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  宝筐院Ⅱ  

 

 

 

さあ、今日はカンタンである。昨日の「つづき」だからだ。しかし、住んでいるからこそ、可能な

ことである。  

 

８時１５分、我が庵を出る。「つづき」は「嵯峨嵐山」からだ。ＪＲで行くと「太秦」「嵯峨嵐山」間

は、１駅２分１４０円。嵐電で行くと５駅７分２００円！  

ＪＲのほうが安いが、ネットで、まだ「見ごろ」となっている「嵐山公園（亀山地区）」からスター

トすることを思い付き、嵐山・渡月橋により近い嵐電で行くことにした。  

 

オドロクべきことに、８時３５分には、渡月橋のたもとに立っていた。ナント「door to door」で２

０分だ。信じられない！  

 

昼間は「イモの子を洗うような」嵐山だが、さすがにこの時間、観光客はほとんど居ない。渡

月橋のたもとから保津川ぞいに進み、嵐山公園（小倉山・亀山）を登り始める。１４日から始

まる「花灯」が、路の両側に並んでいる。  

ナルホド、このあたりの紅葉は、マダマダ見られる。やがて頂上展望台に着く。  

絶景だった！ はるか真下は、保津川の渓谷美、対岸は、所々絶妙な色合いの紅葉を見せ

る上品な嵐山。周囲にはダレも居ない。写真を撮りまくった！  

 

展望台を下ると、そこは「大河内山荘」。９時１０分、ほぼ開園と同時に入った。今まで、反対

側からココへは何回か来ているのだが、入園するのは初めて。ナゼなら、今日は開園とホボ

同時で、観光客が居ないから・・・   

入園料は千円（お菓子付抹茶込み）で、チト高いかと思ったが、敷地は２万平米もあり、迷路

のように入り組んだ庭園で、オモシロイ！ 時間も掛かる。紅葉も美しい。満足しタンノウし

た。  

 

そして、そこから嵯峨野の紅葉を楽しもうと、奥嵯峨まで散策し、瀬戸内寂聴の「寂庵」横を

通り（スンゲェー寂庵専用駐車場ができていた！）、「昨日の終点」清涼寺、宝筐院（昨日、宝

厳院と誤記しました）に達した。ここまで、マダマダ観光客は少ない。  

 

宝筐院に入った。昨日入らなくてヨカッタ！ １０人位しか居ない。  
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コメント  

ココは、モミジだらけなのだ！ 「隠れ名所」と言われるのもワカル・・・  

スゴイ迫力！ 壮観！「マッカッカ」バチバチ撮りまくった（でも、モミジだらけなら、そうなるよ

ナ・・・）。拝観料４００円は安い！  

 

宝筐院を出て、昨日、定休日の豆腐「森嘉」で、「白豆腐」を買う。晩のオツマミにするため

だ。４００円にしてはソートーデカイ！ 残りは明日、湯豆腐を作ろう・・・ コレでまた一杯？ 

イッパイ？？  

 

かくして、また渡月橋に出、中ノ島でオムスビを食べつつ、保津川・嵐山の風景を眺めなが

ら、帰ったのでした。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イイネ！（6） 和柄野@介護職員 のつのつ ひろえんぴつ はましん まれびと Ｊａｎｅ 

コメント 

「森嘉」の豆腐。いいな。これで湯豆腐だなんてなんという贅沢なんだろう。
 

１００円ショップじゃ買えない、湯豆腐の道具が欲しくなってきた頃じゃないでしょうか？ 

贅沢というのじゃなくて、そうでなければ気持ちが許してくれないのですね。 

 

こうして、高価なものが欲しくなってくる。 

これも仕方ないことですね。  

コメント

仙ちゃん 2013年12月05日 21:26 

もう、楽しそうで  
 

喜々として、写真をバチバチ撮りまくっておられる…のくだりが最高です   

朝からの活動は、有効的でいいですよね！  

自宅からなら夕方ゆっくりしていても勿体無くないし…  

観光旅行だと、ついつい目一杯がんばっちゃいますからね(笑)  

コメント

まれびと 2013年12月05日 21:29 

朝の8時半に嵐山にいるなんて、近くに住んでないと無理ですね(^^)
 

紅葉も好きだけど、観て楽しむ庭園もいいなぁ  

買い物は帷子ノ辻の100円ショップがお気に入りですか。 

あそこは昔からあるけど行ったことないです  

確か、広隆寺の前の三条通りを西にいくと美味しい中華屋さんがあるはずですよ   

コメント

たか 2013年12月06日 02:49 

昨日もたくさん歩かれましたね
 

会社の先輩が来週8～10日と京都を訪れますが、大河内山荘に行くのよと言っておら

れました。 

まだ見頃ですよとお伝えします！ 

 

宝筐院もお勧めしようと思います‥   

コメント

ひろえんぴつ 2013年12月06日 07:50 

おはようございます！
 

のつのつ 2013年12月06日 08:55 
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この時間だともう何処かへ出発してはるかな!? 

私も嵐山公演の紅葉行きましたが素敵ですよね!!そんなに観光客の方も来られない穴

場だと思います(^^) 

近いのが何より素敵ですね。 

昨夜のテレビで下鴨神社、京都植物園がまだ見頃だと行ってましたよ!!京都御所とかも

まだいいのでは…と思います(^^)  

コメント

> 仙ちゃんさん ハッハッハッハ～、ソリャあ、本格的な道具があったらイイですけど（確

かに、料亭でも使う「森嘉」の豆腐ですが）、やっと一個買った１６センチのナベで煮て、

そのまま食べるのです。 

凝りだすとキリがないので（瞬く間にモノが増えてしまう）、必要最低限で済ませたいと

考えております。 

テイスティ高橋 2013年12月06日 17:00 

> まれびとさん 「キキとして」というところがイイですね！ この間まで「キキ」といえば

「危機」しかなかったんだけど。 

なるべく３時には帰るようにしています（昨今、どこも「夜間ライト・アップ」が大ハヤリで

すが、私には良く見えないのだ！）。 

それからパソコンに向かい、そのうち呑み始め、佳境に入っていきます。 

 

 

そう書けば、バレてしまいますが、３時ころまではブラブラし、それから帰って、マイミク

の皆様の昨日のコメントにリコメントし、そこで呑み始めながら、本日の日記を書いて、

テレビ見て寝るパターンになってます。 

テイスティ高橋 2013年12月06日 17:04 

> たかさん ホントにイイところですネ！ 大いに気に入ってます。
 

（これから計画されている方にも、おすすめできると思います） 

なつかしい名前がイッパイ出てくるでショ！ 

４年間も住んでいれば、風景、家並み、店舗が次々とアタマの中で見えてくるのではな

いですか。偶然なんだけど、フシギですね・・・ 

テイスティ高橋 2013年12月06日 17:05 

> ひろえんぴつさん 「大河内山荘」は、想像していた以上にヨカッタです。大河内伝次

郎なんて、僕らでさえ、かろうじて幼少のころ? 映画を見た記憶がある程度の役者です

が、イヤー・・・ ナカナカの見識だと思いました。 

宝筐院、かろうじて８日日曜位までは、もちそうといった感じはありました。 

テイスティ高橋 2013年12月06日 17:05 

> のつのつさん 昨日、「中高年のための京都」の「仙ちゃん」さんが、下鴨神社の紅葉

について解説していらしたので、今日、行って見てまいりました。 

また、この「のつのつ」さんのコメントも朝、見まして下鴨神社の次は、「府立植物園」に

行くことにしました。大アタリでした。 

詳細は、これから日記に書きますね！ 

テイスティ高橋 2013年12月06日 17:07 

> テイスティ高橋さん おお～良かったです～！楽しみにしてます(^^) 
 

コメント

のつのつ 2013年12月06日 17:54 

日記を書く  
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