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空腹な時Autumn

intermission
鎌倉の猫事情

　　主な登場猫と裏路地の猫達　

第一部・第二部　　　登場順

シュガー　♀　三毛猫　今では伝説となっている。１6年
　　　　　　　   もの長寿をミルクホールにて全うした猫。　
　　　　　　　　　　　　　1998年　老衰にて死去
お向いの白猫　♂　白猫だが、お味噌汁をこぼしたよ
　　　　　　　   うな染みがある。ゆるぎない座を誇った前
　　　　　　   　時代的ボス猫。この猫の衰退を持って
　　　　　　　　　鎌倉の猫事情が一変した。　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　1997年頃　老衰にて死去
マリちゃん　♀　裏路地で愛された黒白の斑猫
　　　　　　　　　　　　　　1995年頃にはいなくなる。
他　さば猫、黒猫、茶トラ猫など、シュガーをとりまく猫達。
                 シュガーの死去した頃に皆いなくなった。

灰色猫　♂　　お向いの白猫亡き後、ボス猫不在となっ
　　　　　　　 　た裏路地に登場した流れ者の野良猫。
　　　　　　　 　まだ幼かった頃のグーニーと何かと対立
　　　　　　　 　していたが、グーニー一家の団結に敗北
　　　　　　　　　し、どこへともなく姿を消した。
　　　　　　　            　2003年　行方不明
灰色斑　♂　　時々我が家のパソコン室へ現れ、グーニ
　　　　　　　　 ーを怒らせている。激しい取っ組みあい
　　　　　　　　 をしては、相打ちになっている。
茶トラ　♂　　　茶トラ猫、グーニーの最大のライバル。
　　　　　　　　　数年前から家の中にまで現れる。
　　　　　　　　 体が大きく凶暴な性質だが、不思議に
　　　　　　　 　憎めない。大病を患ったグーニーは
　　　　　　　　 襲撃され、半殺しの目にあった。
　　　　　　　　　以来厳重に警戒している。
　
　　　　　　　

　　　　　　　グーニー　♂　
　　　　　　　　シャム猫の雑種　青い目　1999年 2月生　
　　　　　　　シュガー亡き後、はるばる三重県の山からミルクホ
　　　　　　　ールにもらわれてきた。生来わからずやの気性で、
　　　　　　　無類の寂しがりや。喧嘩早く、耳と額に連戦の傷跡
　　　　　　　を持ち、数々の問題を起こしながらも、愛されている。
　　　　　　　猫特有の大病を持っているが奇跡的に回復した。
　　　　　　　
　　　　　　

グーニー一家の主な構成
スィーピー　♀

すみれ　♀

ジュリー　♀　シャム猫風　青い目

白トラ　青い目　1999年4月生

生れる前からグーニーのお嫁さんになる事を
決められていた運命の花嫁。愛知県出身。
一見柔和だけれど、いざとなれば勇敢に戦う。
グーニーとの間に37匹もの子猫を出産
お産の前になると人と会話をする事がある。
丈夫で自立心が強く、お産の軽い猫。

↑旧世代　　　　　　　　新世代↓　　　

グーニーとスィーピーの初めての子、長女。
弟妹の面倒見が良い。見掛けは母猫似で
気性はグーニー、父猫との対立にて家出。
現在は弟クウとお隣で暮らしている。

　白トラ　青い目
クウ　♂ シャム猫風　青い目
次男。すみれと共に家出。現在は、お隣に住む。
すみれには子供の頃から世話になっているが、
最近ではよく兄弟喧嘩をしているらしい。

末娘。美猫で人なつっこく誰からも愛されていたが、
それが災いして、猫さらいにあって未だ行方不明。

その他の子供達　♂　♀
あまりに沢山産まれたので、記録を残すのが
面倒になり、よくわからない。ただ皆可愛かっ
た。皆、父親か母親にそっくりで見分けがつ
かない。37匹のうち、2匹だけが赤ちゃんの時
亡くなった。他は皆元気で巣立っていった。
近くはお隣から、遠くは岐阜県の県境に居住。

居候のソネ君
痩せ細って厨房裏に紛れ込んでいた。
すみれとクウとは兄弟のように仲良く暮らしたが、
いつの間にかいなくなった。

 　疲れてお腹が減った時は、ご飯を食べるものだってこと、
私はちっとも気づかなかった。ある時やっぱりすごく疲れてて、
眠っちゃいそうになった時、目の前にあったかいご飯が出て
きて、びっくりしながらも夢中で食べた。それで、よかった。
忘れてたんだ、もう長いことご飯のこと。で、とりあえずご飯食べ
ちゃえってことにした。それで、よくなった。
どんなに歩いても進まない日がある。どんなに走っても追いつかな
い時がある。どうしてかって考えてもわからない事はたくさんある。
それなら、時々は誰かと話してみよう。とりあえず話し合ってみよう。
話し合うって？誰と？　ほうらごらんなさい。猫だって、時々ああして
話し合ってるよ。猫が、見合って、何か話し合っている。何だろう。
ずっとああして見合ってる。猫も、お腹が減ってるんだよ。お腹がい
っぱいな時は猫は歩き回らないしなんにもしない。でも、時々陽だ
まりで薄目を開けてお日さまを見てる。猫は時々ああしてむずかし
いこと考えるんだ。でしょう？　　あ～あ、行っちゃった・・・・
　　　　　　我が猫の　横顔誰かに　似たりかな　　秋だけど季語なし

「鎌倉の猫事情」より

　鎌倉の猫事情は、今回は登場
する猫達のプロフィールを、
ご紹介致しました。個性あふれる
猫達のお話もっともっとしたいの
ですが、紙面が足りません。
次回、とそのまた次回に回想と、
第一部・第二部までのあらすじを
ご紹介したいと思っています。
★ミルクホールタイムスは、
毎月25日発行ですが、次回は
新年号として12月31日の発行と
させて頂きます。
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人気連載中の「鎌倉の猫事情」が第一話から
掲載されています。　他に、ミルクホール30年
の逸話、思い出の数々。

1 th ～100 th

HISTORY
KAMAKURA 

　琢磨　仁（Jin Takuma）
　琢磨　啓子（Keiko Takuma）

 

12/31Mon.   
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大晦日の夜は、ミルクホール恒例の
カウントダウンパーティです。
2007年最後の夜をミルクホールで過ごしませんか？
ハーフムーンのライブと、美味しいお酒とお料理で
2008年の年明けまでお楽しみください

HALF MOONの音楽は
　　　　愛と平和を歌います。

★ミルクホールでは、
 ライブチャージは 頂いておりません。
通常のメニューをお楽しみ下さい。

by HALF MOON

ミルクホールタイムス総集編

2007

ミルクホールタイムス
　　　　　　定期購読募集
　ミルクホールタイムスは、毎月25日に発行し
ております。定期購読お申し込みの方には、
毎月25日郵送いたします。
　　　　　　　　　　　　年間購読料　¥1500

貴方と嘘と夜と音楽
劇団離風霊船　山岸諒子プロデュース　
RoseGarden vol.1

  12/19（水）～24（月）

 

～スタンダードジャズに彩られた　ステージの上の人生の物語～
演出/振付　知念正文（鳥獣戯画）　脚本（山岸諒子）

中野　スタジオあとくれ

料金　全席自由
 前売￥3,200　
 当日￥3,500
 

スタジオあとくれ　ミルクホールのマスターも出演しています。
前売券は、ミルクホールにて　→

海沿いの道
  鎌倉は、自然に恵まれた土地柄です。
この季節には、山の紅葉も寺社の景色も美しいのですが、私がも
っとも好きなのは、海の景色の美しさです。鎌倉の海岸は広く長く、
変化に富んでいます。八幡様から若宮大路を真っ直ぐ歩くと材木
座海岸に出ます。そこには鎌倉時代に建てられた一番目の鳥居
が沈んでいると言われています。材木座の海には当時、元との貿
易が盛んに行われた港の跡もあり、いつも静かな砂浜です。
海沿いの道を江の島方向に歩いていくと、漁師小屋が並ぶ浜にな
り、坂ノ下では今でも地引網などが仕掛けられます。そのせいか、
ここにはおこぼれに預かろうとするカラスなどの鳥達が多く見られ、
海に突き出したテトラの堤防にずらりと渡り鳥が並んでいるのを見
ることもあります。坂ノ下の岸壁では今頃から冬にかけてルアー
の夜釣りでスズキの大物が掛かると地元の釣人に人気の場所です。
彼らから自慢のスズキを見せられた事が何度かあります。岸壁沿い
に坂道を上り、切通しを越えると稲村ケ崎、この切通しから見る富
士は伊豆半島を従えた、すがすがしく、雄大な姿です。稲村ケ崎
から、七里ガ浜は歌にもあるように、鎌倉時代の古戦場でした。
今では、波乗りのメッカで、いつでも地元のサーファー達が戯れる
場所になっています。稲村ケ崎の先からは江ノ電が海沿いを走る
道ですから時には江ノ電と並んで走ったりする楽しみもあります。
その先に立ちふさがっているのが小動（こゆるぎ）岬です。
その昔、源義経と弁慶がここまで来て、必死に懇願したにも関わら
ず、兄頼朝に拒絶され鎌倉に入れず引き返したと言われる所です。
また、1930年作家太宰治がカフェの女給田部シメ子と小動神社裏
海岸にて、大量のカルモチンを嚥下し心中を図り、その結果田部
のみ死亡し太宰が生き残りました。太宰治は海の見える恵風会病
院に入院したそうです。
　長い歴史の中で、さまざまな記憶が刻まれた鎌倉の海、
      秋の海は悲しいほど、美しいのです。

★12月のみ、31日の発行となります。

http://www.milkhall.co.jp



骨董・ガラクタ市

Milk Hall  Now

古陶磁　

古民芸　

  fax 24-9537 
 

  

和洋家具　つくり帯
半衿・帯揚げ
くるみボタン
　かんざし
　　

★★明治・大正・昭和初期の和洋家具
　　水屋箪笥・ガラスケース新入荷

　

　　
　
★★★大正時代近江水屋二段
★★★明治時代衣装箪笥　
★★大正小箪笥　　　　　　　　　　　
★★明治・大正文机各種　　　　　
★昭和初期鏡台　　★★ガラスケース各種
★デスク・椅子各種　★昭和30年代本立て各種

　　　　

★★大正時代椀各種
★★大正時代膳・重箱各種
★★灯篭台　天燈器
★★中国鉄製獅子香炉
★★李朝盆　
★★根来椀
★銭函・箱類
★アフガン石仏
★仏お守り

アンティーク
★★★病院用スタンドライト
★★明治・大正のレースガラス各種
★★昭和初期色ガラスショットグラス
★★昭和スタンドライト各種
★アンティークシェード各種　
★レプリカシェード　　¥5800より
　

　　アンティーク着物
★★大正時代着物色々
大島紬・木綿絣・江戸小紋・絞り
袷着物　紬・銘仙など
　

古布

★★大正・昭和初期名古屋帯　
★ミルクホール新作半幅帯
　

★長尺ものから　
端切れまで　
　帯・つくり帯

半衿・帯揚げ

ANTIQUES

１２月22日土日曜日　朝10時より始めます。

  　　　ミルクホールにて　朝10時より　夕方6時まで　

★★伊万里・古伊万里そば猪口
★★大正色絵碗・小皿・徳利各種
★★古唐津水盤　★★瀬戸石皿・片口・小皿
★★明治銅版鉢　文明開化絵皿など
★★古伊万里印判小皿　　★★古唐津陶片
★★古伊万里なます・皿　　★★高麗青磁色々　
★★明古染　杯　　★初期伊万里陶片　
　　

THE
 LAST
 BAZAAR

2007

  12/22 Sat.      24 Mon.

 

2007　年最後の

 ミルクホールの蚤の市です

　 残り物には福がある！

一年最後の一年で一番安い

　　ミルクホールの

　　　　　　ラストバザール

　　　　　

ゴメンナサイ
家具は無理なので、家具以外全品です

 大正時代の日本の懐かしい香りのする蚤の市
　　　日本の和洋家具、アンニュイな光のガラス器
　　骨董、ガラクタ、など　貴方次第で掘り出し物も・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　

伊万里・古陶磁
　　和洋家具
　　古民芸
　アンティーク　
 

 　THE LAST BAZZAR　の3日間限り

　全品　30%OFF


