


寺町通を上がります。

午前中なので、人通りも少なく、お店もこれからあけましょ

みたいなところが結構あります。





錦天満宮は新京極、寺町通りと直交してます。

わたくしも、初めて（といってももう３０年ぐらい前）見たときは

びっくりしました。

繁華街のこんなところにあるのって、見たことなかったですから。

 
この背中側が錦市場。



 
寺町通というだけあって、こんな店もあります。

周りは飲食店、服屋さん、おたべとか、”いかがわしい日本土産”店、とか。
 



後ろから見たときは、カブトムシかなんかのキャラかと思いました。

多分、すぐに廃れるでしょう。

寺町通りはオタク向けのお店も何店かあって、

日本人だけでなく、外国人も入っていきます。

すごく嬉しそうな顔で。

 





この竹籠は魚籠を摸したものでしょうか。

こういう色になっていくのに、何年もかかるんでしょうね。

そこに、今年この季節だけの花が活けられていて、

わたしは一瞬、通り過ぎていくわけです。

 



アーケードは御池通の手前まで。

その先にもお店が続ききます。

古本屋、テーラー、ブーランジュリー、竹細工屋、木の家具、カフェ、

レストラン、和菓子、、

そしてここは草履屋さん。

ダイバシティの典型のような街。



和紙を扱っておられる。

一度だけ入ったことがあります。お買い物もしました。

普段コピー用紙しかみないので、和紙ってこんなにいろいろ

あるんだと楽しかったです。

中の作りもおしゃれ。



やあ、つきましたね。

うちは、普段のお茶（煎茶と玄米茶のブレンド）も一保堂さんです。

 
もちろん、ここまで買いに来ているわけではなく、デパートです。



 
本店には喫茶室が付いていて、お店の人が煎茶の入れ方を

教えてくださるのです。

ぜひ、習わねば、、、と、ここまでは思っていたんですよね。



店内はカウンター席と４人掛けが１０卓ほど。

まあまあ広いです。

こんなに暗い印象ではないですが、明るくもないです。



 
窓際だとこんな感じ。

空いていたので静かでした。

女性って、どうしてみずから静穏を破るんでしょうね。



 
お抹茶をふるいにかけているところ

なんか、ええわぁ。







 
カウンターの端っこに鎮座ましましている茶釜。

珈琲屋さんだったら、大型のグラインダーが置いてある位置。

 
なんか、可笑しい。



 
本店なんで、もちろん茶も売っている。

店員さんの背の伸び方が素晴らしい。

 
一保堂さんは、デパートだろうがどこだろうが、

店員さんはいい人ばっかりです。

 
デパートの店員て、ときどき”ハズレ”が居てはるんですよね。



今日のお菓子。

ちょっとわかりにくいですが、

小指の先大にうっすらと黄色が入ってます。

 
蛍ですよ蛍。

お皿も草の葉の絵に、薄ピンクの窯変が蛍が舞ってる

ようにも見える。直径10センチほどの器の上に、
初夏の宵が。

 
この席は、自然光がよく入るので、このお菓子にぴったりだそうです。



こちらは紫陽花。

つるんとした小皿がみずみずしい。

上に乗ってるゼリーも、水滴のよう。

 
お茶には全部お菓子が付いています。



 
はい。お薄をお願いしました。

煎茶にするつもりだったんですけどね。

やっぱり、お菓子付きとなると、どうもお抹茶の方にいってしまう。

 
細かいクリーミーな泡。

わたくしが立てると、この２倍ぐらいの粒になってしまう。

 
そして、当然のごとく、味が違う。

美味しい。



 
同行人のは青もみじの模様です。



 
わたくしのは黒茶碗

開いて、絞って、さらに絞り込むというこの微妙な曲線が気に入りました。

 
自分で言うのもなんですが、うまいこと撮れてるなあ、これ。



 
午前中なので、お客さんも少なくて、のんびりしました。





 
うーむ？　ねずみ？







 
茶壺

上から順に年代順というかんじかなあ。

備前ぽい色気がする。聞いとけばよかった。



そして店内。

うちがいつも買っているのは、

左から７番目の玄米茶と９番目の煎茶。

 
どうでもいいか、そんなこと。



テイクアウト用のカップ。

 
これ欲しかったー！

次は絶対テイクアウトします。



外人さん試飲中。

英語対応なさっています。

 
味的には、どうかんじるんでしょうね。

美味しいと感じるには、多少の慣れは必要だとおもうのです。



一保堂の缶の絵柄も素敵なんですが、これは色使いといい

ロゴタイプといい、独創的というか、突き抜けてるというか。



お店を出たところの街路に紫陽花が咲いていました。

お菓子にまで季節感を写し込むなんて。

 
事細かに描写をするのが西洋のレトリックとすれば、

俳句のようにそぎ落とした言葉で想像力と

余韻で感じさせるところが和菓子。

 



同じ寺町通りにあるBoulangerie de la Liberte'



パン買って帰ります。

買ったのはこれじゃなくて、パンドミ。



鳩居堂のウインドウ

（笑）
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