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今日は、おとといに続き「近所の名所めぐりパート（Ⅱ）」をすることにした。  

 

本日１２月９日は、歩いて１５分位の鳴滝「了徳寺」で、大根を炊いて無病息災を願う「大根だ

き（炊き）」という、ワリに有名な歳末恒例行事があるので、さっそく行ってみることにした。  

 

９時からなので、８時５０分我が庵を出る。今日は、やや風が冷たい。９時チョッと過ぎには着

いてしまった。まだ開始したばかりだから、参詣者は少ない。  

小さな寺なので、狭い境内に、切られた大量の大根が、いくつもの桶に入れられ、その向こう

では、たくさんの女性方が調理を始めていた（写真参照）。  

 

受付が設けられており、９００円のコースと１５００円のコースがあり、９００円のコースを頼

む。本堂に入り、並んだ長机で待つ。やがて「大根だき」が運ばれてくる。縁起物なので、もっ

と少量なのかと想像していたが、けっこう大きな椀に、煮付けた大きな大根の塊が５つと、大

きなお揚げ一枚、肉少々が入ったのが来た。  

暑いのでハフハフしながらカブリつく。身体が温まってくる。コリャ、朝メシがわりに十分な量

だ！ （写真参照）  

 

と、トツゼン！ なんとKBS京都の取材班が現れた！ 前の席に居る男性に「どういうお気持

ちで食べられてますか?」などと取材している。後ろに居る私はカメラの視野角の内に入って

いる！ 次はオレか！？ 一応、キョーヨーありそうな答えをケンメイに考える(＠_＠;)。なに

しろ今、本堂で食べているのは、その人と私の二人だけなのだ。結論を言えば、取材はなか

った。調理場に行ってしまった。しかし、今晩、我が勇姿？がKBS京都で映るかもしれな

い・・・  

 

手入れ直後のナカナカ落ち着く庭を見た後、外に出る。ヒヤアセが出ていた。  

ここから、スグ５分位で仁和寺なのだが、途中に「陽明文庫」と言って、公家の筆頭である近

衛家伝来の古文書、古美術品など約20万点に及ぶ史料を保管している建物があり、チョッと

行ってみることにした。しかし、公開はしていないので、中には入れない。入口付近だけ撮影

する（写真参照）。  

 

「陽明文庫」の右横に「成就山・御室八十八ヶ所霊場」というのがある。成就山（標高２３６ｍ）

という山全体に八十八のお堂が建てられていて、四国八十八ケ所霊場めぐりを再現してお

り、1827年、仁和寺の門跡の発想でできたそうだ。１周３Km、約２時間のウォーキングにもな

るとのこと。今度、やってみよう（写真参照）。  

 

この霊場を横切ると、そこは仁和寺の西壁だった。  

ということは、おととい双ヶ丘の南側から東側をタンケンした時、仁和寺の南壁が見えたのだ

から、双ヶ丘は近い。「よし、これから双ヶ丘の東側から登って西側に出てみよう」考え、おと

とい見て確認していた双ヶ丘東麓中央「二ノ丘」の登口まで、思ったとおり５分位で着いて、

登り始めた。ゼンゼン大したことなく、１０分ほどで、反対側の西麓に降りられた。このへんに

兼好法師の草庵があったのらしい。今は、道路と住宅地である（写真参照）。  

 

ここで昼も近いし、おととい昼食を食べた「すき家」も近いので、また行って食べた。さて、午

後はどうする？ 食べながら考えた・・・  

 

昨夜、NHKのニュースで「広沢池」で「鯉揚げ」が始まったことを放送していた。これも、年中

行事で毎年12月に、池ざらえ（鯉揚げ）という収穫行事が行なわれるのだ。12月に入ると池

の水を抜いて、成長したコイやフナを収穫して、料理屋などへ販売されるのだそうだ。  

 

コレを見に行くことにした。広沢池は、我が庵からだと徒歩２０分強である。すき家からだとも

う少し遠いが、ハラごなしにはちょうどイイ。  

 

実は、広沢池は初めてだったが、思いがけず良いところだと思った。いかにも「京風いなか」

なのだ。山容（山の形）がスゴくやさしい！ 嵯峨野の延長だから当然かもしれないが、古

来、公家達に愛されたワケが理解できるようだ（写真参照）。  

 

肝心の鯉揚げは、数人の男達が、湖畔で鯉を調理して食べているのを見た。たくさんの鯉

が、水の減った泥水の中で、ピチャピチャと盛んにハネていた（写真参照）。  

これらのコイは、料亭などに売られていくのを待っているのだろう・・・  

もっと見る 

もっと見る 

過去日記の閲覧設定 

2014年 

2013年 

友人の最新日記 

八重歯の京都人 

（京都記念予想）S

PAらしい一日の… 

(11) 

2014年02月16日05:47

仙ちゃん 

みんな気を使ってく

れてます。 (6) 

2014年02月16日01:24

自分の日記 

甲午 如月（きさらぎ）二 

2014年02月15日23:05

京日記 第二十四段 甲午

２月５日 

2014年02月05日18:44

京日記 第二十三段 甲午

２月４日 

2014年02月04日19:35

< 2013年12月 >

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31        

過去の日記 

01月 02月 03月 04月

05月 06月 07月 08月

09月 10月 11月 12月

01月 02月 03月 04月

05月 06月 07月 08月

09月 10月 11月 12月

日記の使用状況 

1.4MB/200.0MB 

おすすめ情報

一歩先行く体臭ケア？ 

体臭の原因物質を洗い 

流す石鹸が登場！

mixiプレミアムに 

お得なクーポン登場!? 

←← 今すぐ確認！

テイスティ高橋さんの近況

甲午 如月（きさらぎ）二 

ヘルプトップ  

利用上の注意  

規約違反の通報  

困ったときには

テイスティ高橋の日記 

コミュ コミュニティ検索

1/8 ページ[mixi] 京日記 第八段 １２月９日

2014/02/16http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1917549267&owner_id=59902448



一抹の「嵯峨野的わびしさ」を感じた。「こういう時に、和歌がよめるとオレも平安貴族になれ

るのにナ・・・」  

 

ここでトツゼン現実！ １０分もしないで丸太町通に出られて「嵯峨中学前」から９１番の市バ

スに乗り、５つ目のまつもとスーパーの前で降り、我が庵に帰った。  

 

  了徳寺「大根だき（炊き）」  
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  陽明文庫  

 

  成就山・御室八十八ヶ所霊場  

 

  双ヶ丘西麓登り口  
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  広沢池と鯉揚げ  
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コメント  

 

 

 

イイネ！（7） ひろえんぴつ Kuri 和柄野@介護職員 まれびと のつのつ Ｊａｎｅ 

はましん 

コメント 

広沢池でそんな鯉揚げなんてあるんですね(^^)それは初めて知りました。それは売ら

れていくんですね 鯉はあらいを食べたことあるけど印象に薄い( ；´Д｀) 

ならびがおか  

コメント

たか 2013年12月09日 18:21 
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双ヶ丘はいよいよ登ったのですね。
 

疲れましたか？？でもよく歩いてるからそうでもなかったでしょう？？ 

コメント

たか 2013年12月09日 18:23 

毎日、楽しまれてますねぇ～♪( ´▽｀) 羨ましぃッス！（≧∇≦） 
 

コメント

Ｊａｎｅ 2013年12月09日 18:43 

昨日は自転車て上賀茂神社行って、昼ご飯食べて北大路ビブレで用事済ませて植物

園行って、その後大根だきを頂きに行こうと思ったら、あまりの寒さに断念してしまいま

した(;_;)植物園の紅葉終わりかけてて、高橋さんにオススメしたのに申し訳けなかった

なって反省してます。一週間遅かったですね(..) 

広沢の池でそんな行事があるって知らなかったです。住んでるからこそ足が運べます

ね(^^)  

コメント

のつのつ 2013年12月09日 19:01 

KBS京都 ニュース！ 
 

放映されたのでしょうかぁ？(^o^)o  

もうーっ書かれる文章が上手くて臨場感に溢れていて、面白すぎます(笑)  

１日の数時間で、こんなに沢山の発見と体験ができるって…住んでるからこそ！ですよ

ねー  

 

寒さは、大丈夫なのですか？お疲れのないようにしてください。  

コメント

まれびと 2013年12月09日 20:39 

> たかさん 私も知りませんでした。
 

見たNHKニュース↓ 

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131207/k10013654321000.html 

 

双ヶ丘は、私の登った中央からだと、ゼンゼン大したことなかったですよ！  

１５分もあれば、反対側に出られました。幼稚園児達とすれ違いました。運動コースみ

たいです。 

テイスティ高橋 2013年12月10日 09:16 

> Ｊａｎｅさん なんか申し訳ないような気がします。でも日本のロージン達は、もっと遊

んだほうがイイのだと思います。それが若い世代の人達を助けることにもなるからで

す。  

テイスティ高橋 2013年12月10日 09:20 

> まれびとさん 今のところ、情報は入ってこないので、TV出なかったみたいです。
 

それにしても、やっぱり「住んでる」と「気軽度」が、だいぶ違うような気がします。今朝

は、入居してから初めて、雨が降っています。止んだら、外出しようと思ってます。歩い

ていれば、特に寒さは感じません。 

テイスティ高橋 2013年12月10日 09:26 

> のつのつさん 私が植物園に行った日は６日でしたが、かんしんするほどヨカッタでし

た。 

広沢池の「鯉揚げ」私も知りませんでした。 

見たNHKニュース↓ 

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131207/k10013654321000.html 

広沢池、今回はじめてジックリ見ましたが、大いに気に入りました。あの周囲の環境が

イイんですね。ゆっくり散策してみようと思ってます。 

テイスティ高橋 2013年12月10日 09:32 

> テイスティ高橋さん 植物園紅葉がまだあって良かったです(^o^)
 

大覚寺に行こうと思ってた日に、娘と金閣寺北野天満宮龍安寺に行ってしまい、まだ行

けてないんです。 

ぜひ行ってみないとダメですね!!  

コメント

のつのつ 2013年12月10日 10:41 

利用規約および個人情報保護ページに同意のうえ投稿してください。  
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