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テイスティ高橋の日記
<< テイスティ高橋の日記一覧へ

甲午 弥生・卯月 一

編集する

前の日記 ¦ 次の日記
2014年03月17日20:31

友人の最新日記
あきんどKOM
３月１９日の株式相
場

いよいよ春ホンバンとなってきました。
京都が最も華やぐ「サクラの季節」。京洛の春です！
見るべき処も増えます。ウキウキしてきます！

2014年03月19日11:38

昼行高速バスにて、３月３０日（日）夜、入京する予定です。

あきんどKOM
3月18日の株式相
場 (1)
2014年03月18日11:36

もっと見る
自分の日記
甲午 弥生・卯月 一
2014年03月17日20:31

京日記 第三十四段 甲午
３月５日
2014年03月05日19:12

京日記 第三十三段 甲午
３月４日
2014年03月04日19:24

もっと見る
<

まずは、見たい「サクラの名所」は、下記のとおりです。
-----------------------------------------------------------【我が庵の近所】
●仁和寺
仁和寺は「御室御所」とも呼ばれ、皇室とゆかりの深いお寺です。約500本の桜が咲く名所で
す。中でも有名な桜は「御室桜」で約200本の御室桜の林がある。背丈が低く、根元近くから
枝を伸ばし、地面ギリギリまで花を咲かせるのが特徴です。開花も遅く、京都の桜の季節の
締めくくりにふさわしい名所です。 さくら祭り 4月初旬〜中旬（開花に合わせて） 茶店が出て
賑わう。
霊宝館春の公開
4月1日（火）〜5月25日（日） 9時〜16時受付
国宝の阿弥陀如来三尊像をはじめとする名宝の数々を展観。
●龍安寺
石庭のそばで枝垂れ桜が優雅に咲く龍安寺。石庭が有名ですが、広い境内はかなり見ごた
えがあり、 約400本の桜を楽しめます。鏡容池の周りにもしだれ桜やそめいよしのが咲き優
雅な庭を彩ります。
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●妙心寺 退蔵院
退蔵院は如拙筆の国宝「瓢鮎図（ひょうねんず）」や狩野元信作庭の枯山水庭園「元信の庭」
を有する寺院です。
昭和の名庭「余香苑（よこうえん）」内には3本の紅しだれ桜が植わっており、毎年見頃を迎え
る4/10頃には濃いピンク色の花が枝いっぱいに咲き乱れ、訪れる人々を魅了します。
夜間特別拝観 3月29日（土）〜4月20日（日）

1.4MB/200.0MB

mixiプレミアムに
お得なクーポン登場!?
←← 今すぐ確認！

●嵐電（京福電車）桜のトンネル
鳴滝駅から宇多野駅の間は、線路の両脇に見事な桜並木が続き、「桜のトンネル」と
呼ばれています（約200m）。ライト・アップもあります。日経新聞人気投票で第一位となりまし
た。

mixiプレミアムに
お得なクーポン登場!?
←← 今すぐ確認！

-----------------------------------------------------------【嵯峨・嵐山】
●天龍寺
夢窓疎石作庭の曹源池庭園は嵐山、亀山を借景にした池泉回遊式の名庭。さらに境内全体
が世界文化遺産に登録されている。
しだれ桜・そめいよしの・八重桜・山桜など200本あまりが境内を華やかに彩ります。なかで
も、多宝殿の前のしだれ桜はみごと！
●二尊院

日記の使用状況

おすすめ情報

釈迦如来と阿弥陀如来の２体を本尊としたことから、二尊院を名づけられました。
紅葉の名所で有名ですが、春もまた美しい。「紅葉の馬場」を呼ばれる参道は総門から本堂
まで桜並木が続く。そめいよしのやしだれ桜、二尊院普賢象桜も必見。
●渡月橋・中ノ島公園
桂川に架かる渡月橋と嵐山の雄大な自然は春も秋も風光明媚な場所です。嵐山一帯では5
000本以上の桜が咲き誇る。
中ノ島公園はしだれ桜やそめいよしのが見事。ピンクの濃淡で彩られた周囲の山々とあいま
って、春爛漫の景色が見ごたえがあります。

テイスティ高橋さんの近況
甲午 弥生・卯月 一
困ったときには
ヘルプトップ
利用上の注意
規約違反の通報

嵐山中ノ島公園ライトアップ 3月中旬〜4月上旬 日没〜22時 ※予定
-----------------------------------------------------------【東山】
●円山公園
誰もが知っている円山公園の桜がほころび始めると京都全体が春の観光シーズン真っ盛り
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となります。
池の近くでひと際大きく枝を広げる巨木の桜が、有名な「祇園枝垂桜」です。近年ちょっと元
気がなくなってきていますが、ライトアップされると「祇園の夜桜」とうたわれる幻想的な美しさ
です。しだれ桜に始まり、そめいよしの、山桜と数千本もの園内の桜が順繰り咲きます。
ライトアップ 3月14日（金）〜4月6日（日）日没〜25時
●清水寺
世界遺産の清水寺。国宝・本堂の断崖に張り出す部分が有名な「清水の舞台」は釘を一本も
使えず、木組みのみで支えられた稀少な歴史建築です。春には約1000本の桜が咲き乱れ
る。清水の舞台からの景色は絶品。仁王門近くの紅しだれ桜、地主神社の地主桜などがあ
ります。
夜の特別拝観 3月29日(土)〜4月13日(日) /午後6時30分〜午後9時30分 （受付終了）
拝観料大人400円 小・中学生200円
-----------------------------------------------------------【その他】
●醍醐寺
醍醐寺は、春の桜で有名です。
毎年，3月末に桜の花がほころび始め，4月には満開になります。
4月には，豊臣秀吉が行った「醍醐の花見」にちなむ「豊太閤花見行列」」を催します。
霊宝館の特別公開
3月中旬〜6月30日（月）（予定） 9時〜16時30分受付
桜の時期に合わせ、霊宝館が特別に公開されます
●府立植物園
大正13年に日本初の公立の総合植物園として開園しました。
24ヘクタールの敷地に約12000種類、12万本の植物が育てられています。そして、桜は70種
500本植えられています。温室の北側にはそめいよしのと八重紅しだれを中心にした桜林が
広がります
-----------------------------------------------------------============================================================
今回の見学候補地は、下記のとおりです。
============================================================
-----------------------------------------------------------●東寺 「宝物館」春の特別公開
2014年3月20日 (木)〜5月25日 (日)
東寺は東寺真言宗の総本山。密教美術の宝庫です。
『東寺と弘法大師信仰 〜西院御影堂の歴史と美術〜』をテーマに展観。
-----------------------------------------------------------●青蓮院門跡 「茶室好文亭」の特別公開
2014年3月21日 (金・祝)〜5月5日 (月・祝) の土・日・祝日 （予定） 10：00〜15：30
旧粟田御所の青蓮院。
江戸時代、後櫻町上皇の御学問所として使用されたのが好文亭です。期間中は正式な茶道
のお点前を楽しんでいただけます。
-----------------------------------------------------------●相国寺 春の特別拝観
2014年3月24日 (月)〜6月4日 (水) ＊予定 予告なく拝観停止の場合有
室町幕府三代将軍足利義満の発願により創建。金閣寺、銀閣寺を末寺にもつ臨済宗相国寺
派の大本山の特別公開。法堂、開山堂、浴室などを見学。
-----------------------------------------------------------●第142回 都をどり
会場 祇園甲部歌舞練場（東山区祇園町）
開催期間 2013年4月1日（月）〜30日（火)（※毎年同じ日程です）
●第65回 京おどり
会場 宮川町歌舞練場（東山区宮川筋）
開催期間 2013年4月6日（土）〜21日（日）
●第62回 北野をどり
2014年3月25日 (火)〜4月7日 (月)
上七軒歌舞会の舞踊公演。温習会が発展して始まりました。他の「をどり」より、やや小規模
ですが、 渋さが身上で、その味わい深さは定評があります。
北野天満宮の御縁日「25日」に開幕します。
-----------------------------------------------------------●平岡八幡宮 「花の天井」春の特別拝観
2014年3月7日 (金)〜5月18日 (日)
江戸期に描かれたという神殿天井の44枚の極彩色の花絵が公開されます。
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-----------------------------------------------------------●高台寺 春の特別展2014年3月14日 (金)〜5月6日 (火・祝) 9:00〜17:00 受付終了
豊臣秀吉の正室「北政所」ゆかりの寺宝を多く所蔵。桃山美術の傑作といわれる高台寺蒔
絵の調度品は、その代表といえるもの。
小堀遠州作の庭園は、国の史跡および名勝に指定されています。今年は霊屋に安置されて
いる秀吉とねねの木造を北書院にて公開。
夜間特別拝観 3月14日（金）〜5月6日（火・休）/日没後から21：30（受付終了）
-----------------------------------------------------------●圓徳院 春の特別展
2014年3月14日 (金)〜5月6日 (火・祝)
高台寺の塔頭である圓徳院は、秀吉が築城した伏見城の化粧御殿を移築したもの。
長谷川等伯の襖絵や、国の名勝に指定されている北庭は、桃山時代の気風が伝わる枯山
水庭園。
-----------------------------------------------------------●銀閣寺 春の特別公開
2014年3月15日 (土)〜5月6日 (火・祝) （予定）
「東山文化の原点 国宝東求堂」
室町幕府八代将軍足利義政公によって造営された銀閣寺。
茶、花、香道の原点となった国宝東求堂同仁斎や弄清亭の公開、奥田元宋、与謝蕪村、池
大雅の襖絵を拝観。
-----------------------------------------------------------●法然院 春季 伽藍内の特別公開
4月1日（火）〜7日（月）
椿の名所。中庭の三銘椿が見頃を迎えます。
-----------------------------------------------------------●安楽寺 春の特別公開
4月上旬〜6月初旬の土・日・祝日を中心に開催
9時半開門16時半閉門
桜の開花に合わせて公開されます。以降つつじ、さつきと開花に合わせて特別に公開されま
す。
-----------------------------------------------------------●清凉寺 霊宝館春の公開
4月1日（火）〜5月31日（土）
国宝の阿弥陀三尊像、重文の釈迦十大弟子像など多数の宝物が拝観できます。
------------------------------------------------------------

コメント
イイネ！（10） ☆マカロン☆ みなとみらい Kuri 京のブッチー ちゃら♪
和柄野@介護職員 のつのつ まれびと ひろえんぴつ 八重歯の京都人

コメント
たか 2014年03月17日 20:35
うわぁ！！四月は観るとこ満載ですね( ´ ▽ ̀ )ﾉ楽しみだぁ！！
コメント

テイスティ高橋 2014年03月17日 20:38
> たかさん モチロン、全部行くワケではないですが。。。
まれびと 2014年03月17日 22:19
桜…楽しみですね
行ったことありますか？まだなら「原谷苑」リストに入れたげてください！
仁和寺のさらに奥！
いつか行きたいと思ってまだ果たせていませんが…写真によるとまさに極楽浄土百花
繚乱！
原谷苑を見ずしてあの世に行くな…だったかな(･･?。
とにかく一度は見ておくべし!!との行った人の言葉ですｖ
コメント

八重歯の京都人 2014年03月17日 22:43
平野神社、そして私の地元春日神社もおすすめです。個人的には、八坂神社の夜桜が
好きです。
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コメント

のつのつ 2014年03月17日 22:51
沢山調べられたんですね!!
大変だったでしよー！
明日梅を見に行く予定が雨雷の予報で行けないかもです(;̲;)
桜本当に楽しみですo(^o^)o
コメント

ちゃら♪ 2014年03月17日 23:24
私は賀茂川の川縁を歩くのが好きです（＾ω＾）
お寺もいいけどヤッパリ水際の桜がいいなぁ（≧∇≦）
コメント

仙ちゃん 2014年03月18日 02:46
私的には醍醐寺の霊宝館の周りの桜が最高と思っています。
「豊太閤花見行列」のときには、すでに散っています。
桜情報を参考にして行ってみてください。
圧倒されますよ。
コメント

たか 2014年03月18日 04:02
北白川疎水もいいですよ。行きましょう。。
コメント

テイスティ高橋 2014年03月18日 12:20
> まれびとさん 新書で読んだことがあります。なんかシーズン中はスゴイらしいです
ヨ！ 道路が動かないほどだとか・・・
原谷の近くの山越の桜守：佐野藤右衛門さんの住んでらっしゃる佐野園も、お花の時
期、自由に見学させてくれるとのこと・・・
テイスティ高橋 2014年03月18日 12:21
> 八重歯の京都人さん 結局、サクラってけっこう植えられているから、移動しているだ
けで、けっこうお花見できちゃいますね！
テイスティ高橋 2014年03月18日 12:21
> のつのつさん また欲張って、できるだけ見てやろうと思ってますけど、どのくらい廻
れるか・・・
ウメは今がピークですね！
テイスティ高橋 2014年03月18日 12:30
> ちゃら♪さん 上流のほうですね。下流葵橋あたりから上流に向かって、ズーッと続く
サクラを眺めるのは、スゴク幸せな気分になりますね！
テイスティ高橋 2014年03月18日 12:34
> 仙ちゃんさん 醍醐寺のサクラは、ＪＲのＣＭなどで、よく出て来ますね。
現実に見たらスゴイのでしょうね・・・
豊臣秀吉という「歴史のスパイス」も効いてますから、いっそうでしょうね！
テイスティ高橋 2014年03月18日 12:38
> たかさん そうそう、あそこにもありましたね！
行ってみましょう！
まれびと 2014年03月18日 13:54
> テイスティ高橋さん
そうですよね…混雑回避は、やはり地元在住の利を活かして、朝一番がいいみたいで
す！人が写らない画像は、そこを狙っていくらしいですから…
コメント

テイスティ高橋 2014年03月18日 14:42
> まれびとさん そうですネ！ 朝イチという手がありますネ。狙ってみますか！

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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