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昨日行った「広沢池と周辺風景」が忘れられなくて、ぜひ散策したく、今日も、行くことにした

（このへんが住んでると、実に気軽である）。  

昨夜から雨が降っていたが、午前中で止むとの予報だったので、止み次第出ることにした。

雨が降ったのは、入居後、初めてだった。  

 

１０時半に我が庵を出た。時々、ごくわずか降る。強風でもある。しかし、だんだん良くなると

のこと。広沢池までは、２２分（約２４００歩）で着いた。昨日、一度歩いているので、一度歩い

たコースは、誰しもフシギに短く感じる。  

 

「そうそう、この風景！」（写真参照）  

 

藤原定家の「見わたせば、花も紅葉（もみじと読む）もなかりけり、浦の苫屋（とまや）の秋の

夕暮（新古今和歌集）」という有名な和歌があるが、まさにこのイメージなのだ。  

 

「紅葉したモミジ」が、あることはあるのだが、もう色がだいぶ落ちてしまって、返ってもの悲し

い。「秋」というより「初冬」だが、秋が極まった感じで、ちょうど良い。「浦の苫屋（とまや）」ら

しき「掘っ立て小屋」も見える。  

そして、冷たい風が吹いている。しばし、感慨にフケる・・・  

 

そして、広沢池の西側の「歴史的風土特別保存地区」一帯が、実にイイのだ！（基本的に電

信柱がないから時代劇でもよく使われる）心なごむ「京の農村風景」である。大原あたりにも

似ている（写真参照）。  

 

足は、自然に地区の中に入り込む。カゼは強いが、日が照ってきて暖かい。  

気が付けば「大沢池・大覚寺」に着いていた（広沢池と大沢池は約５００ｍしか離れていな

い）。大沢池でしばし休む。ここに来て、ようやく観光客を見る。  

 

大覚寺は、何回か訪れているので、今日は「直指庵」に向かう。「歴史的風土特別保存地区」

の中を登っていく。直指庵まで行く人は少ないし、今日は荒天なので、観光客はダレも居な

い。一人農道を歩く。  

 

直指庵は、山の中腹くらいまで登ったところにある。  

竹林に囲まれたとても静かな寺である（単に、他にダレも居ないからかも）。  

今日の強風で、モミジの葉が散り落ちて、さながら赤い絨毯を敷き詰めたようだ。竹林＋散り

モミジ！ これゾ日本の美！ ウナってしまいます。他に人を見ないので１時間位居たろう

か・・・（写真参照）  

 

そして「歴史的風土特別保存地区」の、最も山添いの道を歩いて、再び、広沢池に戻った。こ

の道がまた、イイのだ！ 途中に、天皇陵あり、所々竹林あり、農家が京野菜など無人販売

してたり（安い）・・・（写真参照）  

つまり、広沢池からスタートして、輪を描くようにして戻ってきたワケです。  

 

最後、１０分歩いて「丸太町通」に出て、９１番の市バスで、帰ってきました。  

午後２時ころ、庵に着きました（昼メシは、マックだよ！）。  
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  歴史的風土特別保存地区往き  

 

  直指庵  
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  歴史的風土特別保存地区帰り  
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コメント  

 

  おまけ 北山にかかる虹  

 

イイネ！（8） Kuri ひろえんぴつ タック Ｊａｎｅ 和柄野@介護職員 八重歯の京都人 

のつのつ まれびと 

コメント 

おお！！とても羨ましいです 広沢池まで歩いたのですか？？
 

かなり歩きましたね(^^) 

直指庵ですか…知らなかったですね。見事なモミジの絨毯ですね  

いつ横浜に帰るのでしたっけ？？  

コメント

たか 2013年12月10日 18:09 

秋が極まる・・・きれいな表現ですねー◎
 

ほんま、見事な直指庵の散り紅葉です！！ 

 

散ったもみじは、雨上がりなどの 少々水分を含んだ状態の時が 一番輝く！！ 

と、教えてもろたことがあります。まさにそうでしたねーっ。 

 

「歴史的風土特別保存地区」すごい名前ですが、 

ず～～～～～っと変わらずにこの風景が見られるということですよね。 

いやあ、京都市内とは思えないｗ 

 

四季折々、移り変わりが楽しみですねー 

きっと 高橋さんならではの写真が撮れますね◎ 

 

 

コメント

まれびと 2013年12月10日 18:53 
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直指庵素敵ですね。誰もいない自分だけの紅葉絨毯！なんてうらやましい
 

こんな年齢だけど誰もいない場所歩くの怖いので躊躇してしまいます。 

高橋さんの写真で満足です。ありがとうございます 

虹私も見ました。神山にかけてかかってました  

それにしても北風強かったですね   

コメント

のつのつ 2013年12月10日 19:28 

美しい！ 
 

うらやましい！  

 

私も早く転居したい(^-^)  

コメント

みぃ。。 2013年12月10日 23:11 

ちなみに、関西ではマックはマクドで～す( ´ ▽ ` )ﾉ 
 

コメント

たか 2013年12月11日 05:39 

> たかさん 広沢池までは、２２分って、横浜では、最寄駅のとなりの駅に行くくらいの

感覚です。２回目からは、様子がわかっているので、ずいぶん近い感じがしました。 

雨（水分）と強風とダブルだったので、美しい絨毯ができたのだと思います 

テイスティ高橋 2013年12月11日 08:56 

> まれびとさん 地球温暖化で、定家の平安時代の「晩秋」は、現在の「初冬」、つま

り、ここ１０日ほどの気候だったのではないでしょうか? 

雨（水分）と強風とダブルだったので、美しい絨毯ができたのだと思います。 

 

「歴史的風土特別保存地区」、皆、同じことを思うのですね。私もスンゲー名称だな！ 

と思いました。えてして行政が、こういう大仰な名前を付けるときは「ソートー本腰」を入

れてやる時が多いです。従って、しばらくこの環境は壊されないのではないでしょうか？

テイスティ高橋 2013年12月11日 08:56 

> のつのつさん 女性の方は、余分なことを心配しなければならないので、たいへんで

すね・・・ 

あんな天気だったから、観光客は居ませんでした（直指庵を出てからは、ボツボツ歩い

ている観光客あり）が、地元の方とは、時々すれ違いました。 

天気が良かったら、もう少し、人が多かったと思います。 

あの虹を見られていたのですか。ビックリしましたね！ 

テイスティ高橋 2013年12月11日 09:03 

> みぃ。。さん  
 

なんか「申し訳ない」ような気持ちになります。 

一日も早く、ご希望が叶うことを祈っております。  

テイスティ高橋 2013年12月11日 09:07 

> たかさん なんとなく、その感覚解ります！
 

基本的に、関西では語尾が「言って」→「言うて」のように、詰まった発音をしないので、

「っく」は馴染まないのだと思います。 

テイスティ高橋 2013年12月11日 09:15 

お昼ごろに同じ虹を見ていたのですね。
 

 

毎日が旅行気分なんですね。 

京都に移り住んで本当に良かったですね。  

コメント

仙ちゃん 2013年12月11日 12:16 

> 仙ちゃんさん 昨日のあの虹は、マイミクさんでは、仙ちゃんさん、のつのつさんが見

られていました。あれだけ大きいと、どこからでも見えたのでしょうね・・・ 

 

「旅行気分」と言われチャウと、ナンですけど、自らできるだけ楽しもうとしていることは

事実です。だんだん、どう変わっていくかは、自分にも解りません。 

テイスティ高橋 2013年12月11日 15:36 
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日記を書く  

テイスティ高橋の日記一覧へ  
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