


 
他県の人から見れば、奈良も京都も大差ないと思うのですが、

実態は随分と違います。京都にはせんべいを食う鹿はいません。



 



しかし、古都と言う割には昔の家並みがどんどん姿を消していき、

殆どの住民がそれをなんとも思っとらんと言うへっぽこなところは

共通しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



また、それではいかんと思い保全の動きをしている人もいます。

奈良の”ならまち”は実際の地名ではなく、古都奈良の家並みを残し
て新たな観光資源にしようとしているエリアの呼称です。　　

 
この窓枠いいですねえ。黒漆喰壁に同じく漆喰で飾りを
してあります。京都ではあまり見た記憶がないです。



 
奈良といえば奈良漬。

少し味が濃いめなので、ご飯より大和名物お茶漬けに

より一層に出合いものかもしれません。

食べ過ぎると、酔っ払うんですけど。



こう言う素敵なお店も。



 
すごいなこれ。中から見て見たい。



砂糖傳増尾商店の金平糖。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大仏に阿修羅、正倉院に琵琶、鹿。いかにも奈良らしい図案です。

京都だったら清水さん、金閣寺、舞妓さん京都タワーかなあ。　　



これはですねー。　　　　　　　　　　　　　　　

上の蔀を跳ね上げて、下のばったり床几をおろして

店を出すんです。　　　　　　　　　　　　　　　

と、見てきたようなことを書いてますが、もちろん

リアルタイムで見たわけではありません。　　　　



 
町家が解放されています。なかなか見れるところではないので、

（人が住んではりますからね）これはもう拝見するの一択しかない。



 
靴の脱ぎ方が、とほほです。まあ、無いわな、こう言う家。



田舎育ちなので、居間やら廊下の外がすぐ表通り

と言う構造には慣れません。　　　　　　　　　

目があったらどうしようとか、珍しさについ覗き



こむ観光客とか普通にいるでしょうし。　　　　

 
でも、格子を通して入り込む光と影は美しいです。



上がってすぐの間から二間あって中庭。

その向こうが離れでさらに蔵があります。

右側は土間に続いて台所。　　　　　　　



”だいどころ”ではなく”だいどこ”、、奈良もそうかな？



箪笥にしては低すぎる。３段積みのタイプかとも思いましたが、

側面に留め金がない。と言うことは、この高さで使われていた。

右手の上部に蓋があるので、そこには筆や硯が入っていたのでしょ

う。この上で書き物をしたんでしょうね。　　　　　　　　　　　

引き出しに大層な鍵がついているところを見ると、金目のものが

収納されていたのかも。今風に言うと、レジカウンターの様な物、

だったのかも。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 







 
二階から中庭の方を見ています。



へっついさん。京都風だとおくどさん、かなぁ。　　　　　

かまどでもいいんですけど。右にあるのは火消壺だと思う。

ご飯と煮物とお汁でしょうか。　　　　　　　　　　　　　

煙突は、壁から後ろに抜けてるのかな。確かめておけばよか

った。お札は唐招提寺さんでした。京都だと愛宕さんになります。









中庭から離れに続く石畳。右手にはちゃんと渡り廊下があります。

実用というよりは、風情というものでしょう。　　　　　　　　　





 
お風呂です。ものすごく狭いです。棺桶と大差ない感じ。





畳はしく方向によって光り方が変わります。

そういう変化が、実際よりも広く感じさせます。



 
ああ、くらくらする蔵。

失礼いたしました。

 



別のお宅にお邪魔しております。



基本的には中庭を中心としたコの字型の建屋になりますが、

間口が広いので田の字型の間取りになっています。　　　　

桟が細かかったり、柱にわざわざ節の多い木を用いたりと、

趣味性の高い（金持ちだったんだろうなあ）お宅です。　　



いやあ、びっくりした。理科の人体模型とか入ってそう。

元はお医者さんだったんですね。X線、ダダ漏れの。　　



お願いだから、直してあげてください。

これぐらいだったら、木工用ボンドで治りますから。





この家、本当にすごいわ。こんなの見たことないです。

ただし、現状はまだほとんど修繕の手が入っていません。

人が快適に暮らせる様な状態ではないです。　　　　　　

綺麗になったところを見たいなあ。　　　　　　　　　　



 
奈良に行くことがあったら、奈良公園もいいですが

”ならまち”も、、、もう十年ぐらいしたら、もっと良く
なっていると思います。　　　　　　　　　　　　　
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