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本日は、ついに今回の「滞在」の最終日となった。フィナーレを飾るのは、ヤッパリ、泣く子も

黙る？「大原」！  

と言うと、カッコイイが、実は、遠いので電車やバスに長い時間乗らなくてはならない。その

間、歩かなくて済む。ウマくいけば寝ていられる．．．  

 

というわけで、地下鉄「市役所前」から、終点「国際会館」まで行く。ココから１９番の京都バス

で終点「大原」に向かう。中学の修学旅行以来だから、ウン十年ぶりになる。あの時、ソート

ー時間が掛かった記憶がある。  

 

ところが．．．ナンと、「国際会館」駅から３０分位で、「大原バス停」に着いてしまった。これで

はウトウトもできないではないか．．．  

 

しかも、「大原」の二大名所「三千院」、「寂光院」は、「大原バス停」を中心に、東と西に別れ

ており、どちらも登り坂をかなり歩かないと着かない。  

 

小雨が降ってきた。先に、「三千院」を訪れた。観光客は、一緒のバスで来た５人しか居な

い。  

参道は、名産の「柴漬け」を売る店が並ぶが、開店準備をボツボツ始める、といった感じ。  

 

「三千院」は、コケで覆われた広い庭が、シットリと雨で濡れて、コケの美しさを際立たせてい

る。ウン十年ぶりかで、本尊（平安末の国宝）の阿弥陀如来と、珍しい日本式の正座をしてい

る脇侍の観音菩薩、勢至菩薩に対面した。私は、仏像に興味をもっている方ではないが、こ

の両脇侍には、ナンとも言えない懐かしさを感じていて、ズッと記憶の中に残っており、（私に

は、珍しく）しばらく眺めていた。  

 

来た道をそのまま「大原バス停」にもどって、今度は、反対側（西）に「寂光院」へ向かって登

っていく。「三千院」までの距離よりズッとある。雨が止んだ。実に大原らしい牧歌的なイイ風

景が続く。時々、「柴漬け」の材料、シソ畑がある。他にダレも歩いていない。ナンかハイキン

グに来ているようだ。  

 

しかし、１２世紀末の大昔に、元天皇であった後白河院が、今よりズッと山奥？であったろう、

建礼門院の住む、この「寂光院」を訪ねて行ったとは、信じ難い気がする。  

 

「寂光院」そのものは、「いかにも」といった「寂しさ」を感じさせる、嵯峨野の祇王寺にも似て

いると思う。  

昼食を食べ、「国際会館」駅にもどったのは、午後２時近かった。まだ時間があったので、「国

際会館」の次の次の「北山」にある広大な広さを誇る「府立植物園」のアジサイ、スイレン、ハ

スなどを重点的に見に行った。公立なので手入れも良く、バチバチ花の写真を撮った。かくし

て、またもや一日が終わろうとしていた。そして、今回の「滞在」も終わろうとしている。  

（今回の「滞在」中に撮影した写真は、ナンと８５０枚を超えていた）  

 

※ 明日は、いよいよ横浜に帰りますが、正午過ぎの横浜行きのバスに乗るため、今回の「京

都滞在日記」は、これで終了します。長期間お読み下さった方には、御礼申し上げます。  

 

イイネ！（4） のつのつ Kuri 和柄野@介護職員 八重歯の京都人 

コメント 

いい思い出になりましたか？
 

やっぱり、住もうと思われたのかな？ 

明日、私は鷹ヶ峰を降り出しに銀閣寺、祇園、清水、錦と子供たちを連れて歩きます。 

雨が心配なのですが、仕事だから行かざるを得ません。 

 

次回の京都はマンション住まいになっておられるのでしょうか。楽しみにしています。  

仙ちゃん 2013年07月03日 23:01 
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そうですか、今日、帰られるのですね。京都は良かったですか？？
 

ぜひ、京都にこられたときはまたお声かけて下さいね（^人^） 

住めればいいですね。  
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たか 2013年07月04日 08:14 

> 仙ちゃんさん 鷹ヶ峰、ヒソカにスキです。
 

 

先ほど、無事、横浜の家に着きました。 

京都滞在中は、たいへんありがとうございました。 

 

「京都に滞在したらどんなことが起こるのか？」また、「自分の気持ちが、どう変わるの

か？」とにかく、ココから始めないと先に進めないので、今回、思い切って実行してみま

した。振り返ってみれば、もちろん良かったですが、もう少し整理して、近いうちにレポ

ート？をアップしたいと思います。 

 

※ 植物が枯れる寸前になっていました・・・（もっと研究せねば） 

テイスティ高橋 2013年07月04日 20:52 

> たかさん 仙ちゃんさんと、同じ内容で失礼かもしれませんが、お二人に伝えたいこと

は、まったく同じです。ただチョッと休ませてくれる 

 

 

先ほど、無事、横浜の家に着きました。 

京都滞在中は、いろいろありがとうございました。 

 

「京都に滞在したらどんなことが起こるのか？」また、「自分の気持ちが、どう変わるの

か？」とにかく、ココから始めないと先に進めないので、今回、思い切って実行してみま

した。振り返ってみれば、もちろん良かったですが、もう少し整理して、近いうちにレポ

ート？をアップしたいと思います。 

テイスティ高橋 2013年07月04日 20:54 

今回の滞在で京都府民はみんな優しく親切でしたか (笑) 
 

 

こないだお話ししたうちの母親の実家の円町のお墓の話しを以前日記にしてました貼り

付けときます  

 

 

http://mixi.jp/view_diary.pl?&id=1204967498&owner_id=14848753&via=list_diary_

history  
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まゆら 2013年07月04日 22:19 

> まゆらさん 私は今まで、何回になるのか数えたことありませんけど、数十年に渡り

京都に来て、不愉快な思い出というのが記憶にありません（単に、ニブイだけだったりし

て・・・ -笑-）。 

 

ところで、リンク先（http://mixi.jp/view_diary.pl&id=1204967498&owner_id=1484

8753&via=list_diary_history ）なんですが、開けません。たぶん設定変更が必要なので

はないかと思います。 

テイスティ高橋 2013年07月05日 18:23 

> テイスティ高橋さん この日記なぜかマイミクさんの中でも1番クラスの人にしか公開

してませんでした、以前はしょっちゅう日記書いてたんでこんな設定してたんですね

(^_^)   

 

設定し直しましたので前の私のコメント貼り付けからもう一度チャレンジ してみてくだ

さいね   

 

 

コメント

まゆら 2013年07月05日 21:54 

こないだ言ってたシンガポールのプラナカン文化ですが2012年6月21日～の日記にア

ップしてるので見てみてくださいね フォトもシンガポールでくくりがあります   

まゆら 2013年07月05日 22:01 
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> まゆらさん 
 

お手数をお掛けしました。読むことができました。 

 

ナルホドね・・・ 私も検索してみました。 

失礼ながらオモシロい情報ですね。お宅のお寺の前、昔、自転車で通ったことがありま

す。でも、地元の人は、あまり知られたくない話なのでしょうね・・・ （急に現実的な話で

すが、不動産価格にも影響しちゃうもんね） 

しかし、私の知っている何人かの幕末の志士のお墓もあるんですよ。 

 

※ 今、撮ってきた写真の整理をしているので、例の雨宝院の資料、送ります。 

テイスティ高橋 2013年07月06日 16:11 

何か不思議ですね。自分とこの先祖の墓地が心霊スポット としてブログにアップさ

れてたりちっちゃい頃からおばあちゃん家 に行ったら地蔵盆で行ってたお寺が出て

たりとほんと京都府民ながら不思議な感じです。  

 

調べてみたら六角獄舎あとも今はマンションが建っていてこんなこと言うとあれですが

『よぉーこんなとこ住むなぁ 』っておもっちゃいました(^_^)   
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まゆら 2013年07月09日 23:21 

> まゆらさん 時々、我々も言われることがあるでしょ「あなたは、それ、知らなくてイイ

話」って・・・   

六角獄舎や、雨宝院なんかも、実体を知らなければ、それまでだし、あまり調べると、

何が出てくるかわからないから、テキトーなところでやめておくのがベターかもしれない

ですね（しかし、調べるのって確かにオモシロイんだよね）・・・   

テイスティ高橋 2013年07月10日 13:06 

日記を書く  

テイスティ高橋の日記一覧へ  
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