


 
 

ちりも積もれば、後は野となれ大和撫子。

 
 

長く生きていれば、余計なものがどんどん溜まって行くし、

ついつい駄洒落も口をつく。

 
いつか使うかも、なんて考え方は止めた方がいいに決まっている。

そういうものは、いつまでたっても使いませんねん、亀は万年。

 
 

と、処分していたらこんなものが出て来た。

 
いまから２０年前の写真・・・。

 



 
1994年の大阪駅前

２１世紀がまだ未来だった頃

 
1999年にアンゴルモアの大魔王が降って来て、
この世界はリセットされるはずだった。



 
この横断歩道は、信号を守らないので有名、、、いまも。

↑ここから右の人は、フライング



 
人時計　おそらく１０時ごろ。



 
このころはまだ赤い観覧車は無かったんだな。

白黒だから、色はわからないけど。



 
大阪環状線の外回りのホーム

白黒だとなんだか昭和の匂いがしてくるんだけど、

このころはもう平成だった。

 
カメラもデジタルなんかなくて、フィルムカメラ。



 
もちろんカラーフィルムはあった。

というより、白黒フィルムはすでに一般的ではなかったのに

なんであえて白黒だったのかな。

 
そうそう、桜宮公園なんだけど。

人の集まりがいかにも怪しくて撮ったんだ、これ。



 
京都へ向かう出発点だから京橋

わりとディープなところ

 
このころは、環状線のウチと外で別世界になっていた。

朝から飲み屋やってたもの。



こんな感じに。



 
電池の自動販売機

Nationalかあ。無いわー。
地面が傾斜しているので、ちゃんと水平になるように

設置しているのが渋いなあ。



 
無骨　かっこいい。

さすがに欲しいとは思わないけど。

この先は大阪湾。



 
こんなタイプも。



 
こんなタイプも、、、違うって。



 
日用品、文房具。

というより、おばちゃんが喋りに来る店。



 
うーん、顔で笑わせんな。

大阪の犬は全く。



 
ラッタッタかな。懐かしいな。

今のスクーターの原点。



 
当然自転車の人もいる。

でも、電動アシストつきのわグルマはまだ無かった。



 
街角のタバコ屋さんも見かけなくなった。

まだ、分煙が一般的ではなかった頃。



 
もちろんGoogleマップも無かった。



 
たしか、モノクロのリバーサルフィルムがあるというのを知って、

それを試してみたくて出かけたんだ。

 
当時、このあたりに職場があった。もちろん環状線の内側の方。





 
上は大阪環状線

そうそう。環状線は高架で作られているんだけど、

鉄骨とコンクリートじゃなくて、煉瓦で固めてある。

東部分だけだったかもしれないけど。

 
でも、随分かわってるんだろうな。

 



 
 

２０年たっても、やってること変わらないんだけどね。
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