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  「宝厳院」庭園  

 

  「宝厳院」山門前  

 

 

昨日（１８日）、マイミクの皆様方には、たくさんのメッセージをいただき、誠にありがとうござ

いました。いろいろありまして「Re:コメント」することができず、大変失礼いたしました。  

なにとぞ、事情をお汲み取りの上、お許しくださいますようお願い申し上げます。  

 

さて、昨日は、審査パスした物件を実地検分に行ったわけですが、季節柄、余った時間で紅

葉も楽しむよう計画しました。  

 

審査パス後、なるべく早く実地検分するように言われていて（普通は実地検分してから審査

なので）、急いで新幹線の予約を入れたのですが、今、京都は年間最高の人出なので、始発

の次しか座席が空いておらず、４時起きで半に出宅。京都駅には、なんと８時前に着いてし
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コメント  

まいました。  

 

不動産屋は１０時開店なので、それまでの時間、紅葉が「見ごろ（ネットで調べた：http://kou

you.yahoo.co.jp/spot/list/26/）」の「泉涌寺」に向かいました。９時開門なので「ＪＲ東福寺

駅」から、ゆっくり歩いて向かいました。ネットでは「見ごろ」としてあったものの、思ったより紅

葉は進んでいなかったのが実感でした。それでも、良いポイントもありました（※写真参照下

さい）。泉涌寺のとなりの東福寺を通り（シズシズ大行列してたが、やはり紅葉は進んでいな

い）「ＪＲ東福寺駅」から京都駅に戻ったのが１０時過ぎ。それから、不動産屋のある「西院」

駅前に向かいました。  

 

不動産屋には１０時半過ぎに着き、さっそく担当の女子社員に現地を案内してもらいました。

場所は、嵐電「常盤」駅から５分、「太秦広隆寺」駅から８分、ＪＲ「花園」駅か、「太秦」駅から

１０分の場所にあります。「太秦映画村」のスグ近くです。  

 

古い建物のワリには、それ程に見えなくて、ヘヤも設備も、ホボ書類通りでしたので、その場

で、契約することを決し、契約書作成を依頼しました。小さなキッチン・バス・トイレはあります

が、狭いワンルーム。ヒト一人が暮らせればＯＫと考えました。  

そして、そこで不動産屋と別れ、実際に、ＪＲ「花園」駅まで徒歩してみました（書類通りの所

要時間でした）。京都駅から花園駅まで４つ目、各停で１０分です。  

 

「花園」駅に着いたのは、ちょうど正午。天気は抜けるような青空。そこで、昼メシも兼ねて

「嵯峨野」に行くことにしました。花園駅から「嵯峨嵐山」駅まで、ナント２駅！わずか５分。太

秦駅からだと１駅、２分です。  

 

しかし「嵯峨嵐山」駅に着いてビックリ！ まるでゴールデン・ウィークの人手。ネットでは嵐山

「天竜寺」は「紅葉見ごろ」となっていましたが、やはりそれほどではなくマバラ。大体、ヒトが

多すぎてどうしようもない。近くの「宝厳院」にも入りましたが、やはりマダマダといった感じ

（※写真参照下さい）。  

 

その後、「清涼寺」の「ゆどうふ竹仙」で昼食を食べました。少しビールを飲みたかったが、夜

の祝勝会？を考えガマンした。食事代はタダ。このカラクリについては下記注を参照くださ

い。  

 

店を出たら３時になってしまったので、大覚寺方面に向かってブラブラ。豆腐の「森嘉」の前

を通過したので、酒のツマミ用に「あつあげ大」２個を買い、「大覚寺」「大沢池」に向かいまし

た。ホントに天気がサイコーで気温も上がって気分良くなってしまい、疲れも出たのか「大沢

池」で、ついウトウトしてしまいました。  

 

その後、京都駅にもどり、６時から「中高年のための京都：管理人［仙ちゃん」さん」と一献傾

ける（祝勝会？）ために、待ち合わせ場所の仙ちゃんさん行きつけの店に向かいました（京都

駅ポルタ口：徒歩一分）。  

 

新幹線発車（21:02）の３０分前位まで、お付き合いいただきました。  

なんか「一仕事終えた」みたいで、かなりホッとしてしまって身体がユルんだのか、そうタクサ

ンは飲まなかったのですが、けっこう酔いが回ってしまいました。新幹線では寝てしまい、静

岡近辺で目が覚めました。どうも、ナガナガと長文にて失礼いたしました。  

 

 

※ 通常、新横浜－京都間往復は、新幹線指定席26,000円ほどなのですが、「ＪＲ東海ツア

ーズ」の「日帰り1day京都」で行くと、20,200円、しかも3,000円のお食事orお土産が付きま

す！ つまり、実質17,200円となります。座席が空いていれば、出発前日でも申し込めます

（その場合チケットは駅まで取りに行く）。  

 

イイネ！（3） ひろえんぴつ まれびと Ｊａｎｅ 

コメント 

かなり、ホッとした様ですね、ょかった、ょかった！( ´ ▽ ` )ﾉ 
 

コメント

Ｊａｎｅ 2013年11月19日 12:24 

おお！！まさしく私が学生時代を過ごした辺りの物件なのですね(^^)常盤から近けれ

ば。。  

コメント

たか 2013年11月19日 12:44 

> Ｊａｎｅさん 正直言ってかなりホッとしましたよ！ もうここから「ドンデン返し」は、無

いとしか考えられないからネ！ ありかどうございました。  

テイスティ高橋 2013年11月19日 12:49 
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> たかさん あのあたりって意外と生活用品全般の販売店が多いんですよね・・・ マツ

モトスーパーとか業務スーパーとかＴＵＴＡＹＡとか暮らしやすいと思っています。  

テイスティ高橋 2013年11月19日 12:52 

日記作成のお知らせメールありがとうございます？さっそく見にきました。
 

 

決まって良かったですね。これで夢が夢が一つかなったわけですね！うらやましい。 

 

この時期の嵐山は私は近づいたことありません(-.-)y-̃てか、基本イラチなんで人混み

を避けてしまいます。でもみんな見たいものは一緒なんで仕方ないですけどね。 

 

写真キレイですよ～(^o^)／̃̃  

コメント

まゆら 2013年11月19日 14:12 

わぁ アクティブでしたねー！ 
 

・喜びと安堵感が伝わってきました…ﾖｶｯﾀ！  

・「あつ揚げ大」2個購入が…ﾖｶｯﾀ！  

・祝勝会が …ﾖｶｯﾀ！  

 

ほんまワクワクさせられました、有難うございました♪  

開始間近 京都徒然記→楽しみにしております(笑)  

コメント

まれびと 2013年11月19日 14:17 

昨日は楽しく一献を傾けられ喜んでいます。
 

契約書作成まで漕ぎつけられてよかったですね。 

これで、半京都人。 

またの機会を見つけて、多くの人が集まってオフ会兼祝勝会兼歓迎会をやりましょう。 

コメント

仙ちゃん 2013年11月19日 16:20 

こんにちは♪すごくいい場所に決まって良かったですね。都会でもなく昔ながらの風情

が残ってそうでいて、駅からも近くうらやましいです!! 

私も竹仙さんの湯豆腐いただいた事ありめすが美味しいですよね(^^) 

今週か来週にでも一人で大覚寺に行って写経をしようって考えてます(^_^) 

大覚寺の辺りの紅葉はどうでしたか!? 

コメント

のつのつ 2013年11月19日 16:34 

> まゆらさん 京都人のその気持ち理解できます。秋の紅葉の頃にしろ、春の花見の

頃にしろ「なんであんなにヒトがいるんだ！」というくらいの人出では「あまり行きたくな

い」と思ってもフシギありません。しかし、「泉涌寺」のようにあまりメジャーでない名所を

早朝に訪ねれば、人も少なく、良い写真も撮れそうです。 

そして私は「これからそれが可能になるのか」と思うと、言い知れない（ややオオゲ

サ？）幸福感を感じます。  

テイスティ高橋 2013年11月19日 16:37 

> まれびとさん 朝早くから夜遅く（かろうじて午前様にはならなかった）まで、強行軍だ

ったので「老齢の身？」としては、最後のほうはけっこうヘタばりましたが、これで一段

落ついたことはマチガイありません。「たのしい京都生活」を過ごしたいと思っています

が「いんちき徒然草」が、やや重荷になってきました。「ペンをかじって」ではなく「マウス

をかじって？」悩む日々にならないように、したいものです。  

テイスティ高橋 2013年11月19日 16:38 

> 仙ちゃんさん 昨夜は、お付き合いいただきありがとうございました。
 

ここまで漕ぎ着けられたのも、仙ちゃんさんを始めマイミクの皆様のバック・アップのお

陰と思っております。 

「祝勝会兼歓迎会」はともかく、以前より「オフ会ができたら」とは、思っておりました。そ

のうち、ぜひ致しましょうヨ！ 

「中高年のための京都」に参加されていないマイミクの皆様も、これを機会にご参加い

ただけるとウレシイです。  

テイスティ高橋 2013年11月19日 17:27 

> のつのつさん 「嵯峨野に近い」というのは、大きなメリットですね。そのうち自転車を

入手し、「毎日でも（言葉の綾！）気軽に行けるのか（１５分位）」と思うと、ユメのようで

す！ 

嵯峨野（貸自転車屋が多い）はモチロン、「大覚寺」「大沢池」「広沢池」あたりも、絶好

のサイクリング・コ－スです。大覚寺あたりの紅葉もこれから本番だと見ました。写経を

テイスティ高橋 2013年11月19日 17:28 
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されるとか・・・ 良い趣味をおもちですね。  

京都は自転車が一番便利ですね!!私も最近毎日のように上賀茂神社の前を通って北

山に行ってます！帰りは賀茂川沿いを走ったり気持ちいいです!! 

大覚寺の紅葉、週末よりに行った方がよさそうですね。 

写経初めてのチャレンジしてきますね(^_^)v  

コメント

のつのつ 2013年11月19日 17:45 

> のつのつさん 確かに「京都は自転車」ですよね。私もよく借りました（繁華街は路が

狭くて危ない時もありますが）。写経ガンバってください！ 

テイスティ高橋 2013年11月19日 19:34 

> テイスティ高橋さん 「京都徒然」プレッシャーになったのなら、申し訳ありません  

 

はぃ、お気楽に   

気の向くままに楽しんでくださいねー  

 

もちろんマイペースで！「記録だ！」と思うときが、書き時でしょうから   

コメント

まれびと 2013年11月19日 20:09 

> まれびとさん どうも、お気遣い恐れ入ります。
 

まあ、ナンノカンノ言っても、テキトーな時に、テキトーに書いてしまうことだけは確かで

す。今、ペースダウン時 なので、気持ちがマイナーになっていると思いますが、その

うちムクムクになると思います。   

テイスティ高橋 2013年11月19日 20:38 

充実した１日をお過ごしになられたようですね。また、これからの京都での生活への期

待が存分に伝わってまいりました  

 

太秦なら交通の便が良く、お店や住宅も沢山並んでいるのて、一人暮らしも心細くない

と思われます。 

 

お引っ越しは、年内になさりますか？ 

お正月を京都で迎えることがデキるといいですね(〃'▽'〃) 

コメント

ひろえんぴつ 2013年11月20日 08:04 

> ひろえんぴつさん 最初、右京区は学生アパートが多く賃貸料が比較的安いので、タ

ーゲットのひとつとしていたのですが、歴史的にも地理的にも、そして生活的にもナカナ

カ良い土地だと気が付きました。一応、１２月２日（月）から入居する予定です。まだ、母

親が元気(でもありませんが)なので、ザンネンながらお正月は実家です。  

テイスティ高橋 2013年11月20日 10:28 

日記を書く  
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