


 
祇園祭も終わって、京都もほんまもんの夏がやってきました。

そういえば。今年はまだちまきを食べてない。

柏餅も水無月も食べたのに。どこで忘れたんやろ。



木屋町通りを上がってると、なにやら人だかりが。

ここは夜の街なので、朝はあまり人通りがないんですが、

ドラマの撮影をやっているようです。

スタッフの数が半端なく多いので、主役の人、誰だろう？と、、わかりませんでした。

ドラマ見ないですから。無理がありました。

この浴衣の人は、ただの通行人です。





 
百日紅の花は炎のようで、いかにも夏の感じがする。

寺の銀杏も青々としています。

夏やなあ、、、蝉うるさい。



 
夏の写真は影が深くなります。





 
椿の実、つやつや。





 
これはちょっと初めてかも。

家の玄関前にキュウリです。

この状態でも金山寺味噌をつけたら美味しそう。





 
子供の頃、毎年夏になると部屋の前に竹を細く割ったのを立てかけて

朝顔の苗を植えて日よけにしたものでした。

今日は、そんな風景を探しに来たのです。









 
朝顔といえば、赤や青、紫一色やと思ってたけれど、

こういうのもあるんやなって、子供の頃の自分に教えてやりたい。







うーん、涼しそう。入りたい。

でも、残念ながら見た目ほどきれいな水でもない。

琵琶湖疎水から流れてきているので。



 
ここは美味しいけど、ちょっと高目のお店。

だから気安くは入れない。

この配色が好き。



 
おやキミ。こんなところで日光浴かい？

黒クマになっちゃうぞ。





 
その色が暑苦しい！

と、八つ当たり。

 
平安神宮前は道路が廃止されて、見た感じが良くなりました。





 
京都市美術館の裏手にこんな雰囲気のいい散歩道があります。

コロコロしてるのは杉の種の入った杉ボックリ、でいいのかな。



帽子かわいい。

春はこんな感じでした。





桔梗って秋の花のように思いがちですが、

実は７月に咲く花です。





 
虫食い穴だらけ。なんか可笑しい。









 
ここで金魚すくいをするらしい。



 
祇園神社まで戻ってきました。

こういうちょっとした気遣いがええなあ。

なんとのう涼やかさを感じます。

 



 
頭から被りたい。









 
暑中お見舞い申し上げます。

 
 

高解像度版はこちらから。

https://plus.google.com/114885429053251684713/posts/XS2qKUtyaQg

https://plus.google.com/114885429053251684713/posts/XS2qKUtyaQg


真下魚名の既刊

京都路地入 -Kyotolgie - 前祭
Flower Garden Ⅲ Hydrangea
Flower Garden Ⅲ
お散歩カメラ

京都路地入-Kyotologie- 軒の下ガーデン
Travelogue ep.10 ランチに間に合えば
たそ彼時まで

京都路地入-Kyotologie- 鴨川
passer un après-midi 13
梅催い、晴れ

京都路地入-Kyotologie- 二条通
passer un après-midi 12
京都路地入-kyotologie- えべっさん
京都路地入-kyotologie- 京都駅０番線
le temps
からくれないに　Ⅳ

京都路地入-kyotologie- 御所一般公開
Travelogue ep.9 ここのPizzaは出前を頼めない
京都洛以外-Kyoto Lucky guy 2
Travelogue ep.8 タルトまで６０km
京都路地入-kyotologie- 萩を巡りて
Travelogue ep.7 晩夏を探して
passer un après-midi 11午後の過ごし方
京都路地入-kyotorogie 祇園祭　後編
京都路地入-kyotorogie 祇園祭
京都洛以外-kyoto Lucky guy 三室戸寺
京都路地入-kyotorogie 一保堂
京都路地入-kyotorogie 無鄰庵 茶室
京都路地入-kyotorogie 無鄰庵
京都路地入-kyotorogie 吉田山
サマータイム・ブルーズ２ 
京都路地入-kyotorogie 一条通
桜守りの庭　後編

Travelogue ep.6 嵐電 後編
Travelogue ep.6 嵐電
梅催い、雨模様

「passer un après-midi 10午後の過ごし方」  
冬の手紙２

冬の手紙

空と窓と、京都の路地は奥に深いです tou+4.5
空と窓と、京都の路地は奥に深いです tou+4
ilminaria 2
ilminaria
Flower Garden Ⅱ
Travelogue _ ep.05 山へ行く
Flower Garden
Travelogue _ ep.04 蓼科へ
passer un après-midi 9　午後の過ごし方」
Monochrogue
passer un après-midi 8　午後の過ごし方」
passer un après-midi 7　午後の過ごし方」
空と菖蒲と、蓮と

空と窓と、京都の路地は奥に深いです tou+3< 
空と窓と、京都の路地は奥に深いです tou+2
Travelogue _ ep.03 近つ淡海
passer un après-midi 6　午後の過ごし方」
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Photo「空と窓と、京都水族館はペンギンで一杯です」
「passer un après-midi 5　午後の過ごし方」
Photo「空と窓と、京都の路地は奥に深いです tou+1」
Photo「花水硝」
「passer un après-midi 4　午後の過ごし方」
Photo「空と窓と、京都の路地は奥に深いです tou」
「passer un après-midi 3　午後の過ごし方」
Photo「空と窓と、京都の路地は奥に深いです Qu」
「passer un après-midi 2　午後の過ごし方」
Photo「空と窓と、京都の路地は奥に深いです nYa」
「passer un après-midi　午後の過ごし方」
Photo「空と窓と、京都の路地は奥に深いです na」
「Travelogue ep.02 桜巡り」

ー　僕カノシリーズ　ー　バックナンバーズ 
「僕が彼女に殺された理由（わけ）」

「僕と彼女の選択の事由（わけ）」

「僕と彼女はそれしか答えを見つけられなかった」 
「僕と彼女はそれでも答えを探し続ける」  
「僕と彼女と複雑な関係者たち」

「僕と彼女と単純な関係式」

「僕と彼女と校庭で」

「僕と彼女と校庭で　夏」

「僕と彼女のアリア」

「黄金の麦畑」 　　1.Largo　
　　2.Allegro molto
　　 3.Adajo 

「黄昏の王国」

　　イーリアス編 
　　アリシア編　

Photo「空と窓と、京都の路地は奥に深いです na」
Photo「空と窓と、京都の路地は奥に深いです mu」
「Travelogue ep.01」
Photo「Hina」
Photo「空と窓と、京都の路地は奥に深いです itu」
Photo「空と窓と、京都の路地は奥に深いです yo」
Photo「空と窓と、京都の路地は奥に深いです mi」
Photo「からくれないに ni」
Photo「bleu, jaune, vermillion」
Photo「H.45」 
Photo「Fly me to Paris　Ⅰ〜ⅩⅣ」 
Photo「祇王　こけのころも」
Photo「空と雨と６月と」  
小説

「ネガティブズ２」

「ネガティブズ」

Photo「空と僕と自転車とni」
Photo「空と僕と自転車と」
Photo「空と椿と木蓮と、そして花水木」
Photo「空と雲と、ぜんぶ鳥のいたずら」
Photo「空と雲と、ときどき春の野を行く」
Photo「空と月と、夜桜デート」
Photo「空と木と、ときどきの梅暦」
Photo「空と窓と、京都の路地は奥に深いです ni」
Photo「空と窓と、京都の路地は奥に深いです」
Photo「空と木とたまに月」
Photo「からくれないに」
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Photo「空と雲と、ときどき月」
Photo「夢みる桜」
ー　その他　ー

傘がない

夕暮れの赤ちょうちん

いもうと

サマータイム・ブルーズ

危険なドライビングマジック

デフラグメント

インフルエンス　あのころの僕たち

花舞い、名残り雪

詞画集「ただ憧憬れだけを」

画集　「彼と彼女の表紙画集」
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