
京機短信



連載コラム



２００８年４月５日（０）



京機短信の息抜きコーナーとして、これから連載します。
兼好の『徒然草』をもじった本コーナーでは、オリジナルの『徒然草』が文
章の長短さまざま、内容やスタンスもさまざまであったのと同様に、野次馬精
神で、京都に関わるさまざまな話題を『グラ』フィック中心にお伝えしたいと
思います。『徒然グラ』の所以です。ふざけたり、シニカルになったり、とき
には真顔になったり。
徒然草は全二百四十三段ですが、本コーナーはその十分の一の全24段(1年間
の連載)を予定しています。序段と最終段以外は、掲載順序がまちまちですが、
ときには季節にちなんだ話題をお届けできればと思います。
なお、オリジナルの徒然草の内容にある程度関係している場合は、段の番号
を踏襲するとともに、文章を草色で示しました。オリジナルとは無関係の段は、
適当に数字を振っていて、ゴロ合わせの場合もありますが、意味がない場合も
あります。
不評で連載中止とならないよう努力しますが、貴重な誌面を汚すにすぎない
と判断された場合は、即刻中止いたします。
なお、オリジナルの徒然草は
The University of Virginia Library Electronic Text Center
http://etext.lib.virginia.edu/japanese/index.euc.html
などで全文を読むことができます。米国の大学に日本の古典に関する膨大なサ
イトが あるという事実─米国の情報提供能力の圧倒的な力に感服しますね。

兼物好

徒然グラ：連載にあたって



２００８年４月５日（１）



つれづれなるままに、
日くらし、
パソコンにむかひて、
心にうつりゆくよしなしごとを、
そこはかとなく描きつくれば、
あやしうこそものぐるほしけれ。

兼物好

徒然グラ：序段



２００８年４月２０日（２）



徒然グラ：第二段

島原 輪違屋での大人同士の夜：priceless
二組そろえば、お帰りはぜひA社のお車で

（参考）MC社のオリジナルのCMは以下のサイトで見ることができます。
http://www.mastercard.com/jp/personal/jp/specialoffers/Commercials/index.html

京の島原と江戸の吉原は、ともに遊郭として同一視
されがちですが、内容はまったくちがいます。島原
の太夫は京の文化そのものです。
詳細は
高橋利樹（輪違屋十代目当主）：京の花街 「輪違屋」物語（PHP新書2007）
http://kyoto.cool.ne.jp/tukasa21/
などを参照ねがいます。



２００８年５月５日（３）



徒然グラ： 第四十一段
五月五日、賀茂の競べ馬を見侍りしに、・・・かゝる折に、むか
ひなるあふちの木に、法師の登りて、木のまたについゐて物見る
あり。そして700年後、競馬の中心は淀の京都競馬場に。5月4日の春の天皇賞は
祝アドマイヤジュピタ！ そして鼻の差のメイショウサムソン残念！ 昨秋に新設され

たターフビジョンは世界最大級で、高さ10.8m、幅64.0m（製作T社）です。これがあれ

ば、あふちの木に登ることもなく、題材にはなりませんでした。なお、くやしいことに東

京競馬場のターフビジョンは高さ11.2m、幅66.4mで現在ギネス登録（製作M社）

http://www.jra.go.jp/facilities/race/kyoto/course.html

James Wattが馬の仕事率を測定
した装置：牽引力180 lb（82 kg）で
1時間に半径12 ftの円を144周
∴1 hp ≡ 550 ft-lb/s ≒ 0.75 kW

http://www.jari.or.jp/ja/kenkyu/wadai-ippuku/ippuku-050303.html
http://www.web-cars.com/math/horsepower.html



２００８年５月２０日（４）



http://www.hitachinoki.net/

徒然グラ：第百九段
高名の木のぼりに刺激され木偏の漢字を ━ 木林森、樹根
株枝梢、梓梅榎柿樫柏桂樺楠欅橘榊桜椎杉椿楡松槙桃柳
━ そして機械：以下によると何ともぶっそうな成り立ちです

藤堂明保編：学研漢和大字典（1980）



２００８年６月５日（５）



徒然グラ：第八段
久米の仙人 (今昔物語集 巻第十一 本朝付仏法 久米仙人、始造久米寺語 第
二十四) 今昔、大和国、吉野ノ郡、竜門寺ト云寺有り。寺ニ二ノ人籠リ居テ
仙ノ法ヲ行ヒケリ。其仙人ノ名ヲバ、一人ヲアヅミト云フ、一人ヲバ久米ト云
フ。然ルニ、アヅミハ前ニ行ヒ得テ、既ニ仙ニ成テ、飛テ空ニ昇ニケリ。 後
ニ、久米モ既ニ仙ニ成テ、空ニ昇テ飛テ渡ル間、吉野河ノ辺ニ、若キ女衣ヲ洗
テ立テリ。衣ヲ洗フトテ、女ノ(月巾)脛マデ衣ヲ掻上タルニ、 (月巾)ノ白カリ
ケルヲ見テ、久米心穢レテ、其女ノ前ニ落ヌ。新日本古典文学大系35) 
今昔を問わず、
洋の東西を問わず。

The Graduate 1967
http://bukkyo.net/kumedera/kumedera.htm



２００８年６月２０日（６）



徒然グラ： 第三十五段

北緯35度線は高辻通
 London 52度

 札幌 43度

 New York 41度

 Los Angeles 34度

 Casablanca 33度

となるとやはり、

家の作りようは、夏をむねとすべし

（第五十五段）
Google Earth より



２００８年７月５日（７）



徒然グラ： 第三十六段

もし北緯35度線で北日本と南日本が分断される悲劇が起
こり、JRも南北に分割されていたら、東海道新幹線は

JR北日本： 草津－苅谷 静岡－東京
JR南日本：新大阪－草津 苅谷－静岡

それにしても、南北はともかく、西下り←京都→東下り
と新幹線の時刻表に表現してみたいですね！

http://map.yahoo.co.jp/
↓大津駅草津方面ホーム西端にある北緯35度モニュメント



２００８年７月２０日（８）



徒然グラ：第百十六段

琵琶湖周航の舟 －ミシガン－

明日はレマンかバイカルか

最近のマンションや大学の組織の名前に
比べればわかりやすうて、マシどすけど、
それでもやっぱり恥ずかしおます。

アメリカ人を琵琶湖に案内したときのこと
を考えとくれやす。

寺院の號、さらぬ萬の物にも、名をつくる事、昔の人
は、少しも求めず、たゞありのまゝに、やすく付けけ
るなり。此の比は、深く案じ、才覺をあらはさんとし
たるやうにきこゆる、いとむつかし。人の名も、めな
れぬ文字をつかんとする、益なき事なり。何事も、珍
しき事を求め異説を好むは、淺才の人の必ずある事な
りとぞ。



２００８年８月５日（９）



徒然グラ： 第八十一段
8月10日は「道路の日」。写真は名神高速道路481.6km地点にある

「日本で最初の高速道路 名神起工の地」
国鉄の東海道本線は、新逢坂山トンネルと東山トンネルが開通する大
正10年以前、京都～大津間は、京都～稲荷～山科～大谷～馬場
(膳所)～石場～大津(浜大津)でした。このうち、稲荷～馬場は、後
に名神高速道路に転用されました。

http://rockz.dip.jp/Touring2006/Touring20060729.html



２００８年８月２０日（１０）



徒然グラ：第十六段
似て非なるもの “鯛のお食い初め” と “鯛焼き”

“五山の送り火” と “若草山焼き”



２００８年９月５日（１１）



徒然グラ：第八十五段
風神雷神図屏風（原画：
俵屋宗達、模写：尾形光
琳など）は、建仁寺（現在
は京都国立博物館に寄
託）や東京国立博物館ま
で見にいかんでも見られ
まっせ！ 四条通麩屋町
西入の娯楽の殿堂は芸
術の殿堂でもあり。
さすが京都です！



２００８年９月２０日（１２）



徒然グラ：第二十八段
綾小路麩屋町交差点：
Heisenberg (1901-1976)も顔負けの、
いわゆるあやふやな地点

それにしてもきたない蜘蛛の巣のような電線。これでほんまに日本一
の、そして世界の観光都市でっか？
『まづ、電柱と電線の擁護論を反駁しよう。普通、あの二つの存続を説
く人の論拠は、三つしかない。第一は、あれがなくなると、犬がオシツ
コをするのに困る。第二は、雀や烏が困る。第三は、子供のころのこと
を思い出せなくなつて寂しい。この三つ。』 （丸谷才一：軽いつづら）



２００８年１０月５日（１３）



徒然グラ：第七十二段
賤しげなるもの。河原町あたりにカラオケの多き。

というのも偏見かもしれませんが、2005年10月10日、丸善
京都店が昭和15年開店以来65年の歴史に終止符を打ち、

ビルはそのまま全館がカラオケ館になったのは、時代の流
れといえども、中年以上の世代にとっては寂しいものです。

http://shiro13.txt-nifty.com/seaview/2005/10/maruzenkyoto.html



２００８年１０月２０日（１４）



徒然グラ：第百四十九段
鹿茸を鼻にあてて嗅ぐべからず、小さき蟲有りて、鼻よ
り入りて腦を食むといへり。
（徒然草の中で最も短い段のひとつ）

鹿茸は当時のViagraだそうですね。

Viagraといえば、
熱力学サイクルを教えるときに
・再熱サイクル：欲深くViagraを飲んで人生に執着
・再生サイクル：次世代に遺産相続して美しい晩年
と表現すると、学生は、それとなくわかった気になります。



２００８年１１月５日（１５）



徒然グラ：第十五段
いづくにもあれ、しばし旅だちたるこそ、めさ
むる心地すれ。

『ゆっくりしていかはったらよろしやないの、今おいしいお茶いれまっさ
かいに。新幹線なんか待たしといたらよろしいがな』
市田ひろみさん出演のS社のCMより
（参考URL）http://www.e-kyoto.net/colum/ichida/ichida05.htm



２００８年１１月２０日（１６）



徒然グラ： 第百段
文化の殿堂、京大の総合博物館（百万遍交差点第四象限）

にお越しあれ！ ただし月・火曜は連続休館にご注意

http://www.museum.kyoto-u.ac.jp/index_e.htm



２００８年１２月５日（１７）



徒然グラ： 第五十二段

仁和寺の法師 様 もし気を取り直してお越しいただくチャンスがありましたら、今
度は石清水八幡宮への足として男山ケーブルをご利用下さい。15分に1本、所用時
間3分、往復400円。エジソンの電球のフィラメントは、ここの竹が使われたのですね。

http://www.okeihan.net/eki/

http://www.ninnaji.or.jp/

http://www.keihan.co.jp/traffic/otokoyama/index.html



２００８年１２月２０日（１８）



徒然グラ：第四段

南座

http://www.yatsuhashi.co.jp/store/store02.html

北座

http://www.shochiku.co.jp/play/minamiza/gekijyo/index.html

明治26年に廃業した北座を復活させた井筒八ッ橋本舗の心意気に

拍手喝采！ やつのはし まけるなお茶請け ここにあり



２００９年１月５日（１９）



徒然グラ：第一段
いでや、この世に生まれては、人間一人。水随方円（筍子：君
道）、そして人間は方円の形にしたがう。ローマ時代の建築家
Vitruviusに想を得たLeonardo da Vinci の Vitruviusman は、阪

急電車の中にもさりげなく生きています。（写真は運転室・車掌室との
仕切り壁の上方のマーク） これぞ文化の香り高い京阪神！



２００９年１月２０日（２０）



徒然グラ：第八十七段
イギリスのBeatrix Potter (1866-1943) が1902年に Peter Rabbit 

を生み出し、オランダのDick Bruna (1927- ) が1955年に Miffyを生
み出すより7～8世紀前に、わが国ではうさぎが躍動する鳥獣戯画が
存在しました。アニメ王国ニッポンの原点でしょうか。

また、世界のスーパーマリオだって、花札の任天堂（京大正門から南
に10分弱、聖護院御殿荘前に創業者宅あり）が元祖です。



２００９年２月５日（２１）



徒然グラ：第二十四段
ことにをかしきは、伊勢、賀茂、春日、平野、住吉、三
輪、貴布禰、吉田、大原野、松尾、梅宮。

http://www9.pref.kyoto.lg.jp/kankyo/rdb/geo/db/sur0070.html
http://www.geocities.jp/kyoto_yosidajinjya/setubunsai.htm

実は、そんなええもんちゃいまっせ！
花折断層に伴う吉田山の膨隆丘
背後は鹿ヶ谷断層崖

火炉祭：2月3日午後11時



２００９年２月２０日（２２）



徒然グラ：第百四十一段
「吾妻人こそ、いひつる事は頼まるれ。都の人は、ことうけのみ
よくて、實なし」といひしを、聖、「それはさこそおぼすらめど
も、己は都に久しく住みて、なれて見侍るに、人の心劣れりとは
思ひ侍らず。なべて心やはらかに情ある故に、人のいふほどの
事、けやけく否びがたくて、萬え言ひ放たず、心弱くことうけし
つ。僞せんとは思はねど、乏しくかなはぬ人のみあれば、おのづ
から本意とほらぬ事多かるべし。吾妻人は、我がかたなれど、げ
には心の色なく情おくれ、ひとへにすぐよかなるものなれば、は
じめより否といひて止みぬ。にぎはひ豊なれば、人にはたのまる
るぞかし」

関東支部はん、本件、どないでっか？

これと関係あるかないかしりまへんけど、お
好み焼きを食べるとき、関西人は四角う細こ
う切りますが、関東人はピザのように切りま
す。（関係あるわけない！？）



２００９年３月５日（２３）



徒然グラ：第三十段

いえ、京機会はいついつまでも貴兄・貴女と一緒です！

去る者は日々に疎しと言えることなれば
・・・



２００９年３月２０日（２４）
完



徒然グラ：第二百四十三段
三つになりし年、娘に問ひて云
はく、「ママはだれから生まれ
たの」といふ。

娘が云はく、「ばあばあ」と。

又問ふ、「パパはだれから生ま
れたの」と。

娘又、「じいじい」と答ふ。

かわいかりしころのはるかなる
思い出なり。


