


 
祇園祭が終わると、梅雨明けというそうですが、

今日は梅雨空。ポツポツ降ってきました。



山鉾巡行は、ほぼ２０年ぶりぐらい。

暑いし、人が多いし、で逃げていたというのが正しい。



 
かっこいい。同じ鉾でもそれぞれ役回りによって染めが違う。

 



ビニールがかけられてます。

毎年梅雨の終わり頃なので、雨に祟られることもありますが

よほどの大嵐でもない限り巡行はしはります。



 
このアナログ感がたまりません。



ちょっと横道に入りました。

霰天神山。

えーっと、先ほどのもそうですが、何、この舶来品感覚。



その裏にはこの龍ですから。

龍って、何でこんなファニーな顔なんでしょうね。





ちょっと、本降りになってきました。

どうやろ、続くんかいなぁ。



近頃のカメラは自動焦点式なので、傘持って片手でも

撮影は出来るんですが、光が足りないので

どうにも眠い写真になってしまいます。



 
四条通り。

これが柱と縄だけでできているのが驚き。



わかっていても、毎回感心する。



 
綾小路通りから一回曲がって新町通に出てきはりました。

巡行はくじ順に行われるので、この狭い通りを



どの順番で通していくとか、パズルを解くようなところがあります。

 



 
顔が怖い。

ちっちゃい子やったら、泣くで。



行ってらっさーい。



ちっちゃい子も裃かあ。

祭りのある人生っていいですよね。

一年一年、この日が近づくと気持ちが高まって、また来年という気になる。

受け継いでいくことで、一人前と認められる。





芦刈山、だったかなあ。

四条通りをいきます。

 



油天神山。



 
船鉾きました。

やっぱ、船鉾はいいなあ。この異次元感覚。



にしても、皆さんこの裃を収納する箪笥とか、持ってはるんやろうなあ。







放下鉾が先のようで、ようやく進み始めました。

なに、この稚児人形。可愛すぎるやないですか。



こうやって、



こうやって、



 
できましたー！って感じ。



四条通りにでました。これから辻回しです。



 
後も支えてきました。

ここは一つ、ぐいっと回して欲しいところなんですが。



音頭方が四人になります。

倍になったからといって、パワーが倍になるわけではありません。



 
はい。４分の１しか回りません。

もっとも、あんまり勢いよく回すと横転しかねないので、

４分の１ぐらいでいいのでしょう。





 
船鉾でます。かっこいいです。





 
近い、近い、近い！



 
辻回しのささらを取り出して。



四条通りに出るんですが、下り坂になっているので

後ろで思いっきりブレーキをかけています。

重いので、少し勢いがつくだけで、凄いパワーになってるのがわかります。



凄い人出。

これでもこの新町角は穴場なんです。



岩戸山来ました。

皆さん、結構いらちですね。









 
さて、今度は岩戸山の辻回しなんですが、、

ぐっと回ると観客から拍手が起こるんですが、

失敗すると、あーあとか言うんです。



 
岩戸山さん、３回ぐらい、”あーあ”って言われてました。

これも愛嬌です。



 



 
さて、先に回したはずの船鉾が岩戸山の後ろに来ているのがわかりますか。

くじ順が岩戸山が先だったので、四条通りに出た後、船鉾は一旦

バックで後ろに下がって、岩戸山を先行させたというわけです。

これがまた、勢いがあってカッコよかった〜。



 
烏丸通を横切る船鉾。



THE THREE BEARSでちょっと休憩

焼きたてのスコーンといちごジャム、クロテッドクリーム



観覧席のある御池通。





綾傘鉾の行列。



 
大人気の蟷螂山



 
鶏鉾の稚児人形

 
この後、新町通りを帰っていく鉾を撮影しようとしたんですが、

まさかの電池切れ。

 
残念、無念、また来年！

 
こちらでもご覧いただけます。

https://plus.google.com/114885429053251684713/posts/gMPwYN18rEM

https://plus.google.com/114885429053251684713/posts/gMPwYN18rEM
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