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今日は「若菜祭」を見に行く。  

正月七日は、平安時代から「端午・七夕」などの節句のひとつで、雪間に生える若菜を食し、

健康・無病息災を祈る「若菜の節句」である。関東の我が家でも、毎年「七草粥」を作るくらい

だから、全国的に広く行われている。  

 

９時１５分、我が庵を出る。晴天だが、空気はとても冷たい。徒歩８分、嵐電「太秦広隆寺」か

ら「西院」で下車。「西院春日神社」に向かう。１０時前に着いてしまった。  

 

この神社では、毎年「若菜節句祭」が営まれ、氏子の無病息災を祈り「春の七草」をお供え

し、参拝者には「若菜粥」が振舞われ、この日だけ「白馬（あおうま）飾り」が、公開される。  

 

着いたら、まだ「若菜粥」の準備中（写真参照）。それでお参りした後、例のニトリが徒歩７分

位なので、カイモノに行った。３０分位で戻ってきたら、なんと！ 大行列ができていた（写真

参照）。「居ればヨカッタ！」仕方ないので並んだ。３０分位で自分の番がきた。３００円払うと

「引換カード」が渡され、更に待ち、１５分位して、ようやく「若菜粥」を渡された（写真参照）。  

 

熱くてハフハフ、味も良い。リーズナブルな値段だと思う。特に、サトイモの煮付けがイイ味出

している！ 身体も温まりマンゾクしたところで、次の人のため、すぐ席を空ける。  

 

次に、八坂神社でも「若菜祭」があるとのことなので、阪急「西院」から乗り、「河原町」で下

車。八坂神社まで歩いた。しかし、八坂神社では、神前に若菜を供えて祭ることはするが、ザ

ンネンながら「振る舞い粥」は無かった。  

 

八坂神社にお参りした後、本日の２番目の目的、岡崎の京都国立近代美術館「皇室の名品」

展に向かう。今月１３日までなのだ。  

 

徒歩で円山公園に抜け、知恩院前を通り「神宮道」を進むと、青蓮院に差し掛かったところ

で、「アッ！コレだ」と、思い出した。以前、マイミクの仙ちゃんさんが紹介されていた「花園天

皇:十楽院上陵」入口の門だ（写真参照）。ナルホド、ウッカリすると通過してしまう。入ってみ

た。観光客もダレも居ない。ドンドン奥に進むと、ヒッソリとチョッとコワい感じもする。参拝

後、元の神宮道に戻ると、あのマッカカの「大鳥居」が見えてきた。  

 

京都国立近代美術館は、大鳥居のスグ左にある。着いてみてビックリ！ 入口から大混雑な

のだ！（写真参照） フツー、この手の展示会は、そんなに人が集まらないものなのだが、観

覧者でアフレ返っていた。入場料も１３００円と決して安くはない。日本人の文化程度の高さ

をマザマザと感じた。  

 

入ってみて、その理由が解った！ 日本の明治以降のほぼすべての芸術家（日本画家、工

芸家、他）の作品が、展示されている。これほどなら、返って安いかもしれない。さすがに「皇

室」である。どれほどの皇室財産になるのだろう！  

 

日本画の上村松園（ファンなのだ）の作品も何点かあったが、顔の表情の描き方に、何とも

言えない（画の人物の思いも見える）技巧とも言えない技巧があり、ヒキツケられるのダ・・・  

 

「芋の子を洗う」が如し？展示会を十分タンノウした。時間は２時間近く経っていた。今日はこ

れで帰ることにした。  

 

京都国立近代美術館のスグ向こうは、平安神宮だ。お参りした後、平安神宮ウラに廻り「丸

太町通」に出て「岡崎道」停留所から９３番のバスに乗った。コレだと「太秦映画村道」停留所

（我が庵から徒歩２分）まで、コレ一本で帰れるのだ。  

 

降りて、スーパー「マツモト」で、晩メシ（&酒の肴）を買って帰宅した。  
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「若菜粥」の準備中  

 

 

「若菜粥」もらう行列  

 

 

「若菜粥」食べる風景  
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「若菜粥」  

 

 

「花園天皇:十楽院上陵」入口  

 

 

京都国立近代美術館「皇室の名品」展  
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コメント  

 

 

 

イイネ！（5） 和柄野@介護職員 ひろえんぴつ はましん Kuri まれびと 

コメント 

あけましておめでとう。
 

新年早々京都に行ってましたか。 

毎日行くところがたくさんあってうらやましい。 

暖かくなったら見どころ一度案内してください。  

コメント

パストラル 2014年01月07日 22:14 

若菜粥、立派な御膳になってますねー。 
 

いいなぁ、美味しそう(*^^*)  

 

先日テレビで「皇室の名品」紹介してました…影響あるかな？  

美術館は、常に混雑してる印象がありますよー  

特に展示終了間際は。  

 

ええ天気で、探訪全開！楽しいリポートを有難うございました(^O^)/  

コメント

まれびと 2014年01月07日 22:31 

若草粥、美味しそうですね～ 美術館は混んでましたか…西院春日神社は何でもな

い普通の日に行きましたが、何も無かったです   

コメント

たか 2014年01月08日 07:13 

皇居の名品いいなー。知りませんでした。東天王町の友達の家に行く時美術館前通る

んですが。 

 

一級の美術品ってそれ自体見る人に叡知を養ったり、発するものからこちらまで感化さ

れるらしいですね。だから美術品は一流のものを見ないといけないらしいです。 

 

七草粥は神社とは関係ないですが阪神百貨店でも無料のが配られたってニュースでや

ってましたよ。私は日記にも書きましたが自分で作った七草粥を食べました！  

コメント

まゆら 2014年01月08日 08:31 

> パストラルさん コメント、ありがとうございます。
 

今年もよろしくお願い申し上げます。 

 

お陰さまで、アチコチ行きたいように行っております。毎日平均15000歩位歩いているで

しょうか・・・ 適切な運動量かと思います。 

 

テイスティ高橋 2014年01月08日 09:07 
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ただ今の時期、かなり寒いので、日中最大６時間ほどしか歩けません。 

暖かくなったら、有名な仁和寺の「御室桜」、大覚寺、嵐山の桜など、いづれも近く（我

が庵から嵯峨嵐山まで、横浜の自宅から鳥浜のダイクマまで[約五千歩]と同距離）な

ので、歩いて廻りましょう。   

> まれびとさん 昨日は天気良くて（今日は一日中アメ）、カンカン照りでしたが、真冬な

ので寒さを感じない程度。そこに、できたてのお粥だから、境内で食べてもアセが出る

ほどで、ベスト・コンデションでした。 

 

「皇室の名品」、私は新聞で見ました。マスコミでけっこう取り上げられているんですね。

混雑するワケだ・・・ あと５日間だし。 

テイスティ高橋 2014年01月08日 09:07 

> たかさん 最近、神社仏閣で提供される料理に興味もってます。けっしてグルメ料理

ではないのですが、個性的なオイシサがあります。それに値段も安いし、今度、行きま

しょう。 

 

「皇室の名品」、マスコミでけっこう取り上げられていたようで、かなりの盛況ぶりでし

た。  

テイスティ高橋 2014年01月08日 09:08 

> まゆらさん 今回の美術展、少々高いですが、日本を代表する有名作家の作品がと

ても多く、結果的には安い（というかソンした気にならない）と思いました。 

天皇家だから、あれだけ集められるし、集まってくるのでしょうね（献上品とか）。 

 

七草粥って「おぞうに」と同じように全国的に食べられていますよね。実家のなんか「純

関東風？」とでも言うか塩アジ付きで、各地特徴がありおもしろいですね。 

テイスティ高橋 2014年01月08日 09:08 

こちらも の意味がわかりました(^-^)春日神社で若菜粥って言うのがいただけるんです

ね。里芋美味しそうです～！ 

それにしても長い行列でしたね。上賀茂の方は５人待ちとかで回転が早かったです

よ。  

コメント

のつのつ 2014年01月08日 12:16 

若草粥これで３００円は安いですねぇー 京都は学生時代に行ったきり。 暖かくなった

らパストラルさんと一緒に誘って下さい。 

コメント

タック 2014年01月08日 12:39 

新年早々いいですね～
 

 

何が良いかといいますと、若菜粥300円と京都国立近代美術館の行列にです。 

文化や芸術に感心がある人が大勢いることは、日本人としてウレシイです。 

 

実は昨日京都訪れました。 

愛宕念仏寺を訪れ、嵐山～大河内山荘までテクテク歩きました。日帰りでしたが、やっ

ぱり京都っていいですね(^^*)  

コメント

ひろえんぴつ 2014年01月08日 19:56 

> のつのつさん そうです！ 手違いしてしまい、ｕｐされていないことに２時間ほどして

気がつき、あわててｕｐし直したのです。 

実は、上加茂神社の振る舞い粥も知っていたのですが、チョッと遠かったので行くのを

やめました。 

しかし、上加茂神社の５００円のも食べてみたかったですね！ 

来年は、上加茂神社に行ってみたいと思います。 

テイスティ高橋 2014年01月08日 19:58 

> タックさん 京都は、名所が短い間隔で、数珠つなぎになっていて、ウォーキングする

には「モッテコイ」「最適」だと、僕は思っています。歩いていて「飽きない」んですよ・・・ 

次から次へと名所を渡り歩いているうちに、気が付くとけっこう歩いてしまうんですよ。 

テイスティ高橋 2014年01月08日 19:58 

> ひろえんぴつさん かなりの人が、美術に興味があるんですね・・・
 

ウレシイ限りです。 

 

そうですか！ 昨日、来られていたのですか・・・ 

テイスティ高橋 2014年01月08日 20:07 
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昨日は、ホント天気良く、晴天でしたよね。 

嵯峨野も、そう寒くなく歩けたのではないでしょうか？ 

今日は、一日中アメです。ラッキーでした。 

> テイスティ高橋さん ご存知だったんですね(^-^)是非是非食べて見てくださいね～
 

コメント

のつのつ 2014年01月08日 20:26 
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