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こちらは総雨量１００ミリ以上なんて予報の土砂降りです（ーー；） 

今日は残念でしたが、他は本当にラッキーでしたね。 

 

来月はまた楽しんでくださいね、 

お疲れさまでした（＾ω＾）

> みゃおさん ホントに台風がたくさん来ますね  おまけで秋雨前線も停滞して  

 

その状態の中では、ずいぶんマシでした(^_^)！ 

来月は、もっと良い天気が続きますよう

高橋さんは晴れ男の人だもん、大丈夫ですよ（＾ω＾） 

 

大文字山、楽しんでくださいね。 

 

また都合が合えば散策しましょう。

あら～台風被害がかっただけよかったです！ 

台風を追いかけるように、帰られるんですね。 

 

帰路、お気をつけて(--)//~ 

今回も楽しませていただきました◎ありがとうございました。 

 

南大阪は10cm程の浸水に突然なったらしいです  

すぐに引いたらしいですが、大事にならなくてホッとしました(^^) 

また来月ですね！ 

大文字山よろしくお願いします(*ﾟ▽ﾟ)ﾉ

> まれびとさん 同窓会があるので、ちょい早めに出京します(^_^) 

また１０月に入ったらスグ戻って参ります！ 

またよろしく！

> のつのつさん そんなでしたか！ 

 

渡月橋あたりもスゴイでしょうね～ 

昨日、渡月橋を渡りましたが、すでに、かなりの増水してました  

天気予報では、台風１６号は今日昼頃から近畿地方に最も近付き、京都は１０㎜以上の大雨に

なるとのことなので、本日の外出は控えることにしました（現在、ドシャ降り）  

 

なお明日２１日朝、出京しますので、今回の京日記はこれで終了いたします。閲覧、コメント下

さった方々には、改めて御礼申し上げます。 来月６日に、また帰って参ります。  

 

※ （今日はザンネンだったが）今回は、ちょうど秋雨前線が停滞したにもかかわらず、幸い、昨

日までほとんど雨に降られることはなかったのでヨカッタ！(^_^)！  
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イイネ！（14）  dateko  ひろえんぴつ  Gu! chon  ぴょん  tonco  Kuri  よっし～  

☆マカロン☆  jinkan_mizuho  命人＠蘇民将来３号  
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今日の雨で、またギリギリまでいっちゃうんでしょうか？  

 

来月は、晴れが続くとイイですね！ 

よろしくお願い致します

今回も日記楽しませて頂きました。 

有り難うございます。 

この悪天候の中 ほとんど雨に遇わずにって流石ですね～!  

明日は風と共に去りぬ…ではなく台風と共に戻りぬ…になりそうかしら  今週いっぱい

曇りと傘マークです。秋晴れの爽やかな空が恋しいです。10月の好天候私も期待してま

す。 

お疲れさまでした。

> Kuriさん いつも京都の神仏に晴天祈願？しているごりやくでしょうか。雨らしい雨は、２０

日以外、記憶にありませんでしたσ(^_^;) 

 

さらにそういう天候なので涼しくて、ラクでした(^_^)！ 今の季節、カンカン照りというのもツ

ライものがあります。 

 

コレは、ほかの方にも言ったことがあるのですが、ヤフーの天気予報、横浜では、ホボその

通りになるのですが、京都の予報は、先週、ホボハズレでした  

 

盆地だから予報が難しいのでしょうか？ 

一週間、強めの予報になってしまってました。 

 

来月は爽やかな晴天が続いてくれると良いのですが(^_^) では！

素敵な日記をありがとうございました。 

今回は特に竹の小径の写真がよかったです。 

またすぐに戻ってこられるのですね。 

今度は穏やかな晴天のご滞在となりますように。

> おけっとさん コメントをどうもありがとうございました  

 

おけっとさんも竹林がお好きのようですね(^_^)！ 

 

１０月は、奈良の竹林も訪れたいですね！ 山辺の道を歩きながら・・・ 

奈良にも竹林があるんでしょうか？ 

山野辺の道は何度も歩きましたが、あまり意識して竹林を見たことはありませんでした。 

奈良へお越しの節はぜひお声をおかけくださいね。

> おけっとさん 山辺の道の７割は歩いたのですが、どこかにあったような？  

 

そうそう、平等寺の手前（桜井駅寄り）で、確か竹林を通り抜けた記憶があります。 

 

ほかにもありそうな気がしたのですが、探してみます。 

 

奈良に行く節は、いろいろ教えてください

素敵な景色を沢山見せて下さってありがとうございました(^^) 

詳しい解説もとても興味深く、京都の空気感が伝わってきました  

 

高橋さんの生活スタイルがとても羨ましいです！ 

またの日記を楽しみにさせていただきます♡

> toncoさん どうも恐縮です  

 

読書の皆様と、一緒に歩いているような感じが出るよう書いておりますσ(^_^;) 

 

また来月、日記の中でご一緒いたしましょう(^_^)！

今頃は、横浜に着いたころでしょうか。 

お疲れさまです。 

 

今回も、いろんな京都を紹介くださり、ありがとうございます。 

楽しかった！ 
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来月、大文字でお会いしましょう！ 

 

> ひろえんぴつさん いつもコメントをありがとうございます！ 

 

今、「長篠設楽が原」サービス・エリアです！ 

そうです。あの鉄砲3,000丁の古戦場です。長篠の合戦解説コーナーとかあって面白いで

す。合戦場が一望できます

 

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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