




 
京都盆地の西のはずれには大原野とよばれる　　　

一帯があって、京都で暮らし始めた当初は、　　　

北の大原と混同して、困惑したのだけれど。　　　

この二つの地域は所在は違うが雰囲気は似ている。



 
文字通りの野原なんてどこにもないんだけれど、

ゆるやかな傾斜地に段々になった水田が連なって

その土手には名もなき花が、、いやこいつら名前

がついてるんだよな僕がよく知らないだけで。　









 
その大原野の背景にある山中に、白い靄の塊のように咲く

山桜を見ようと思って登ってきたのだけれど、途中で道が

無くなった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

自転車を持ってなかったら、あの小さな滝の脇を登って、

さらに上を目指せたのかもしれないけれど、きっと遭難し

てただろうな。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 



 
シロツメクサの”ツメ”が”詰め”だということを
知ったのは大人になってからだった。　　　　

そういう名前の付け方ってどうなの、って思っ

たな、その時。　　　　　　　　　　　　　　



 
暖かいを通り越して暑いよ、今日は。

自販機で買ったペットボトルの紅茶が

もう、ぬるくなってる。　　　　　　





 
たんぽぽ、キミって食用に栽培されていたんだってね。

再びそんな日が来ることがなく、風まかせにタネを飛ば

せる日々が、いつまでも続くといいね。　　　　　　　

 







 
春は黄色い花が多い





 
そろそろ田植えの準備ですね



 
椋鳥

結構ぽっちゃり体型なんだな









 
ケリ　喧嘩っ早くうるさいやつ　　　　　　　　　

素早くって写せないけどツバメが飛んでいて、　　

さかんに鳴いている空高くの茶色い点はひばりだ。

こういうところを”楽園”っていうんだろう。　　　
いや、洛西だけに、”洛園”かな、、焼肉屋みたい。



 
だいこんの花

こうしてみると、白い菜の花に見えなくもない。

多分タネを取るために、置いているんだろうな。





 
ほっぺたにしゅりしゅりしたら、気持ちいいだろうなあ。





 
日が傾いてきた。



 
八重桜はソメイヨシノのから二週間ぐらい

遅れてやってくる。　　　　　　　　　　



あ、今年は桜餅食べ損なった。　　　　　



 
こんなに実がなっているのに鳥に食べられてない。

きっと、硬くて美味しくないんだろう。　　　　　

それとももっと熟成するんだろうか。　　　　　　







 
光がオレンジがかってきた。学校帰りの野道を思い出す。

草を抜いて、笛のようにならして歩いてたっけ。　　　　

何が嬉しかったんだろう。　　　　　　　　　　　　　　







 
たけのこ、柏餅、花しょうぶ、、、　

田植えが始まる頃には、もう初夏だ。
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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」
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　
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「黄昏の王国」

　　イーリアス編

　　アリシア編　
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画集　「彼と彼女の表紙画集」
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