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わたしらの感覚は「攻めている」

先斗町の名物女将・柴田 京子さん、TRAVELING COFFEE 店主・牧野 広志さん、
立誠図書館・岡見 弘道館長ー木屋町と先斗町の「攻める人」にお話をうかがいました。
※プロフィールは P.3

いつまでも学校と思い出があったらいいな

※柴：柴田さん

牧：牧野さん

岡：岡見館長

柴：立誠小学校で 6 年間勉強させてもらって、思い出

みんな鴨川をどりの子役に出てたの。秋と春と。出

深いです。今でも店の近くにあるさかいに、学校と

番の時間になったら先生が「今日、でーへんの？は
よ行きな」って。

店っていうのは私の 1 番の場所ですね。学校も山
とみも変わってきたけど、でもこうやってみんなが

岡：それも地域ですよ。先斗町の女の子は鴨川をどりの
期間、そういうものだと。

がんばってやってきて、いつまでも学校と思い出が
あったらいいなと思います。
牧：立誠小学校と関わって 70 年？

牧：「行かなきゃあかんでー、時間ですよ」みたいな。
柴：先生も観に来てくれはりますしね。戦争中は面白

柴：ですね。岡見さんはずっと後輩ですね。

かったそうですよ。歌舞練場に学校があったの。

岡：そうですね。

学校に来る子どもと芸舞妓さんが同じ場所に。特

柴：私らの時は、花街・先斗町の子どもが多いでしょ。

別に先生を呼んで、勉強させていたらしいです。

鴨川の景観に合わないのでは？
柴：鴨川のフランスの橋＊ね。1 年で建設計画が白紙

窓を開けておけへんよね。やっぱりそこはシーク

撤回になりましたね。
牧：やっぱりあれがかかると……

レット。
岡：あれを初めに反対したのが柴田さん。フランス風

岡：雰囲気が変わってしまう。

の橋ですよ。それは鴨川の景観にあわないので

牧：違う人の流れが入ってくるし。

は？それと、木屋町の治安が悪かったのね。橋が

柴：四条大橋から三条側を眺めると綺麗な光景があるの。

できることで先斗町にも影響してしまうところ
だったよね。

岡：綺麗やね。
柴：架けたら先斗町の店はどうなるの？お茶屋さんで
すよ。芸舞妓さんが上からのぞかれるんですよ。

＊ 1997 年に市議会で可決された、三条・四条間の鴨川歩道橋としてパリ
のセーヌ川に架かるポン・デ・ザール橋の姿を写した意向で建設する計
画。柴田さんをはじめ市民・文化人が問題提起し、全国的な反対運動が
起こり翌年計画は撤回された。
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攻めるのが最大の守りなんですよ
牧：立誠のこういうのって他にないんですよ。本当に

はいつもする。ここはまちなかという強みに加えて

真似するとかでなくて。僕、全国をまわっている

ブックディレクターの幅さん＊という攻めがありま

けど、ないんですよ。だからこれは跡地活用のモ

すね。僕自身も京都のいろいろな焙煎所に、この場

デルパターンだよ。

所のために特別なコーヒーを作ってもらうってい

岡：よく、地域の文化を守るって言うけれど、私ら
の感覚は「攻めている」だと思うね。

う、常に攻めの姿勢でいます。
岡：建物が完成してね、その時には複合施設としては

牧：そう、岡見さんの言う通りで、守りじゃなくて攻
めなんですよ。攻めるのが最大の守りなんですよ。
いろいろな方が来て「どうしてこれができるんです

全国にここしかない、そういうような存在になる
ことは確か。
牧：だってね、客室があって、グラウンドがあって、

か？」って言うんですけど。これはまちなかだから

地域の人たちがこれからも祭りやらで使ってい

できるんですって言い続けるの。ここは住んでいる

くっていう。もう、ない！

人が減ってはいるんだけど、人がいるから人が来る

柴：テナントもあるしな。

ということが可能なわけ。これが過疎化の場所だっ

牧：地域の人たちと一緒に運営する複合施設なんて本

たら人は来ないのね。同じ閉校であっても人は来な

当に他にないよね。人のやったことには興味ない

い。だからこれと同じことをやってもダメで、何か

という姿勢が攻めている。

その中に目玉のものを入れないと難しいという話

はばよしたか

＊幅允孝さん：BACH 代表。立誠図書館の企画を担当。市内では京都市
動物園・動物図書館、ワコールスタディホール京都の選書も行う。

攻め続けるコツ
牧：僕がいつも考えるのは着地点。エゴだけではダメ
じゃないですか。あれがやりたいんでしょとか、こ

続けていくかを変えていかないと。でも私は最後
までワンマンで行きたいしな。

れがしたいんでしょみたいなね。その時にいろいろ

牧：それが攻めだよね、お母さんの。

な話を聞いて、自分のフィールドでどのへんに着

岡：攻めっていうことで言うと、自分に関しては常に

地点を置くかってこと。行き過ぎることが攻めじゃ

攻めているなと思っている。つまり攻めないと

ないんだよね。自分のフィルターを通して、みんな

やっていけへんなって思う。ただし、いつも言っ

の意見を聞いて自分が得てきたものを落とし込む。

ているように私は理想を捨てずに現実と向き合う

だから大事なのは常に現場にいること。自分の脚と

ことが攻めかなって。お坊さんをしたり先生をし

身体で経験し、口で全部食べることが 1 番の情報。

てきた中で、やっぱり人権っていうのはすごく大切

話を聞くことも大切だし。これが僕の攻めかな。

なんだよなって。まちづくりっていうのは 1 人 1

柴：やっぱり人が好きで、とにかく動き回って、たく

人の生きる権利を大切にするっていうね、そこんと

さんの人とお付き合いしてきた。芝居が好きでい

こが大切だよね。それがなかったら地域活動なんか

ろいろまわったりして人脈ができて、そのおかげ

やっていても意味がないなって。もともと私がやり

でたくさんのお客さんや助けてくれる人もできた

たかったことは、国際ボランティア。それも子ども

と思う。ただ、昔は店で 10 時間くらい立ちっぱ

を助けたいのやね。でも、自分の足元をおろそかに

なしでも平気だったけど、今は 4 時間、5 時間で

して世界に出て行くよりは、やっぱりまずは自分の

しんどくなってきた。昔は立ってなんぼって言っ

いるところ、そこで勝負するというか。この場所が

てやってきたけどね、これから先どうやって店を

闘うべき場所だと感じている。
▶︎まだまだここでは収まり切らなかった面白い話がたくさんあります！
気になる方は公式サイトで！！
https://bunmachi.org

立誠図書館
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【牧野 広志 Hiroshi Makino】
TRAVELING COFFEE 店主。1966 年生まれ。94 年渡仏、90 年
代をパリ・ルーアン・リヨンで暮らす。2002 年帰国後、京都の新
しい情報発信空間の提案者として文化と地域に密着中。
【岡見 弘道 Kodo Okami】
1952 年生まれ。稱名寺住職。立誠図書館館長＆立誠消防分団 & 立誠
社会福祉協議会代表。元短大国文学科教員。古典文学から映画表現論、
地域活動など幅広く研究対象としポップ・スターマドンナの宗教と
表現を対象にした授業などを開講。また、京都市立立誠小学校の統
廃合がもたらした京都市繁華街の変化に対応した地域活動、廃校を
活用した地域活性化事業「まなびや」で文化発信の新しいカタチを
提案。「折り合い学」を唱え、地域活動と文学や心理学とのコラボを
提案している。著書『淀川の文化と文学』
（共著 和泉書院刊 2001）
【柴田 京子 Kyoko Shibata】

山とみ
鴨 川

祇園四条駅

河原町駅

川端通

先斗町通

木屋町通

」

「京の仕出し

四条通

高瀬川
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ム
み出し コラ

河原町通

〒 604-8015 京都市中京区先斗町通四条上る鍋屋町 226
TEL：075-221-3268
営業時間 11：30 〜 14：00 / 16：00 〜 22：00（土日祝 11：30 〜 22：00）
火曜休（祝日・祝前日の場合は営業）

蛸薬師通

立誠図書館

事処 山とみへ転業し、現在も先斗町の名物女将として活躍中。

三条駅

1914（大正 3）年創業のお茶屋を継ぎ、1964（昭和 39）年にお食

三条通

お食事処 山とみ

先斗町のれん会会長、立誠女性会会長、八坂神社婦人会理事。

花街・先斗町に近い立誠図書館にお越しの方には、華やかな芸舞妓さん
第2

回

が歩く京都ならではの光景に目を奪われることがあるかもしれません。
花街にはお茶屋さんという、芸舞妓さんの手配などお座敷のすべてを整えて
くれる、敏腕プロデューサーのような存在があります。そこにはさぞ有名な料
理人がいるのでは……と思われるもしませんが、実はいません！では、どうし
ているかというと、仕出し屋さんを好みに合わせて選んでくれるのです。
仕出しはお座敷に限らず、家にお客様を招くときや、法事、茶懐石、行
楽のお弁当など、京都に住む人の食を古くから支えてきました。まちなか
で見かける料理や荷物を担いでセッセと働く若者は、
「追い回し」という
料理人のたまご達です。
京都の映画を支えたのもまた仕出しです。楽屋弁当のクオリティ＝俳優のモ
チベーションということでしょうか？京都の撮影所では 1960 年代ごろまで台
詞のない役をなんでもやる俳優のことを仕出しと呼んでいたそうなんです。
京都の食と映画という文化を支える 2 つの仕出し、あなどれません。

＊挿絵：伊場屋仙三郎《会席の図 田中庵》
国立国会図書館デジタルコレクションより

【立誠図書館の “ 仕出し ” を知る図書】
先斗町歌舞会、監修：杉田 博明 文『決定版 先斗町のすべて』淡交社 2010
熊倉 功夫『日本料理の歴史』 吉川弘文館 2016
徳力 龍之介『京都の流儀』木楽舎 2015
壇 一雄『美味放浪記』中央公論新社 2010
澤田 瞳子『京都はんなり暮し』徳間書店 2015
大野 裕之『講談社現代新書 2419 京都のおねだん』講談社 2017
柏井 壽『京都のツボ 識れば愉しい都の素顔』集英社 2016

3

LIBRARY
REPORT

立誠図書館はゆったりとした時間が流れる木屋町の新穴場
スポットとして、近隣の方はもちろん国内外からの観光の方
などさまざまな方にご来館いただいています。2018 年春の
オープン以来「つながる図書館」をテーマに、より一層多く
の方に楽しんでいただけるよう、新規図書の追加やイベント
を開催・企画中です。これまでにはお子様はもちろん大人も
思わず手に取ってしまうような絵本や児童書のほか、英語の
図書、度重なる災害を受け防災関連の本などを追加しました。

子どもはかぶりつき、大人もなつかしい「絵本ライブ」
8 月 18 日（土）、19 日（日）に絵本ライブを開催しました。両日ともお子
様とご家族、地域の方にお越しいただきにぎわいました。
18 日はすざく野おはなしゆりかごさんによる立誠図書館の図書カテゴ
リー「食べる本棚」をテーマにしたよみきかせ。
お子さんがぎょうざが大好きという現役お母さんによる『ぎょうざつくった
の』は、親の留守中に餃子を 200 個も作ってしまうという楽しいお話。や
さいの一部を見て何か当てるクイズ形式の仕掛け絵本『やさいさん』* は、
「ハ
イ、ハイ」と答えたいお子さんの元気な声が館内に響きました。また『しん
でくれた』*、『いわしくん』という食べ物の大切さを考える絵本も交え、楽
しみながら学べる会となりました。
あわせて読んだ本：『パンどうぞ』*、『サンドイッチ

サンドイッチ』、『まほうのなべ』

19 日は二条駅かいわいまちづくり実行委員会さんによる、よみきかせ。
アコーディオンの演奏をバックに参加者全員で歌ってウォーミングアップか
らスタートしました。「う〜み〜は広い〜な」という夏らしい 1 曲『海』は
懐かしそうな顔で口ずさむ大人の姿もチラホラ。大きなマグネットシアター
を使った動きのあるよみきかせや、普段は連呼すると怒られそうな「うんこ」
が主役ながら品とリズム感のある『うんこしりとり』、クイズ形式の仕掛け
絵本『しろくまのパンツ』などお子さんの興味をガッチリつかむ内容でした。
あわせて読んだ本：『どうぞのいす』、『はらぺこあおむし』*

▲

次回の絵本ライブは 12 月 4 日（火）詳細は P.11 をご参照ください。

ときには耳も使って文学を楽しもう「朗読ライブ」
9 月 29 日（土）に朗読ライブを開催しました。
朗読ナビゲーターの稲葉妙恵さんとしろうさぎのかぜ朗読教室のみなさんを
お迎えして開催した「朗読ライブ」。『100 万回生きたねこ』*、『やくそうのお
はなし』、『でんでんむし』というなつかしい作品からスタートしました。『外
郎売』、『雨ニモマケズ』は４名のわきあいあいとした掛け合いが、笑いを誘い
ました。『蟹のしょうばい』、『桔梗が丘』、『ひとりきり』、ラストは『夢十夜
第一夜』の幻想的な物語に聞き入りました。しんみりと終了と思いきや、『外
郎売』のテキストが配られ全員で朗読をしてみることに。担当のセンテンスが
割り振られ、ドキドキしながらも声に出して読む貴重な機会となりました。
＊立誠図書館所蔵
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よ む ど す ?

YOMU-DOSU?

立誠図書館 蔵書紹介

京都歩きの本棚 、 立誠小学校 DNA の本棚 、 食べる本棚 の 3 つのカテゴリーと新規図書を合わ
せて約 600 冊の蔵書よりホームページで毎週月曜日に図書を紹介する企画「YOMU-DOSU?」。その中から 6 冊
をピックアップしました。ここで紹介する図書のほかにもさまざまな図書をそろえておりますので、ぜひ立誠図
書館へお越しくださいませ。YOMU-DOSU? 公式サイト：https://www.bunmachi.org/recommend

岡見館長のおすすめ図書

新規図書

『タケノコごはん』
文：大島渚 絵：伊藤秀雄
株式会社ポプラ社
『愛のコリーダ』
『戦場のメリー
クリスマス』の名作を遺した大島
渚監督の文、
『けんかのきもち』
『海
の夏』など評価の高い絵本作家の
伊藤秀男さんが組んだこの絵本
は、大島渚監督の子ども時代の思
い出が描かれている。日本人が否
応なく戦争に巻き込まれた時代。
あとがきにご長男の大島武さんが
父、大島渚監督から言われた「自
分で考えることができる人になっ
てほしい」と。より重みを持った
言葉として作品を通し私たちに伝
わります。絵を描かれた伊藤秀男
さん（元立誠小学校を取材し、絵
のモデルにされたそうです）から
寄贈を受けました。感謝！！

立誠小学校 DNA の本棚

『京都映画図絵 日本映画
は京都から始まった』
編：鴇明浩 & 京都キネマ探偵団

株式会社フィルムアート社

京都が日本映画の歴史の中で果
たした役割、その実際の場面や局
面、監督をはじめとしたスタッフ
たち、演じる側の俳優などについ
てのエピソードが一杯。また最近
でこそ少しは知られるようになっ
た、立誠小学校の一角が 1896（明
治 30）年に日本で映画が初めて上
映（試写実験）された場所である
こととその背景にも触れる。貴重
な画像とわかりやすいイラスト地
図も記載。映画ファンでなくとも
楽しめます。1994（平成 6）年刊
行なので、24 年経過した現在の京
都の映画（館）文化状況との比較か
らなにが見えるだろうか？
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今号のゲスト：事務局長
柏のおすすめ図書

立誠小学校 DNA の本棚

『子どもたちの
１００の言葉』

著：レッジョ・チルドレン

編：ワタリウム美術館 日東書院
北イタリアのレッジョ・エミリ
アという小さな町をご存じでしょ
うか？第 2 次世界大戦後、まちの
人たちが率先して幼児教育施設を造
り、創造的芸術表現に町の学校や会
社も協力する、世界でもっとも注目
されている幼児教育プログラムを行
う都市で有名です。2011 年「驚く
べき学びの世界 in 京都展」を立誠
小学校内で展示し、約 3000 人の来
場者を記録しました。子どもたちの
発想（作品）を見ることもでき、眺
めるだけでも見る手の創造性を描き
立てます。文化芸術都市を掲げる京
都市。未来への大きなヒントが詰め
込まれてる 1 冊です。

食欲の秋＜食べる本棚＞特集
スタッフのおすすめ図書
石橋 美樹

普照 大督

海外旅行／映画鑑賞／

美女

好きなこと（もの）

音楽鑑賞／いい香り
私は年中、食欲の秋です！！

食べる本棚

『キッチン』

栗山 万葉

好きなこと（もの）

食べるよりも食べられたい、マジで。

食べる本棚＠図書館ボックス

『ママ、なぜ野菜を食べ
なきゃいけないの？』

好きなこと（もの）
アート／ロックとケー
ポップ／美味しいものを
食べること／海外旅行

いい焼肉屋でひとり焼肉が
今秋の目標。

食べる本棚

『おいしいものと
恋の話』

吉本ばなな

高土 実

田辺聖子

角川文庫

三空出版

世界文化社

世界 30 か国以上で翻訳されてい

本書ではなぜ野菜を食べなけれ

赤味噌を目の敵のように嫌う友人

る本書。日本のみならず、世界でこ

ば な ら な い か を、 青 果 の 卸 売 を

がいます。昔付き合っていた人が名

の本を読んだ事がある人はきっと多

されている筆者の立場から細かな

古屋出身だから。私は北海道から京

いだろう。私は今更ながら初めて読

データとともに説明されています。

都へ出てきて、切磋琢磨した仲間や、

んだ。『キッチン』は、人はどんな

ママ……あ、いや母親が作ったご

好きな人と食べた大学近くの定食屋

時でも決してひとりではないし、手

飯に少しでも野菜が入っていたら

が赤味噌の味噌汁でしたので、落ち

を差し伸べてくれる人が必ずいる、

文句ばかり言い、肉ばかりを食べ

着く第 2 の故郷の味です。普通の

そしてそういう繋がりを決して自ら

ていた当時の私に読ませたかった。

メニュー、ネギ焼き、深夜のステー

手放してはいけない、と教えてくれ

もう少しこの本に出会うのが早け

キなどの美味しい記憶。９本の短編

る 1 冊だ。どんなに疲れた、逃げ

れば、バランスの良い食事で培わ

に登場するワケありカップルや夫婦

たい状況でも人との繋がりで人の心

れた甘いマスクとスリムなボディ

のゴタゴタや切ない恋も、すべて食

は救われる。人との繋がりが人生に

で幾人もの女性をトリコにしてき

とともにあります。いろいろな思い

於いていかに大切か、を教えてくれ

たに違いない。菓子と肉で育った

出や恋には、おいしいごはんの香り

る小説だ！周りの友達、家族を今ま

現在の私は、甘い考えと無理目な

の記憶もあるんだなって思い……今

で以上に大切にしよう！と心に誓っ

ボディを持つとても残念なおっさ

夜のひとりごはんのメニューに思い

たのだった！！！

んに仕上がってしまいました。

を馳せました（笑）。
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BOOK DE まめ知識
ファ
まぼ
レンス
ろし の
第2回

Q.

レファレンスとは皆さんの「知りたい」にお答えするべく、必要な
資料を探すお手伝いをすることです。ここは新米図書館スタッフが
「もし、こんな質問があったら ? 」をテーマに立誠図書館の蔵書を使っ
て頑張って調べてみるコーナーです。

人生が楽しくてしかたありません。まだ
まだ生きていたいので、不老不死に効く
食べ物があれば教えてください。

A.

お菓子を食べてみてはいかがですか？

日本におけるお菓子のルーツの 1 つは、
『日本書紀』
『古事記』に登場す
たじまもりのみこと

すう じん

る田 道間守命が垂 仁 天皇に不老不死の薬を探させる伝説とされています。
とこよのくに

田道間守命は不老不死の世界、常世国で「何ともいへないおいしさうな香」＊1
ときじくのかくのこのみ

の非 時 香 菓を見つけ持ち帰ったそうです。
たちばな

。
この非時香菓というのは日本における唯一のミカンの野生種、橘（図 1）
橘など柑橘類は冬にも葉を落とさない常緑樹で、黄金のような明るい色の

＜図 1：橘の実＞

実をつけます。ビタミン C が豊富で免疫力を高めるため漢方など古くから
藥の材料に用いられてきたことからも、不老不死の薬として持ち帰ったこ
とに納得です。
和食では「水菓子」として果物が提供されるように、そもそもお菓子とは果物のことでした。干す（干柿）
・
焼く（焼栗）などして甘味を強くし、古くから茶の湯で用いられました。現在の形の和菓子の多くは、糖の
流通が広がった江戸時代中期以降にできたそうです。
また、京都では今日でも季節の伝統的な行事が多く残ります。それらの行事と和菓子は結びつきが強く、
6 月 30 日に食べる水無月をはじめ、無病息災、子孫繁栄などの願いをお菓子に託してきました。不老不
死になれる……かはわかりませんが、日本の四季と無病息災の願いを感じながらお菓子を噛み締め、つい
でに健康管理をしてみてはいかがでしょうか？

【秋から冬の和菓子をちょっとご紹介】 国立国会図書館デジタルコレクション

江戸時代のお菓子の見本帳『御蒸菓子図』（写本）より

きせわた

着綿

名月

落葉
練りきりで作られた

雪餅

菊の上に真綿をのせ

十五夜にお団子や里芋

て菊の露を含ませた綿

などの収穫物をお供えす

葉で餡を包んだ生菓子。

しい雪餅。ふわふわとし

で体をふくと、邪気を

る秋は「芋名月」とも言

赤く色付く事を「紅葉」
、

たつくね芋のきんとん

払ったり、美人になる

われることから、芋の形

黄色は「黄葉、褐色は

で黄身餡を包んだもの

とか…！？

をしています。

＊1

こうよう

かつよう

「褐葉」と呼びます。

雪のように白くて美

などもあります。

納富 誠武『皇國の肇 人皇の巻』汎洋社 1942、p83

【立誠図書館の“和菓子 ” を知る図書】
中村 肇『和菓子』河出書房新社 2018 / 木村 宗慎『一日一菓』新潮社 2015
熊倉 功夫『日本料理の歴史』吉川弘文館 2016 / 下中 邦彦編『世界大百科事典 14』平凡社 1966
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ーヒ は 人 と人をつなぐ
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1 世帯あたりの珈琲消費量が日

KYOTO’ S

本 1 と い う 京 都 は、 珈 琲 激 戦 区
と し て も ホ ッ ト で 魅 力 的。 珈 琲

COFFEE TIME

は京都の文化を語る上で欠かせ
な い、 そ し て 人 と 人 と を つ な ぐ
ツ ー ル で す。 立 誠 図 書 館 併 設 の

TRAVELING COFFEE では月替りで京都の焙煎所のシングルオリジンコーヒーを提供中です。
こちらでは、そんな京都の珈琲屋さんに珈琲や本についておこたえいただきました。
※シングルオリジンコーヒーは時期により、メニュー内容が異なります。ご了承ください。

今号のピックアップ
Coffee Base KANONDO ＊Aoi Coffee（店頭営業終了）姉妹店
住所：〒604-8222 京都市中京区観音堂町466 ミヤコビル3F
連絡先：075-741-8718 定休日：なし
営業時間：平日 8：00 ～ 18：00、土日祝 11：00 ～ 18：00
URL：www.kanondo.coffee

→ 9 ページ

西院 ROASTING FACTORY
住所：〒615-0065 京都市右京区西院日照町60-1
連絡先：075-323-1920 定休日：日曜日
営業時間：10：00 ～ 18：00
URL：www.srfcoffee.base.shop

→ 9 ページ

SHIGA COFFEE
住所：〒600-8893 京都市下京区西七条御領町25-2

連絡先：075-315-8486/info@shigacoffee.com
定休日：日曜日、月曜日 営業時間：12：00 〜 19：00
URL：www.shigacoffee.com

→ 10 ページ

HIBI COFFEE
住所：〒600-8146 京都市下京区材木町460
連絡先：hibicoffee2016@gmail.com 定休日：火曜日
営業時間：8：00 〜 18：00
URL：www.hibicoffee.strikingly.com

→ 10 ページ
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Coffee Base KANONDO

Q1

Q2

▲

今回おこたえいただいた方：鬼追 善久さん

Q3

Q4

TRAVELING COFFEE 店主
牧野さんによる
オススメポイント

Q1

Q2

Q4

四条烏丸の自家焙煎スペシャルティコーヒースタン
ド、珈琲基地。店頭で焙煎した 1 週間以内の新鮮な豆
でドリップやラテを提供。コーヒー豆のお好きな焙煎
度で仕上げるオーダーメイド焙煎も行っております。

おすすめのメニュー
＜あまざけラテ＞
伏見の老舗造り酒屋招徳酒造さんとコラボ開発したカ
フェラテ。砂糖不使用なのに米麹甘酒の甘みが感じら
れる京都らしい逸品。

あなたにとってコーヒーとは？
スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス。

お好きな本を 1 冊教えてください
篠山 紀信『Santa Fe』朝日出版社 1991

NOVO MARK Ⅱ焙煎機で仕上げられる選抜された珈琲豆は、常に変化と
進化を遂げていくソフィスティケートされたスペシャリティ専門のコー
ヒースタンドです。シャープな仕上がりでドロップしてきます。

プロフィール

京都・西院のはずれ、閑静な住宅街に佇む 5 坪の小さ
な珈琲焙煎工房です。小型の焙煎機を 3 台導入し、
『ご
注文ごと』にその場で焙煎し、約 10 分で 1 人 1 人の
お客様に『煎り立ての最高鮮度の状態のコーヒー』を
お届けしております。

西院 ROASTING FACTORY

おすすめのメニュー
＜本日のスペシャルティコーヒー＞
常時 20 種類以上のスペシャルティコーヒーを販売してお
ります。その中から 3 〜 5 種を少量ずつ焙煎し、日替わ
りで提供させて頂いております。
今回おこたえいただいた方：山下 洋祐さん

▲

Q3

プロフィール

あなたにとってコーヒーとは？
良き人生を作るための、日々のスパイス。

お好きな本を 1 冊教えてください
浅田 次郎『壬生義士伝』文春文庫 2002

TRAVELING COFFEE 店主
牧野さんによる
オススメポイント

元バーテンダーならではの 5 坪の空間が作り出すスペシャ
リティコーヒー工房スタンド。小型焙煎機、英国 Fracino 社
Roastilino で目線の違う仕上がり具合が魅力です。
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SHIGA COFFEE

Q1

Q2

▲

今回おこたえいただいた方：中谷 芳浩さん

Q3

Q4

TRAVELING COFFEE 店主
牧野さんによる
オススメポイント

Q1

Q2

Q4

おすすめのメニュー

＜ブレンドミドル＞
ブラジル・コロンビア・グァテマラの中深煎りを使っ
た、やさしい口当たりのコーヒー。毎日のコーヒーに
お勧めです。

あなたにとってコーヒーとは？

楽しくて、難しくて、とても大切なもの。

お好きな本を 1 冊教えてください
村上 春樹『走ることについて語るときに僕の語るこ
と』文春文庫 2010（
「少なくとも最後まで歩かなかっ
た」この言葉がなんとなく好きなので）

七条御前にオープンして半年の物語を持つ自家焙煎コーヒー
スタンド。ストイックな焙煎でキレがあり尚且つ暖かみのあ
る仕上がりには真面目さと未来が伝わります。

HIBI COFFEE

プロフィール

日々の暮らしに美味しいコーヒーを。そんな想いの基
生まれたコーヒーショップ。煎りたてコーヒーの香り
高い香りを日常に、との思いから毎日必要な分だけ焙
煎しております。

おすすめのメニュー
＜焙煎したてのスペシャルティコーヒー＞
厳選したスペシャルティコーヒーのみを使用し、焙
煎 5 日前後のコーヒーを店内で楽しんでもらえます。

あなたにとってコーヒーとは？

今回おこたえいただいた方：茅原 敬憲さん

▲

Q3

プロフィール

シガコーヒーは京都にあるコーヒー焙煎所です。高品質
生豆を使用し少量ずつ丁寧に毎日飲みたくなる、やさし
い味のコーヒーを焙煎しています。コーヒーの香りに包
まれた、ゆるくて、やさしい時間をお楽しみください。

癒し。

お好きな本を 1 冊教えてください
中野 弘志『コーヒー自家焙煎教本―焙煎技術
から開店準備まで満載』柴田書店 2001

TRAVELING COFFEE 店主
牧野さんによる
オススメポイント

TOKYO COFFEE FESTIVAL でも大旋風を巻き起こした自家
焙煎コーヒースタンド。大胆で繊細な焙煎には度肝を抜かれま
す。常に安定感のある仕上がりで、どっしり構えた納得の珈琲。
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・「絵本ライブ in 立誠図書館」

会期：10 月 11 日（木）から 11 月末（予定）
内容：中島貞夫の本棚
中島貞夫監督の自宅に眠る、何十冊もの貴重な資料本、実

日時：12 月 4 日（火）
11：30 開演

会場：立誠図書館（木屋町蛸薬師下ル）
内容：絵本の読み聞かせ。絵本で人と人、
心と心つなぎます。

際に携わった作品の貴重な台本をはじめ、思い入れのある

入場無料。お気軽にお越しください。

本の数々をお借りして、エピソードとともに紹介。
主催：京都国際映画祭実行委員会

・「ポエトリーリーティング研究会 第三回公開研究会」
会期：10 月 27 日（土）15 時 00 〜
主催：精華大学ポピュラーカルチャー学部

・
「まなびや 2018」
会期：10 月 28 日（日）〜 11 月 11 日（日）
会場：立誠自治会会議室・立誠図書館・新京極公園

12：00 終演予定

ナビゲーター：花田 睦子さん
高校卒業後、証券会社に就職。1987 年に会社勤めをしながら、
絵本児童書・専門店「えほん館」を無店舗でスタート。1991
年に伏見区で店舗を開店。1999 年に西京区に移転。店舗営業
のほかに、絵本の素晴らしさや大切さを伝えるための講演会や
販売会を実施。2012 年 9 月から嵯峨美術大学非常勤講師。

主催：一般社団法人 文まち /
二条駅かいわいまちづくり実行委員会

内容：講演会・WS・マーケットなど

中京区小学校ボランティアネットワーク

主催：まなびや 2018 実行委員会

立誠図書館 館長のことば
毎日「食べる」に追われている私たち。美味しいもん食べたい、安くてうまいもんでなかったらあかん、い
や、なんでもええから食欲を満たせたらええ、と人によって「食べる」ことへの思いはさまざまですが、い
つの時代でも「食」の生活や経済に置ける役割は大きなものです。そして立誠図書館のまわりには「食べる」
があふれています。「食」の一大消費地、浪費地である繁華街の中にある図書館としては、観光客の方々が
求めるグルメ関連の情報も大事だと思いますが「食」についてちょっと立ち止まって考える機会、
「食の由来」
「食の哲学」を提供する場でありたいとつねづね考えています。

立誠図書館館長 岡見弘道

「Page.3」とは
「Page.3」は人・本・地域をつなぐ立誠図書館の機関誌です。
「元京都市立・立誠小学校跡地活用計画」の合意によりホールや図書館、立誠ガーデンなどを備えた複合施設
（2020 年完成予定）として生まれ変わることとなった立誠小学校。1928（昭和 3）年に開校し、1993（平成 5）
年の閉校後も地元主催の行事や文化発信の場として、人と文化が集う場所として親しまれてきました。また、
映画の原型である「シネマトグラフ」の日本初の試写実験が行われた映画と縁の深い地でもあります。
そんな立誠小学校のあゆみを本のページにみたて、小学校時代を 1 ページ、閉校後を 2 ページ、新施設へ
の転換期の現在を 3 ページとしました。立誠小学校の新たな 1 ページのはじまりにご期待ください !
開館時間：月曜日〜日曜日

11：00 〜 20：00

三条通

鴨
川

図書館
ボックス

木屋町通

高瀬川

公式サイト：https://www.bunmachi.org

蛸薬師通

（元・立誠小学校）

MAIL：info@bunmachi.org

立誠図書館

河原町通

お問合せ：TEL：075-585-5561 FAX：075-585-5562

川端通

休館日：不定休

立誠図書館へのアクセス
立誠図書館へのアクセス
三条駅

＊図書、雑誌、新聞の複写サービスは 11：00 〜 19：00 まで

図書館
ボックス

図書館
ボックス

所在地：京都市中京区蛸薬師通河原町東入備前島町 310-2
アクセス：阪急電車「河原町駅」1 番出口より徒歩 3 分

立誠図書館

四条通
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河原町駅

祇園四条駅

京阪電車「祇園四条駅」4 番出口より徒歩 5 分

発行日：2018 年 10 月 15 日
発行：立誠図書館 / 企画・編集：栗山 万葉
編集：岡見 弘道 石橋 美樹 普照 大督 / デザイン：株式会社 KYO+

・
「京都国際映画祭」共催事業

