・フ
ロッピー約３００枚、８インチ・フロッピー約６０枚を発送いたしました。
仲さんの企画「西陣・千両辻界隈まちあるき」

出典：ＪＲ東海 刊 「京の冬の旅」より

http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1937056993&owner_id=59902448
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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

フロッピー・ディスケットは、現在も西陣の力織機で使用されていますが、最近入手困難（現在ホ
ボ売っていない）となったため、仕事柄、たくさん死蔵していた私が、寄贈したものです。仲さんを
通して、何件かの織元で使用されるものと思われます。京都の伝統産業に少しでも役に立つな
ら、たいへん喜ばしいことだと思っています。

今回の主な見学候補地は下記のとおりです。
------------------------------------------------------------------------特別公開
●第49回 京の冬の旅 非公開文化財特別公開
■【期間】平成27年1月10日(土)～3月18日(水)
【洛東】頂妙寺・建仁寺霊源院・六道珍皇寺・清水寺成就院・智積院・東福寺龍吟庵・東福寺勝
林寺
【洛中・洛南】本法寺・妙顕寺・東寺五重塔
【洛西】仁和寺金堂・経蔵 ・ 龍安寺 仏殿・西の庭 ・ 妙心寺三門 ・ 妙心寺衡梅院
https://www.kyokanko.or.jp/huyu2014/
------------------------------------------------------------------------行事
●下鴨神社・初大国えと祭 2015年1月7日（水）
■場 所： 下鴨神社
■時 間： 11時～
■アクセス： 市バス205「下鴨神社前」
http://www.e-kyoto.net/kankou/1/7#event67
●若菜節句祭 2015年1月7日（水）
■場 所： 春日神社
■時 間： 10時～、若菜粥のふるまい:11時～
■料 金： 300円
■アクセス： 市バス205「西大路四条」
http://www.e-kyoto.net/kankou/1/7#event45
●七草粥の振る舞い 2015年1月7日（水）
■場 所： 御香宮神社
■時 間： 9時～
■料 金： 300円(なくなり次第終了)
■アクセス： 近鉄京都線「桃山御陵前」駅
http://www.e-kyoto.net/kankou/1/7#event44
●寒中托鉢 2015年1月8日（木）から
■場 所： 聖護院
■期 間： 1/8～/14(※毎年同じ日程です)※予定
■アクセス： 市バス206「熊野神社前」
http://www.e-kyoto.net/kankou/1/8#event47
●初ゑびす 2015年1月8日（木）から
■場 所： 恵比寿神社
■期 間： 1/8～/12(※毎年同じ日程です)
■時 間： 招福祭(23時閉門)
湯立て神楽・餅つき神事:8日
宵ゑびす祭(夜通し開門):9日10時～
初ゑびす大祭(夜通し開門):10日、東映女優による福笹の授与:11～12時、13～14時半
のこり福祭(24時閉門):11日
宮川町、祇園町の舞妓さんの奉仕:11日14～16時、20～22時半
撒福祭(22時閉門):12日
■アクセス： 京阪「祇園四条」駅 市バス207「四条京阪前」
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http://www.e-kyoto.net/kankou/1/9#event49
●雅風展 2015年1月8日（木）から
■場 所： みやこめっせ
■期 間： 2015年1/8(木)～/11(日)
■時 間： 9時半～16時半(最終日～15時)
■料 金： 800円(一般)
■アクセス： 市バス5「京都会館美術館前」
http://www.e-kyoto.net/kankou/1/10#event30
●祇園のえべっさん
2015年1月9日（金）から
■場 所： 八坂神社
■期 間： 1/9・/10(※毎年同じ日程です)
■時 間： 宵蛭子・七福神のえびす船の巡行:1/9 15時～
蛭子社祭:1/10 15時～
三社詣:10～19時
■アクセス： 市バス206「祇園」
http://www.e-kyoto.net/kankou/1/9#event49
●御弓の神事
2015年1月11日（日）
■場 所： 北白川天神宮
■時 間： 11時～
■アクセス： 市バス3「北白川仕伏町」
http://www.e-kyoto.net/kankou/1/11#event70
●奉射祭 2015年1月12日（月）
■場 所： 伏見稲荷大社
■時 間： 14時～
■アクセス： JR奈良線「稲荷」駅、京阪電車「伏見稲荷」駅
http://www.e-kyoto.net/kankou/1/12#event57
●御粥神事 2015年1月15日（木）
■場 所： 上賀茂神社 下鴨神社
■時 間： 10時～
■アクセス： 上賀茂神社:地下鉄「北大路」駅より 市バス北3「御薗口町」
下鴨神社:市バス205「下鴨神社」
http://www.e-kyoto.net/kankou/1/15#event63
------------------------------------------------------------------------博物館・美術館
●京都文化博物館 千總４６０年の歴史-京都老舗の文化史■2015年1月 6日～2015年2月11日開催
■京都文化博物館 3階総合展示室
http://www.digistyle-kyoto.com/event/tenrankai/bunpaku_chiso.html
●京都市美術館 京都市美術館コレクション展 第2期 「京焼歴代展－継承と展開」
■2014年12月16日～2015年2月15日開催
■京都市美術館
http://www.digistyle-kyoto.com/event/tenrankai/shibi_kyoyaki.html
-------------------------------------------------------------------------
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タック のつのつ jinkan_mizuho
Ｊａｎｅ ☆マカロン☆ はましん

イイネ！（11）

ちゃら♪

みなとみらい

ひろえんぴつ

まれびと

コメント
Ｊａｎｅ 2015年01月01日 08:26
ぁけぉめです！m(_ _)m 今年もちょくちょく上洛してぃきたぃと思ぃます！♪( ´▽｀)
コメント

☆マカロン☆ 2015年01月01日 08:34
あけましておめでとうごさいます！
昨年中はお世話になりありがとうごさいましたm(_ _)m
今年も健康で笑顔いっぱいの年にしたいですね(o^^o)
どうぞよろしくお願いいたします。
コメント

まれびと 2015年01月01日 09:38
ハッピーnewｰyear☆
本年も日記を楽しみにしていますヽ(^^)
宜しくお願いしたします。
1月下旬に大阪に帰りますので、どれか一つでも行きたい～と参考にさせていただきますｗ
コメント
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みゃお 2015年01月01日 10:41
明けましておめでとうございますo(^-^)o
私は１０日に上洛します
伏見稲荷へ初詣、夜の恵比寿神社界隈をそぞろ歩きの予定です
美術館なども良いですね、この日記を参考にして行ってみます
コメント

ひろえんぴつ 2015年01月01日 12:14
新年、明けましておめでとうございます。
旧年中は、お初にお目にかかることが叶いまして、マッコト記憶に残る年となりました。そ
の折は、ありがとうございました。
重ねて、高橋さんが無病息災でお過ごしになられたことは、神様のご加護と思えて止みま
せん。
来年も予定が満載ですね！
それと‥高橋さんが提供された大量の資料、すばらしい。
今後の西陣織の伝統継承に役立ちますよえに。
コメント

みなとみらい 2015年01月01日 12:16
今年もよろしく☆彡
コメント

Kuri 2015年01月01日 13:01
明けましておめでとうございます。
昨年は沢山の上洛記楽しく拝読させて頂さました。有り難うございました。
今年も新年早々に京の雅な新年の行事等を紹介していただける様で 楽しみにしておりま
す。
今年もどうぞ宜しくお願い致します。
コメント

テイスティ高橋 2015年01月01日 15:12
●皆様へ >>>
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い申し上げます。
今年は、去年できなかったような新しいことを何かやりたいと思っております。
具体的にソレが何かは、現在のところマッタク判りませんが、たとえば「新しい出会い」か
ら、何かが発展していくとイイのではないか？、などと思っております（男女のことではあり
ません・・・ まあソレもワルくはないですが(^_-)-☆）。
去年とまったく同じに「名所・旧跡・行事めぐり」だけで、終わりたくはないと思っています。
サテ(@_@) どうなりますやら？
テイスティ高橋 2015年01月01日 15:12
> Ｊａｎｅさん 明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い申し上げます。
とりあえず私も、昨年と同じくらいのペースで上洛したいと思ってます。
今年は、上記「●皆様へ >>>」を目標に、京都滞在したいと思っております。
テイスティ高橋 2015年01月01日 15:13
> ☆マカロン☆さん 明けましておめでとうございます。
こちらこそ、いつも閲覧ありがとうございました。
今年もよろしくお願い申し上げます。
今年は、上記「●皆様へ >>>」を目標に、京都滞在したいと思っております。
テイスティ高橋 2015年01月01日 15:13
> まれびとさん 明けましておめでとうございます。
いつも閲覧・コメントありがとうございました。
ご参考になるようなコメントできればイイと思っております。
今年もよろしくお願い申し上げます。
今年も、とりあえず昨年と同じ感じでスタートしますが、上記「●皆様へ >>>」を目標に、京
都滞在したいと思っております。
テイスティ高橋 2015年01月01日 15:14
> みゃおさん 明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い申し上げます。
今の時期も何かと行事が多く、毎日、ドコに行こうか？ という感じでイイですよね(*_*;
今年も、とりあえず昨年と同じ感じでスタートしますが、上記「●皆様へ >>>」を目標に、京
都滞在したいと思っております。
テイスティ高橋 2015年01月01日 15:14
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> ひろえんぴつさん 明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い申し上げます。
昨年は、お目に掛かれてウレシかったです。
昨年一年間、無病息災で過ごせたことで、「神仏の存在」が信じられるようになりました
ヨ！
実は、けっこうヤバくなりそうになったこともあったのですが、フシギにも・・・
今年も、とりあえず昨年と同じ感じでスタートしますが、上記「●皆様へ >>>」を目標に、京
都滞在したいと思っております。
テイスティ高橋 2015年01月01日 15:15
> みなとみらいさん 明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い申し上げます。
今年も、とりあえず昨年と同じ感じでスタートしますが、上記「●皆様へ >>>」を目標に、京
都滞在したいと思っております。
テイスティ高橋 2015年01月01日 15:15
> Kuriさん 明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い申し上げます。
ご参考になるようなアップができればイイと思っております。
今年も、とりあえず昨年と同じ感じでスタートしますが、上記「●皆様へ >>>」を目標に、京
都滞在したいと思っております。
jinkan_mizuho 2015年01月01日 22:05
あけましておめでとうございます^_^本年もよろしくお願いいたしますm(_ _)m
コメント

のつのつ 2015年01月01日 22:10
明けましておめでとうございます(*^^*)
１年の三分の一を京都に来られてたんですね！
お母様も高橋さんもお元気に過ごされたのも本当に神様に守られてるんですね！みんな
が元気でないと出来ない事ですものね(*^o^*)
今年も沢山の日記や写真を楽しみに待ってますね。
それにしても、私の干支である羊年の良くない事振り払って頑張って行かねば
コメント

テイスティ高橋 2015年01月02日 09:17
> jinkan_mizuhoさん 明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い申し上げます。
今年も、とりあえず昨年と同じ感じでスタートしますが、上記「●皆様へ >>>」を目標に、京
都滞在したいと思っております。
「幸運な出会い」はないものでしょうか？
テイスティ高橋 2015年01月02日 09:21
> のつのつさん 明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い申し上げます。
昨年、いろいろ障害に発展しそうなものは、実は（特にお話しませんでしたが）けっこうあっ
たのですが、神仏のご加護により、ほぼすべて消えていってしまったのです！ 今年も、縁
起の悪いことは消えていってほしいものです。
今年も、とりあえず昨年と同じ感じでスタートしますが、上記「●皆様へ >>>」を目標に、京
都滞在したいと思っております。
こりえこ 2015年01月02日 17:58
明けましておめでとうございます。今年も 日記を楽しみに読ませていただきます。本年も
よろしくお願いします。
コメント

テイスティ高橋 2015年01月02日 19:40
> こりえこさん 明けましておめでとうございます。
楽しい役に立つ？日記めざして今年もガンバります。
今年もよろしくお願い申し上げます。
今年も、とりあえず昨年と同じ感じでスタートしますが、上記「●皆様へ >>>」を目標に、京
都滞在したいと思っております。
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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