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今日は予報通り、気温がグッと下がった。しかし、予報では「曇り時々雨」だったが、かなりの

「カンカン照り」。京都では、日光が当るとけっこう温もりを感じるのだ。これは関東のような、

いわゆる「カラッ風」が、無いからだ。  

 

今日は、吉田神社の節分祭に行くつもりだったが、本日は「後日祭」、神事のみで露店は出

ない、ということなのでザンネンながら断念した。  

 

そこで、まず「伏見稲荷：初午大祭」に向かった。  

 

１０時、我が庵を出る。ＪＲ嵯峨野線「太秦」駅より乗車。京都駅でＪＲ奈良線に乗り換え「稲

荷」駅で下車。電車賃は２３０円だった（市バスより１０円高いだけ。バスでは普通行かな

い）。改札口を出ると、目の前が「伏見稲荷大社」の入口参道である。参拝客は、かなり多い

（写真参照）。  

 

稲荷大神が稲荷山の三つの峰に初めてご鎮座になった和銅4年2月の初午の日をしのぶお

祭で、社頭で参拝者に授与されている「しるしの杉」は商売繁盛・家内安全の御符（しるし）と

して、古くから拝受する風習が盛ん（写真参照）。  

記念に、この「しるしの杉」を買った（写真参照）。  

 

さて伏見稲荷は、ふもとの「奥宮」を参拝したあとが、ホンバンであり、有名である。  

 

テレビなどで、たいていの人は知っている「千本鳥居」の並んだ稲荷山の三つの峰を歩いて

お参りするのだ。稲荷山は、海抜223m /敷地27万坪 /全行程２時間。鳥居総数は一万本を

超えるという。「ウォーキング愛好家」にとっても、歩きながら「健康」の他に「ご利益」も得ら

れる「一石二鳥」のコースと言えると思う（写真参照）。  

 

たくさんの善男善女達？が、赤い鳥居のアーチの中、どんどん登って行く。下ってくる人も多

い。途中にたくさんの小さな「おやしろ」がある。自分ではソートー登ったと思える先に地図が

掲げてあったので、見たらナント！まだフモトに近い「熊鷹社」という地点だった。これから「三

ノ峰」→「二ノ峰」→「一ノ峰」と登らなければならない（写真参照）。  

 

「ご利益」はウスまるが、今日はココでカンタンに「ヒヨる？」ことにした。後日、再度の「挑戦」

を心に秘めながら？・・・  

 

外人も、だいたいナメて登っているから、予想外の展開で「オー・マイ・イナリゴッド？？」など

と、汗吹き出してストップしている（全部廻る人はどのくらいいるのだろう？）。  

 

いま、登ったルートをそのまま下って、伏見稲荷大社講務本庁：参集殿の、コレぞ本場名物

「きつねうどん」で昼食した。熱いダシ汁がタマんなかった・・・  

 

さて次は、明日、降雪も予想されるし、幸い、京都駅にも近いので、明日訪ねる予定だった

「京都冬の旅：非公開特別公開」のうち「東寺 五重塔＋金堂＆講堂」に行くことにした。  

 

ＪＲ奈良線「稲荷」駅から「京都」で下車。近鉄「京都」から、一つ目の「東寺」で下車。徒歩２０

０ｍ。  

 

京都のたいていどこからでもよく見える東寺五重塔（写真参照）は、普段、サクがしてあって

ソバに近寄ることができない。この期間は、塔の中に入って一階（初層という）部分を見ること

ができる。案内の人が居て、いろいろ説明してくれる。  

 

肝心の心（芯）柱は、一本ではなく、途中で接木（つぎき）されていて、それが地震の揺れを吸

収してしまうのだそうだ。心柱の根元の部分が見えるようにしてあったのが興味深い。しか

し、内部は撮影禁止。  

 

五重塔もトーゼン興味があったが、個人的に更に興味があって、ゼヒ一度見たいと思ってい

たのは「講堂」に安置されている、通称「立体マンダラ」である。  

 

曼荼羅（まんだら）とは、普通、密教の世界を絵（２Ｄ表現）で描いたものを言うが、それを立
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体的に仏像を並べて表現してしまうことを「立体マンダラ」と言う。つまり、今風に言えば「３Ｄ

マンダラ」である。  

説明：http://www.toji.or.jp/mandala.shtml  

 

これも、撮影禁止なので、上記ホーム・ページで見てもらうしかないが、並べられた２１体の

仏像は全て国宝か重文であり、国宝のほうが多い。  

テレビでは、何回か見たことがあるが、実際に見ると、その迫力に圧倒される。  

大体、「仏像」は、あまり趣味ではないのだが、コレだけは強い興味をもっていた。  

 

「金堂」もナカナカ良かった。大体、この寺は「国宝」「重文」が多いことでも有名である（国宝2

5件・80点、重要文化財52件・23,603点）。  

 

拝観料：８００円もナルホドと思った。  

 

京都駅まで歩き、ＪＲ嵯峨野線「太秦」駅で下車。スーパーマツモトで夕食を買い、帰宅した。 

 

 

伏見稲荷大社：入口参道  

 

伏見稲荷大社：楼門  

 

「しるしの杉」販売  
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買った「しるしの杉」  

 

伏見稲荷大社：奉納酒  

 

伏見稲荷大社：奥宮  
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伏見稲荷大社：千本鳥居スタート  
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途中のおやしろ  

 

途中のおやしろ（ブキミ）  
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途中の地図（下のほうの熊鷹社まで登った）  

 

東寺五重塔全景  

 

東寺五重塔入口  
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コメント  

 

 

イイネ！（6） 和柄野@介護職員 みなとみらい まれびと はましん 八重歯の京都人 

☆マカロン☆ 

コメント 

伏見稲荷にはまだ行ったことがなかったので是非行ってみたいと思っていたのですが、

こんなお山だったのですね(・・;)  

 

以前安土城跡に登った際もまだか、まだかって言う位の所でビックリしたことがありまし

た。  

 

それにしても美しい写真ばかりですね!(^^)!  

 

コメント

☆マカロン☆ 2014年02月04日 19:56 

> ☆マカロン☆さん ありがとうございます。キレイな写真かどうかわかりませんが、わ

かり易いように並べました。とにかく、この赤鳥居のアーチが無限（ややオオゲサ）に続

いていくと思えばＯＫです（途切れる所もあります）。 

 

昔、お正月に初詣に来たのですが、まともに鳥居を登ろうと思ったのは、私も今回初め

てなのです。  

テイスティ高橋 2014年02月04日 20:07 

今日こちらは晴れながら雪降ってました(^_^;)でも、言うほど寒くなかったです。
 

伏見稲荷のしるしの杉 すこく興味があったのですがこんな風になってるんですね。 

これは花粉症には大丈夫なのかな!?って余計な事考えてしまいます(^^; 

京都の人に伏見稲荷の初午大祭の日はいなり寿司を食べるんだよって聞いたのです

が、そんな風習ってあるのかな!?  

コメント

のつのつ 2014年02月04日 21:38 

伏見稲荷に行かれたのですね？？確か、スズメの焼鳥が有名ですよね(＞人＜;)
 

あそこの山はキツいらしいですね しかし、昨日は寒かったなぁ 寒さがこたえなか

ったですか？？東寺の五重の塔の中には入ったことなかったですね  

6日には帰られるのですね 今度の土日は休みで、京都に行こうかなって思ってるの

ですが、ザンネンです(；´Д`A 

また来月にでも会えればいいですね   

コメント

たか 2014年02月05日 00:34 

しるしの杉→いいネーミングですねｖ 
 

小ぶりそうだし、いいなぁ(ﾟДﾟ)  

 

伏見さん、ほんま山に入るのは覚悟が要ります。私も途中で次回送りにしました(笑)  

 

まれびと 2014年02月05日 01:30 
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それでも、あの赤い色と鳥居の数の迫力に、ビビっとくるもんがありましたよー。  

 

東寺の講堂も同じく、仏像に迫力があってビビっときました。  

 

他ではニブイんですが、不思議ですΣ(ﾟﾟ;)  

京都の魔力→魅力ですね♪  

コメント

伏見稲荷は先月 女子中学生５人を連れて行ってきたところです。
 

同じく「熊鷹社」まで登ってきました。 

受験生ということもあって、本殿横の受験の神様「東丸神社」にも連れていきました。 

 

東寺については２００６年２月に書いた文章がhttp://www.honnet.jp/metro/rekisi/r

ekisi16.htmに残っています。 

 

この当時はまだまだ未熟でした。 

コメント

仙ちゃん 2014年02月05日 01:56 

> のつのつさん そう言えば、午後３時過ぎに「焚き火の灰」かと思うような「乾雪」とい

うのでしょうか？ パラパラと少し舞ってました。  

 

その時、スーパー・マツモトに居たのですが、店内に「今日は稲荷初午！ イナリ寿司

を食べましょう！」と張り紙がしてあったので、夕食のゴハンをいなり寿司にしました。ナ

ンカ「恵方巻」に似た「商業ベース」を感じましたが・・・  

テイスティ高橋 2014年02月05日 07:28 

> たかさん 2002年の正月だったか、伏見稲荷に初詣に行った時、スズメ食べました

ヨ！  

特にウマかったという記憶は残ってませんが・・・  

 

京都は、けっこう太陽出てて、ひなたで直射日光浴びると暖かさを感じるくらいでした。

今日５日は、さらに寒いですね！ チョッとヤバイな・・・  

稲荷山は、確かにチョッとナメてましたね・・・  

テイスティ高橋 2014年02月05日 07:29 

> まれびとさん 稲荷山は、あとで思うと、チョッとナメてましたね・・・ 
 

そうですか、まれびとさんも「次回挑戦」ですか？  

 

まったく京都は、いろいろあって飽きさせない所ですよネ！  

スゴく感じるのは、とにかく「お祭りに熱心で、参加者も多い」ということです。多少「商業

（観光）ベース」なところもあるにしろ・・・  

これも「京都の魔力」の一部なのでしょうか・・・  

テイスティ高橋 2014年02月05日 07:29 

> 仙ちゃんさん 稲荷山は、思った以上にタイヘンでした。全部廻るには、一日ツブすく

らいの  

覚悟をもって望まないといけませんネ！ 一種の「回峰行」と言えるのではないでしょう

か？  

 

仙ちゃんさんも、以前からいろいろ書かれていらっしゃるのですね・・・  

そして、「今がある」というワケですね。  

テイスティ高橋 2014年02月05日 07:30 

> テイスティ高橋 
 

やはり食すんですね！住んでみないと気づかない事ってありますね・・・  

コメント

のつのつ 2014年02月05日 12:14 

東京、横浜は寒い～ です。 
 

コメント

みなとみらい 2014年02月05日 15:14 

> みなとみらいさん 今日は、こちらも粉雪が舞っていて、２度くらいしかありません。 
 

テイスティ高橋 2014年02月05日 16:11 

イヤーやはり京都は寒いわね 伏見稲荷さん懐かしいですねー最後まで登りました。

凄い階段がいっぱいあって頂上で記念写真撮りました。また、東寺は３月の初め頃に

行った記憶があります。とても寒くて底冷えする事を初めて知りました。体調に気をつ

みなとみらい 2014年02月05日 17:34 
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けて楽しんで下さい＾＾  

コメント

> みなとみらいさん イヤー 頂上まで行ったのですか？
 

それは、スゴイ！   

私なんか「ナントカを締め直して」再度挑戦という感じなのに・・・ 

 

東寺も行かれたのですか。 

みなとみらいさんも、けっこう京都に詳しいのでは？  

テイスティ高橋 2014年02月06日 09:16 

テイスティ高橋さん＞イヤーまだまだですが 有名な所は行きましたが肝心な四季頃は

まだ行ってないし、行事の事等はまだまだです。  

コメント

みなとみらい 2014年02月06日 10:44 

日記を書く  

テイスティ高橋の日記一覧へ  
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