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鬼門
２００９年のお正月です。なんだかんだといってもお正月は来るもんです。
ミルクホールにとっては３２回目のお正月、３２才です。そのまた元のマスターは、
今年５９才、来年の寅年でいよいよ還暦です。人生と、ご時勢の荒波を何度となく、
経験してきた還暦をひかえたマスターと、３０才を超え熟年期にさしかかろうとして
いるミルクホールですが、昨年末に猛威を奮った流感には参りました。
毎冬必ずスタッフの中で一番先に風邪を引くUさんが、例年通り風邪を引いたのを
皮切りに、ミルクホールに次々と体調崩すものが出て、全員をひと回りした頃でした。
ある朝、マスターの顔を見て驚きました。鬼の霍乱、とは、昔からよく言ったものです
が、実は昔の人が、こういう人の顔を見て、「鬼ってこんなんじゃろか？」と、想像した
のが、あの鬼の姿なんじゃないのでしょうかねえ。実際誰も本物の鬼を見たわけじゃ
ないんですから、モデルがいたに違いありません。マスターの風邪の引き始めから
直りかけまで観察していると、実に青鬼になったり赤鬼になったりと、ひどく納得して
しまいまいます。モデルはそれで良いとして、あの角と虎のパンツはどこから来た
のでしょうか。調べてみました。古来から十二支は、年だけではなく時や、方角、
様々なものを刻む単位として使われていました。方角を示す十二支の中で、
丑と、寅の間の方角で、東北にあたる方角を「艮ウシトラ」といい、艮の方角には、
鬼門があると信じられていたそうです。それで、頭に丑（牛）の耳のような角を
はやし、腰には寅（虎）のふんどしを着けたというお話です。
今年は丑年、来年は寅年、その間には鬼がいるやらいないやら・・・・

COLUMN

今年一年、皆さまにとって、きっと良い年になりますよう・・・
本年もミルクホールを、よろしくお願い申し上げます。

鎌倉の猫事情

第八十一話

ゴォ〜〜ン ゴォ〜〜ンと、鎌倉の夜空に除夜の鐘が鳴り響き、年が明けました。
昨年もミルクホールを取り巻く裏通りの猫達には、色んな事件が起こりました。
こうして、季節の過ぎ行く中で、近所の猫達の運命を何十年も眺めてまいりますと、
しみじみ、猫達も我らと同じ21世紀を生きてる仲間なんだと、感慨を深めます。
さて、２１世紀を生きる我が家のグーニー君と愛妻スィーピーちゃん、この大変なご時
勢にもかかわらず、惰眠を貪るかた手間に、かつお節を頂戴するといった、世間様にも
おてんとう様にも顔向けのできないような平和呆けした日々を送っております。
グーニー君にとって宿敵を失った裏路地の平和は、物足りなくもあり、のん気に暮らす
には好都合でもあるのでしょう。昨年の暮れは私が珍しくやっかいな風邪にやられて、
２週間ほど寝たり起きたりという日々が続きました。部屋には大きな加湿器を持ち込み、
就寝前には水分を仕込んだマスクを着用し、さらに眠りを妨げぬようホットアイマスクも
身につけ、他人には見せられないような格好で臥せっており、熱のせいだかなんだか、
寝返りをうっては、遠い昔の失敗した事件をふいに思い出して一人落ちこんだり、かな
りテンションが下がっていたのですが、ある冷え込んだ日の明け方、私の布団に入ろう
としてトントンと私の肩を叩くグーニーを振り返って、ああっと、息を呑みました。
目が三つある！！？？ 真っ黒い猫の顔に、くっきりと三つの青い目が
不気味に光っていたのです。思わず、ギャッ、化け猫！！ と叫びそう
になりそうでしたが、あ、グーニーかと、気づきまして、「な、なんで？」と、
聞くとグーニー君、すました顔で、「前からだよ」って、答えたのです。
もちろん、夢だったのですが、あんまりリアルな夢だったので、近頃、
グーニーの寝顔を眺めては、本当に、ないよね？？ と額の辺りを確か
めたりしてしまいます。これもあれも、悪い風邪のせい・・・・・
皆さん、くれぐれも悪い風邪に罹らぬように気をつけましょうね。
天国のシュガーより ご挨拶
明けまして、おめでとうございます。皆様お久しゅうございます。シュガーでございます。
鎌倉の猫事情をご愛読頂き有難うございます。昨年にはグーニーの最後の強敵茶トラが
こちらの世界に参りまして、お話も一段落といったところでございました。今年もグーニー夫婦
を始め、鎌倉の猫達の騒動を、お見守り下さるよう、お願い申し上げます。 ――――to be continued
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満月の夜

NEW YEAR LIVE

琵琶と尺八 の夕べ

1/11 sun.

日本古来の侘しい音色と
JAZZの魂が
ミルクホールで出会い
ました。
満月の夜の幻想に
目を閉じ、
耳を傾けて
お聴きください・・

19:30~
琵琶・馬場鶴生
1
/17
sat.
尺八・榎本秀水
語り・パーカッション他

19:30~

フルート・テナーサックス・唄

ゲスト 語り
東の宮美智子

2009 Milk Hall

Information

by HALF MOON

琢磨 仁
琢磨 啓子

HALF MOONの音楽は
愛と平和を歌います。

DINNER

SET

好評のミルクホールのディナーセット
魚料理と肉料理を、お好みで・・・

毎月25日 ミルクホールタイムス発行
毎月第三土曜日 定期ライブ PM７：３０
★満月の夜 LIVEは、不定期です。
毎週火曜日 着物の日 １０〜２０%引き
営業時間・休業日
AM11：00〜PM10：30（平日PM９：３０）
LUNCH TIME AM１１：３０〜PM２：３０
DINNER TIME PM５：３０〜PM８：３０
定休日なし/ 1月13日臨時休業します。

オードブル サラダ
メイン ディッシュ DINNER TIME
パン or ライス

デザート
コーヒー or 紅茶

PM 5:30 ‑‑ PM8:00

¥2200〜

ライブチャージは頂いておりません。
普段と同様にミルクホールのライブを、お酒と
おいしいお料理でお楽しみ下さい。

ミルクホールタイムス創刊号 1976年

ミルクホールタイムス 総集編
「鎌倉ミルクホールタイムス」
No.001 〜 No.100 ￥１８００
ミルクホールタイムスを１９７６年の創刊号より、１００号まで
まとめた総集編です。人気連載中の「鎌倉の猫事情」が第一
話から第一部の終わりまで、他にガラクタ通信、ミルクホール
３０年の逸話など掲載しています。

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。
お申し込みは、当店か、ミルクホールホームページにて。
お葉書、FAX、メールなど、お待ちしています。
年間購読料 ￥１５００
ミルクホールタイムス編集部
PHONE 0467−22−1179
〒248‑0006
FAX
05034882872
鎌倉市小町 2‑3‑8
e−meil/ info @ milkhall.co.jp

Milk Hall Now
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伊万里・古陶磁
和洋家具
古民芸
アンティーク

和洋家具
★★★明治初期の衝立
★★★大正時代京箪笥 三段
★★★大正時代ガラス水屋
★★昭和初期丸テーブル
★★明治・大正時代小箪笥各種
★★昭和初期デスク色々
★★明治〜昭和文机各種
★★大正時代ガラスケース

古民芸・骨董
★★大正時代鏡台
★★大正時代鏡台
★★お椀・茶托・御膳
★★道教の壁画
★★灯篭台天燈器
★★越前壷
★アフガン石仏
★古瓦各種
★★北斉仏頭大理石
★★火鉢・五徳

つくり帯
半衿・帯揚げ
くるみボタン
かんざし

和 の小もの

火曜日は、ミルクホールの着物の日

昔の着物をほどいて
半衿に仕立てました。
着物のおしゃれのポ
イントは半衿です。
大正風にアレンジする
なら鮮やかな柄物の
銘仙など、
個性的なコーディネー
トが楽しめます。

★半衿・帯揚各種 ￥5００より

帯・つくり帯
大正・昭和のアンティークの帯、
ミルクホールのオリジナル
おたいこのつくり帯など。
、
帯は、締めるのが面倒です。
つくり帯は、簡単に結べて、
締め付けません。
初心者の方だけでなく、
着慣れた方にもお勧めします。

大正・昭和初期に大流行した斬新なデザインの銘仙や
お召しの着物など入荷しています
久留米絣
¥7800より 銘仙着物 ¥6500より
お召し
¥6800より 小紋
¥3800より

★★古伊万里染付鉢
★★幕末伊万里そば猪口
★★明治錦絵七寸皿
★★明治銅版小皿
★★伊万里輪茶碗・そば猪口
★★古伊万里豆皿・なます
★★明治瀬戸石皿・鉢
★伊万里蓋お碗各種

アンティーク
★★★50 S 眼鏡屋ポスター油絵
★★★額入り鏡各種入荷
★★ハート型額入り鏡
★★大正・昭和初期色ガラス各種
★★明治・大正のガラス各種
★★鉄製ディスプレイ用小物台
★★浮世絵ガラス絵入荷
★夢二シルクスクリーン額
★★1970年代取っ手
真鍮製・ステンレス製
★デッドストック 洋食器各種

★ミルクホールオリジナル

マグカップ・デミタスカップ・
グラス5種・ローションポンプ

古布
日本の上質な絹もの
１ｍより 色々
大島紬・絞り・銘仙など
日本の古い着物を丁寧に解いて
布地にしました。
柄の見やすい巻物にしてあります。
ご希望の長さ等、お申し付け下さい。

★名古屋作り帯 ￥３８００より
★半幅帯

★ 着物・アンティーク古着

伊万里・古伊万里・
明治べろ藍・ 大正色絵等々

ささめや ゆき イラスト入り

毎週火曜日は、ミルクホールの着物の日です。
着物は２０％引き、帯とミルクホールオリジナル小物は１０％引きです。
サイズやコーディネイトなど、お気軽にご相談ください。

半衿・帯揚げ

古陶磁

端布組み合わせ
¥300より
¥300
より

くるみボタンと
かんざし

昔の着物をほどいて作りました。

★くるみボタン ￥１００より
★くるみボタンコーム
★手作りかんざし ￥１８００より

fax 05034882872

