
65歳から株をしてはいけない理由
なぜいま株価が乱高下するのか？株で勝つ人負ける人の違いとは何か

 

<< テイスティ高橋の日記一覧へ 前の日記  |  次の日記

今朝起きてスマホを見たら「アクティベーションが必要です」との表示が出ていて、立ち上がらな

い！  

 

つまり「スマホを失くしてしまった状態」と同じで、大いにアセった！　朝イチで「SoftBank」に行か

なければ・・・  

 

今日は、まず「城南宮」に行く予定にしていたので、８時半、我が庵を出、徒歩約１２分してＪＲ

「花園」駅より「京都」駅で下車。  

 

地下道を歩き「ヨドバシ」のSoftBankで看てもらったところ、復旧してホッとした。アップ・デート中

に電池が切れたらしい？とのこと。ナンでも元に戻れば、ソレでイイ！  

 

今日も快晴に近い。  

「八条口」に廻って「Ｅ１」バス乗り場に行く。  

 

「洛南エクスプレス」という城南宮を経由するバスが、約２０分おきに出ている  

 

通称「らくバス（今年３月の写真）」。よくわかんないバスだが？  

 

でも、かなり豪華なバス  
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１５分ほどで、城南宮一之鳥居まで徒歩５分ほどの「油小路城南宮」というバス停で下車する  

 

城南宮一之鳥居  

 

ナゼ？ココに来たのかというと、先月、東北・北海道旅行した時に、いろいろキワどい目？に合っ

たのだが、帰宅してみたら城南宮のお守りが消えていた！  

 

マイミクののつのつさんに寄れば「身代わりになってくれたかも」とのことで、思い当たるフシもあ

り「御礼参り」と、新しいお守りをいただくために来たのだ。併せて、本日は城南宮の大祭とのこ

と。ちょうどヨカッタ・・・  

 

お祭りの準備が進んでいた。  

 

夕方から出る露店の機材  

 

困ったときには

日記のヘルプ

利用上の注意

規約違反の通報

メンテ・障害のお知らせ



 

ご本殿  

 

御礼する  

 

コレが忽然と無くなっていたお守り。再びいただく  



 

バス停が近く助かる。再び「京都駅八条口」へ  

 

次に、今日は後祭の「鉾曳き初め」がある。  

山鉾は組み立てると、正常に作動するかどうか、ホンバンさながらに、実際に曳いて確かめる行

事がある。  

 

昨年は「南観音山」の「お曳き初め」に参加したので、今年は「北観音山」の「お曳き初め」に参加

することにした。  

 

地下鉄「京都」駅から「四条」駅で下車。  

 

「綾小路通」を徒歩１０分ほどして「新町通」に入ると「大船鉾」が見えてきた。後方には南観音山

も見えている  

 

大船鉾、南観音山、北観音山は、１５時に同時一斉に「お曳き初め」をする手筈になっている。  

 

お曳き初めの準備が進む大船鉾  



 

そして、この「龍頭」が今年新調された！　「瀧尾神社」からの寄進だそうだ  

 

ナカナカ迫力ある彫刻である  

 

滝尾神社の拝殿天井の龍の彫刻と、幕末に焼失した大船鉾の龍頭は、当時活躍した彫刻師・

九山新之丞（くやましんのじょう）・新太郎親子の作ではないかというのが最近の研究結果。  

そこで拝殿の龍を参考に２年がかりで、大船鉾の龍頭が再現されたそうだ。  



 

 

「四条新町」から見る四条通。前祭の痕跡は何もナイ・・・  

 

四条新町交差点を渡り、新町通を北上すると「南観音山」がハッキリ見えてくる  



 

「お曳き初め」１時間１５分前だというのに、チヨッと遅れている感じ  

 

 

南観音山を通り越すと「北観音山」が見えてくる  



 

南観音山より準備が進んでいる  

 

お曳き初めに使うロープ２本  

 

フル装備に大童  



 

新町通から、となりの室町通をブラつく。「黒主山」は組み立て始めたばかり  

 

浄妙山も組立て始め  

 

黒主山の提灯の取り付け  



 

「鯉山」は、組立て終わっていた  

 

鯉山の会所は、例の昨今人気のお宝をすでに展示し始めていた  

 

 

鯉山のお宝についてはコチラ↓  

山鉾建・山鉾見学：http:// shb.mai n.jp/cl ip/log1 607-hok o.html  

 

呉服屋（白生地問屋）を営んでいた「吉田家」の屏風祭。典型的な立派な京町家。  



 

昨年と展示品が違う！  

 

 

北観音山の曳き初めロープ  

 

搭乗員の準備もＯＫそう  



 

南観音山より豪華  

 

いよいよロープが伸ばされる。昨年は北に進んだが、今年は、まず南に進むとのこと  

 

皆、ロープを握り始める  



 

 

 

反対側のロープも伸びる  

 

コチラは小学生が招かれているらしい  



 

「音頭取り」の「エンヤラヤー」の掛け声と「前のめりで扇を突き出す」動作で、皆、一斉に引っ張

る  

 

少しづつ動き始める。「蛸薬師通」まで動かすとのこと  

 

振り返ると南観音山も南に動いている  



 

停止  

 

南観音山の松が左右に大きく揺れている  

 

蛸薬師通まで来たところで、ロープを反対にして元の位置にもどる  



 

南観音山もロープを反対にして元の位置にもどる  

 

ココまでで帰ることにして四条通へ向かう  

 

四条新町から見る南観音山  



城南宮の身代わり御守りの話、なるほどーですね♪ 

龍頭は、丸まる福ぶくしくて、愛らしい印象です。 

150年でした？待ってたんですもんね、(￣▽￣;) 

北観音山は通学路でしたから毎日この道を通ってました。 

こういう写真を見ると懐かしいです。

城南宮のお礼とお守り購入出来てホッと一安心ですね  

一寸法師だったんですね！可愛い(´∇｀) 

 

大船鉾の龍頭気になってたんです！ 

カッコいいですね  

これを大船鉾に積み込む所も気になりますね。 

龍頭だけ見に行ってこようかな(*^ω^*)

鯉山まで来られてたんですね。 

 

何故かしら鯉山は早いでしょう(笑) 

マスコミの取り上げられて人気になったお陰で、やってる方は大変ですわ

お守りが身代わりになってくださって本当に良かったです 大船鉾の龍頭早く観たいです

実は北観音山の音頭取りの向かって右側のお兄さんのファン歴４年なんです💕来年

は曳き初めに参加したいなぁ

あそこは吉田屋というところの屏風祭だったんですね。。前祭でもかなり雰囲気良く目立っ

ていて。。 

大船鉾の彫刻はかなり凝っていますね。実際見てみたいなぁ。。 

関係なですが船鉾を見るたびに長崎のお祭りを思い出します。（京都の次に好きでよく出

かけるところなので）

龍頭は、瀧尾神社（たきおじんじゃ）に奉納されてから大船鉾に取り付けられました。

ホンマに、お守りが身代わりになったんですね。 

龍頭、なかなか良いですね  

早く見てみたいな。

スマホに付いていた御守りが変わったと思っていましたが、無くされていたんですね。 

のつのつさんの言うとおり、きっと身代わりになってくださったと思います。 

良かった( ^_^) 

 

大船鉾の龍頭、物凄く迫力がありますね。 

二年がかりというのも頷けます。

> まれびとさん 城南宮は「方除けの大社」として有名で、特に私のようにアチコチ行く人間

にとっては「良くない方角」というのは、けっこう切実な問題になります  

 

きっと、先月は東北の方角が凶だったのかもしれません・・・ 

城南宮お守りにより危機を未然に防げたと考えられたのでした！ 

 

 

阪急「烏丸」駅から「大宮」駅で下車。  

嵐電「四条大宮」駅より「太秦広隆寺」駅で下車。スーパー・マツモトに寄り、帰った。  
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１５０年前の姿に復旧させるためには、まだまだアイテム？が足りないそうです。毎年少し

ずつ付け加えていく一種の楽しみがありますよね(^_^) 

 

船体だって今は白木ですが、そもそもは総黒漆塗りだったそうですから

> 仙ちゃんさん 北観音山の曳き初めまで時間があったので、仙ちゃんさんの小学校で涼

んでいましたよ(^_^) 

カゼが通って比較的涼しかったでした  

僕も仙ちゃんさんのかつての通学路を歩いたワケだ！ 

 

仙ちゃんさんも小学生の頃、お曳き初めとかやったんでしょうね・・・

> のつのつさん 最初はプラ製でスマホにキズが付かないので購入したのですが、城南宮

は「方除けの大社」だったのですね！ 旅行にも最適だったワケですねσ(^_^;) 

 

きっと、先月は東北の方角が凶だったのかもしれません・・・ 

城南宮お守りにより危機を未然に防げたと考えられたのでした！ 

 

龍頭は、やはり黒漆塗りされるか、金箔張りになるのでしょうね？

> よっし～さん 鯉山のみスタンバイOKになっててびっくりしました！σ(^_^;) 

 

お店を覗いたら、皆さんお忙しそうに動きまわられていましたね

> パエリアさん お守りについては、上のまれびとさん、のつのつさんへのコメントのような

ことでした(^_^)！ 

 

龍頭、早く色も着くとイイですね(^_^)！ 

 

北観音山はスタッフが多く、かなり丁寧に指導されていましたよ  

 

僕の横で「やっぱり右に寄るなあ～」と2人のスタッフが、額にシワ寄せてましたわ。後で調

整するんでしょうね。 

 

チョッとチカラを抜くと、すぐ止まっちゃうのには笑いました  

手抜きできないですねσ(^_^;) 

スタッフは「曳いて曳いてください」とヒッシの叱咤激励するんですが、ナゼかすぐ止まって

しまう？ 

マア面白かったです！

> datekoさん この吉田屋さんの家紋（店頭の幔幕）、「立ち沢瀉（おもだか）」というのです

が、なんと我が家の家紋と全く同じ！ 

 

別に姻戚関係は、一切無いのですが・・・ 面白いですねσ(^_^;) 

 

ちなみに去年の展示品はコチラ  

屏風祭：http:// shb.mai n.jp/cl ip/log1 607-byo u.html 

 

毎年同じというワケではないのですね  

> とか爺さまさん そうでした！ 書き忘れてしまいました  

ご指摘ありがとうございました

> みゃおさん 最初、のつのつさんに言われた時は、気が付かなかったのですが、夜布団

に入って、ハタと思い当たる現象を思い出したのでしたあσ(^_^;)！ 

 

龍頭、リッパですよ！ 

早く色も着くとイイナ！

去年、鯉山の会社の屏風が新作で残念でした  

今年も見られるかな？ 

 

龍頭は色を塗るんですね、いつ仕上がるんだろう？来年かな？

> ひろえんぴつさん お気が付かれていてウレシイです  

 

上のまれびとさん、のつのつさんへのコメントのような詳細でした(^_^)！ 

 

龍頭だけでなく、マダマダ足りないアイテム？は、多いのだそうです  

毎年、少しずつ付け加えていく楽しみもありますね(^_^)！ 
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> みゃおさん 皆さんお忙しそうに動いていらっしゃいましたわσ(^_^;)！ 

 

龍頭だけでなく、マダマダ足りないアイテム？は、多いのだそうです�� 

毎年、少しずつ付け加えていく楽しみもありますね(^_^)！
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