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芸け歴魅な学て思心を ご作じあ京ただ背京で京 プルのア術もラ北
術た史力地やいいの活岡夫品めっ町。っ景町あ町ｂやスみーがのリ側同
がこので域京るをよか元婦発若た家京たに家る家ｅイペなト集歴ーに志
発の詰あの都。もりしさお表手とで都時は✕ 。を京ベーらギう史「あ社
信地まる中御さっどなん二ののいやに代、ギ館改都ンスずャ空をｂる大
さでっとに所らてこがは人場アうり芸に旦ャ長装のトを、ラ間もｅ、学
れ、た話あがに、ろら、のをー。 術芸那ラのし特が活町リへつ京京新
続ｂ、しるあ、館に、女願提テそた発術様リ岡て徴多用家ーと京都町町
けｅアてこり近長な〈性い供ィこい表発のー元作と数し空と生町」家キ
て京カくと、隣とり作ながしスに〉の表〈のさらい開た間しま家。をャ
い都デれもアにした家らあたトはと場の京組んれえ催ワやてれは二改ン
るかミたｂカはていさでっいや、いを場都みにたばさー和利変、〇装パ
。らッ。ｅデ同活〉んはた、芸学う作がの合よと、れク室用わ文〇しス
文ク伝京ミ志躍とたの。と術生思るな美われいやてシレさっ化年たの
化に統都ッ社さいち視 い家をいなか大せばうはいョンれた・以ギす
と拓やのク大れうの点 うにはがらっ生の、点りるッタる。芸上ャぐ
。
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京町家で紡ぐ文化と生活

て引教感らの合し所い室 点を差で「境てる点 よいしうか思体京
いき室がこ空わたでうが例を共しは会のいもに京かるのちしいを都兵
る継運あそ間せも、暮開え挙有たな議中たのつ町っ場文に、入知を庫
のが営る感にでの生ら講ばげしもく室でりがい家た所化、ｂれら始県
だれを。じは学をけしさ、らなの、の学、あてを」なの「ｅはずめ出
。て通つら、ぶ、花のれｂれがを生よべ五っ尋改との中景京な、る身
ｅ
いしまれｂこ講と文て京たら、活うる感たね装語でで観都か京前の
くてりるｅと師い化お都。学同のな」でりるしる、もとをっ町、岡
元
拠文、温京がとうがりで べじ中無と感、とて。拠大し運た家「さ
点化ｂか都で生生詰、は る空で機いじ空「、 点事て営そに京ん
に、ｅみでき徒活ま京生 」間生質うら気季よ ににもしうそ町は
も生京や学るがにっ町け とで活な点れが節か でさ、てだこ家、
な活都一ぶ。隣根た家花 い思に場とる流をっ きれ暮い。ま」ｂ
っがは体かそり差場と教 うい根所、環れ彩た ててらくしで自ｅ
、
さい浄中雑ん学す的生かてたあ経陣特ら
っ〉化に多はびるに活」交際る験織徴し岡
たとを生な〈、機触をと流にかがやがに元
。い感き日ｂ交会れし語が、ら豊陶あ誇さ
ん
うじる常ｅ流のたてる深そこ富芸るりは
思ら喜を京で少りい。めのそななとを、
れび忘都きな、るｂら知、方ど感持上
い
るやれをるい改だｅれ識ｂ々にじっ
を場ゆて訪場文めけ京るやｅがつてて京
話所と、れだ化てで都の経京多いおい区
の
しでり暮る。に考ははで験都いてりる住
てあ、らこ岡つえ、、はにを地知、と民
くり心しと元いた意たなつ訪域識「いは
だたののでさてり識だいいれでや西う暮
、
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も伝り満はれだ区志 語域込トうでて事験午
あ統、宮、てろに社皆るでみをい暮いに会のｂ
る芸西な京いうつ大さ。のな開っらる合を節ｅ
。能陣ど都たかい学ん 繋が催たし。わ開句京
が織数御と。てがは がらし生てもせ催に都
根な多所いかど位ｂ り継、活いとたす合で
ｅ
付どく、うつれ置京 が続地にたもイるわは
いのの相歴てほす都 広す域根岡とベなせ、
て伝歴国史平どる、 がるの差元京ンどて五
い統史寺あ安知京そ っこ方しさ都ト、軒月
る工遺、る京っ都し てと々たん以も季菖五
地芸産北上がて市て きでをイは外開節蒲日
域品が野京置い上、 た、巻ベ、の催ののの
でやあ天区かる京同 と地きンこ地し行体端

② ２０２1年4月21日（水）

月刊ＡＲＣＯ新聞

第3号

コロナ禍での思い・繋がり・取り組み
トを仕しととしお たにそ値はくとの教の くの様と「そ例がな 語貴を今組古あ延全はれ期緊しのス
ワ助事まんがた客まそ体のが多体い教室個一」中がのこう年、イ現る重整後む美る期て「て間急て生の昨
ーけのっど難とさたう験レ上か験う室な人方とで来一のだよコベ在。な理必な術。にキ予い、事い活流今
ク合域たキしこん、だにッがっし。利どレで岡もるつよ。りロン、 時し要ど商しなャ約たｂ態るに行の
がおを。ャいろに海。くスったて今用、ッ、元、こでう もナトｂ 間てだ、のかっンさそｅ宣。大は新
強う超しンた、つ外 るンたがみまがマスデさ展とはな 参のがｅ でおとｂ免したセれう京言感き、型
まとえかセめ日いか 人をこ、よでとンンジん示があ状 加影催京 もこ思ｅ許、とルてだ都が染な経コ
っいてしル、本てら が受と対うはてツやタはは難る況 者響さ都 あうわ京取食い、い。は発拡影済ロ
たっ、、に予へも来 多けに面となもーハル話続しがは がにれで っとれ都得品うもた岡お令大響やナ
とたおそな約来おら くるよでいん増マーカすけい、辛 少よては た思るとに衛影し仕元休さにを私ウ
いネ互のっはる聞れ なたりのうとえンプメ。て環おい なりい様 」っこし取生響く事さみれよ及たイ
うッい分てほこきる っめ、価人なたでのラ い境客こ い、る々 とたとてりやはははんさたるぼちル
、
。

ARCO便り
気でん接入行気「 作いき着私れ でまテ
軽でなおりっがマとり毛たいにてハしすナｂ
にき体話のてしルこパ糸のたはいンた。シｅ
おる験す一みまシろンのも空たてド。私ョ京
話のをる品るすェでもが良間ま、メ がッ都
しが同機にと。」、とまかのら「イ こプさ
で、志会出面皆と京てぐっなな手ド こ ん
きｂ社が会白さい都もちたかくづの を町で
たｅ大あえいんっにおポでで魅くア 訪家は
こ京学るまかもた来いーす、力りク れ手、
と都今とすも最言てしチ。の的市セ る作毎
がさ出いよし 葉 かをちんな」サ きり月
嬉ん川う！れ寄をかっ購なび場巡リ っ百第
しで校のそまりよらた入みり所りー か貨二
くす地もしせのく「のしにとでにや け店土
て！か嬉てんイ聞手でま私見しは雑 と」曜
印私らし、。ベくづおしはてたま貨 なが～
象も一い作きンよくすた、回。りな っ開水
的作番で家っトうりす。かる町始ど た催曜
で家近すさとをに市めまわこ家めが イさに
しさいねんお探な」でたいとのて並 ベれ「
たん場。と気しっとす、らが落いべ ンてア
。と所そ直にてたか！手しでちたら トいン

問い合わせ
ボランティア支援室(今出川)
開室時間:
平日9:00∼11:30 12:30∼17:00
ji-volun@mail.doshisha.ac.jp
TEL:075‐251‐3236
ARCO（今出川）Twitter→

と勇パま新くをテコを画いがイ をた代がの
思気ーたし、展ィレお「が好ベ最積人に使ゼ学
うをテ、い交示スク勧ポあきン後むたｂわミ生
」出ィ「 流・トシめスっでトに場ちｅれ、の
としーギ繋会販がョしトたあに、所と京るサ利
おてがャがな売集ンてカりっつ今に今都こー用
っ参開ラりどしま」くーすたい後もでにとクに
し加かリをもてっでだドるりてのなも訪がルつ
ゃしれー作あいてはさコの、お企っ交れよのい
ってる
るる、 っレで飾聞画て流たく展て
たものでるの。自、たクあっきやいがりあ示お
。らではこで学作約。シれてし学るあ、るや聞
っ、、と、生の一「ョばみた生。り展そ新き
た興オが年のポ〇ポン、た。に 、示う歓す
ら味ーで齢参ス〇ス」参い絵お 彼をだでる
、がプ を加ト人トへ加とをす らし。ｂと
楽あニき超者カのカの型い描す のた学ｅ、
しれンるえもーアー参のうくめ 経り生京大
いばグ。て多ドード加企思のの 験し時都学

学
生
と
の
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れみ交らうよささち学「た い遊そ刺てみ やあうそ
なる流っなうんっに生手糸アたびう繡ドたま裁るイうさ
いとがし情にはた引た作、ー。にだ」ラいた縫。ベとら
。、行ゃ報情と。きちりハテ 来。とイと、知そンいに
新わっが報て今継にのギィ て「いフい手識こトう、
しれた欲発も回いもたレス ほ興うラう芸をでを思ｂ
いて。し信気、で購めパト し味のワ人が学は毎いｅ
繋い学いしさおも入のーや いがをー達好び、月か京
がる生のたく話らし材ツ地 」あ流にをき、手第ら都
りｂ目からなを て料な域 とれ行す集で級縫二、で
やｅ線」い方しいも市どの メばらるめアでい土「は
発京でといでてたら」を方 ッ毎そなてウ技や曜縫、
見都、疑の、くいっも安が セ月うど、ト術ミ日い手
がに文問か「だとて行価使 ー第と「花ドをシに物芸
あ足化に」学さ話、わでわ ジ二考アをア認ン開道女
るを・思「生っし若れ販な を土えウ摘も定で催場子
か運地っどにたている売く い曜てトんやさ縫予」を
もん域てのど岡く人のすな た日いドでっれい定と増
しでのいよの元だたでるっ だにるアきてる方でいや
、
。

