平成二十二年九月・第五号

行灯会の御報告と御礼
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１．姉小路行灯会の御報告と御礼
行灯会当日は、京都御池中学校ブラスバンド部のマーチングと吹奏楽演奏に続き、京都市長の門
川大作氏からまちづくりへの激励の祝辞を戴きました。続いて、中京もえぎ幼稚園児が「中京もえ
ぎ音頭」を道いっぱいにお遊戯。日没後は地元柳池学区の髙木風子・村上光夫ご両人により三弦を
競演戴きました。姉小路通を灯りでもてなし始めて今年で14年目。本年は烏丸通から寺町通まで
の６７８ｍを６００基の灯りで結ぶことができました。
また同幼稚園児作の８０画､同中学7年生作の２２０画を新たに張替え、行灯は全体の半数を新
旧交代させることができました。この行灯のローソクはお楽しみ抽選券付で皆様にお買上げ戴き
ましたが、賞品の横綱賞は「三嶋亭すき焼ペアーチケット」です。そのお陰もありまして2500本の
ローソク販売が実現できました。この浄財の一部は界隈のまちづ
くりに活用（今年度の報告書で最終会計報告）させて頂きます。
豪華賞品を含む１２９品をご提供戴いた４０店の店主（店舗名
は期間中に会場に掲示）
、
会場設営にご協力戴いた公益社の御厚意
をあらためて皆様に報告し、謝意を表します。
また何よりもご町内各位と参加者の皆様、
そして、
ご支援戴きま
した方々へのお礼の言葉とさせていただきます。
髙木風子、村上光夫ご両人

２．２０１０年街なみ環境整備事業の12件目のご案内
岩野家の元の生業は牛乳屋さんでした。大型冷蔵庫や大型金属
シャッターが当時のままに残されています。今となっては不要と
なった業務用大型冷蔵庫の撤去と経年的変化の著しい大屋根改修
等の骨格部分の工事が現在進行中です。ひき続き、京都市の指導
を受けつつ、街なみ環境整備事業の制度を活用した外装工事が予
定されています。前号で紹介した砂川邸
（11件目）
と向い同士、
姉
小路通の上品で落着いた雰囲気が集中して創造できると内外の期
待が高まっております。

岩野邸の現況

３．ｃａｋｅ＊ｃａｋｅ＊ｃａｋｅ（ペーパームーン京都本店）開店
ペーパームーン京都は、1998年より京都北山にて洋菓子の製造・販売・カフェの営業を開始しま
した。また２００７年には「ｃａｋｅ＊ｃａｋｅ＊ｃａｋｅ」を姉妹店として、姉小路堺町にオープ
ンさせましたが、この度、姉小路堺町の「ｃａｋｅ＊ｃａｋｅ＊ｃａｋｅ」をペーパームーン京都本
店として新たに再スタートを切ることとなりました。
姉小路通の、落ち着いた少し大人の京都を感じられるこの地に
根付いた菓子店となれるよう、店長の太田伊保さんは頑張ってお
られ、出来立てのケーキモーニングが朝7時半から食べられます。
写真からも判るように、
立て看板の位置や駐輪場
（従業員用とお
客様用）
も公道にはみ出すことなく、
すっきりと敷地内に収めてい
ます。ケーキの味だけでなく、経営者のマナーと品格のよさも姉
小路のモデルになって欲しいという地元の声が聞こえています。

www.aneyakouji.jp/

京都市中京区

姉小路界隈を考える会
会長：市古和弘

ペーパームーン京都本店

「姉小路まちづくり通信」
もなんとか５号目を発行することができました。今号
は行灯会の終了後の後始末等に時間を取られ、
発行日時が遅れましたことを申し
訳なく思っております。またご町内各位にはいろいろとご協力戴きましたことに
深く感謝し、またご迷惑をお掛けしましたことには深くお詫び申し上げます。
今月の活動会議は、
２１日の火曜日に中京酒販組合の３階会議室で１９時より
開催致します。町内の皆様にも姉小路界隈のまちづくりに是非ご参加頂きたいと
考えておりますので、
奮ってご参加お願い申し上げます。（事務局長：谷口親平）
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