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姉小路のもてなしのご案内
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１．街なみ環境整備事業への感想を戴きました
姉小路界隈における街なみ環境整備事業は、事業実行期間１０年間のうち８年目を迎えておりま
す。現在までに１１件の物件が工事を完了、また１件が事業検討中です。今回は、２０１０年度に
１０番目の物件として工事が完了した
「アトリエ・ピッコロ」の森田さんから感想を戴きました。
「よろしぃな〜。この古い町並みと伝統を大切に守り続ける脈々とした意気込み、日本の誇りで
す。私は３５年前に日本で始めて京町家を活かしたファッション
の店を始めました。テレビを始め、メディアにも盛んに紹介して
いただきました。この町並みには新しい物と古い物とが溶け込め
るのも面白いかぎりです。ますます大切に、ほんまもんを守って
いきたいと思います。」
この様におっしゃって戴くと、我々としてもますます姉小路を
誇らしく感じることができます。これからも頑張っていきたいと
思いますので、どうか宜しくお願い致します。

森田博子邸・外観

２．花と緑でもてなす姉小路界隈（京都おいしい街づくりと共同開催）
姉小路界隈では町式目の精神に則って、美しいおもてなしの通りの実現を目指しています。姉小
路通のあちこちでは既に美しい花が咲いておりますが、今回はちょっと趣向を変えて「むらさき菜
の花」通りの試作を皆様にご覧戴きたいと考えております。
ボランティア団体
「京都おいしい街づくり」
との共同で計画され
たこの企画は、
１４日
（日）
の１３時半から１６時頃まで、
冬季に花
を咲かせ、また食べられる紅菜苔（こうさいたい）の植付けを行い、
井上宅と久保田宅（姉小路通御幸町西入ル）の軒先を飾らせて頂く
ものです。当日は植え替えなどの手間のかかる作業がございます
ので、ぜひ皆様のご協力をお願い致します。

「京都おいしい街づくり」の企画案

３．灯りでもてなす姉小路界隈のご案内
今年も１３日（土）、１４日（日）の両日、姉小路通（富小路〜柳馬場間）を１７時から２０時まで歩
行者専用にして、行灯を路側帯に飾ります。もともと京都では、地蔵盆の時期に行灯を灯す風習が
ありましたが、それを１９９７年７月に姉小路が復活させました。このことが現在、京都市の行っ
ている花灯路の先駆けになったことを、我々としては誇りに思っております。
また残念ながら現在では、地域の業務や居住と直接関係のない、混雑回避や単なる走行時間短縮
のための迂回路としての自動車乗入れが頻発しております。特に
日曜日や休日にこの傾向が強いので、
せめて休日の午後だけでも
歩行者を主体とした道路の使用、都市空間の価値向上を考えるこ
とが大切だと思います。
自動車が通行止になる静かなひとときを味わいながら、安心で
安全な姉小路通の実現にむけて、より多くの方々からご意見をお
寄せ頂きたいと考えております。この灯りが人の心を結び、人が
中心のみちづくりに繋がっていくことを願っております。

灯りでもてなす姉小路界隈

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

「姉小路まちづくり通信」
も何とか７号目まで無事発行することができました。
今号からは、
改めて通常配信を心掛けますので宜しくお願い致します。
いよいよ
「まちなかを歩く日」
の当日を迎えることとなります。姉小路界隈では
２０００年の初開催から１０年連続して企画を行うという快挙に恵まれ、
非常に
喜ばしい限りです。これもひとえに皆様のご理解とご協力の賜物だと感謝してお
ります。これからも町内の皆様とはご一緒に頑張っていきたいと考えております
ので、
今月１６日の定例会へのご参加もお願い致します。（事務局長：谷口親平）
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