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今日は、「名所」としては、チョッと変わった「隠れた新名所」を京都本で読んだので訪ねてみるこ

とにした。 

「平安京創生館」と言い、平安京と平安時代の、いわゆる「資料館」である。「京都市生涯学習振

興財団」の施設で、ココに、縦7.8ｍ×横6.6ｍ、実際の１０００分の１の、巨大な「平安京」の模型

が、常設されているのだ。 

１９９４年、平安遷都１２００年を記念して制作されたものだ。ホントはもっと大きく（１１ｍ超と

か）、嵐山の方まで作り込まれているのだが、あまりに大きくて置き場所がナカナカ見つからず、

「中心部のみ」ようやくココで公開できる運びとなったそうだ。 

コレがナカナカのスグレモノらしい。人によっては、こうしたモノにゼンゼン興味が湧かない場合

も多いが、子供の頃から、こうしたいわゆる「ジオラマ」が好きなタイプだったので、たいへん興味

をそそられる。 

平安京創生館：http://web.kyoto-inet.or.jp/org/asny1/souseikan/

９時１５分、我が庵を出る。少し曇っている。気温は、昨日より低くて助かる。 

「創生館」に行く前に、まず、近くの仁和寺「霊宝館・春季名宝展」を見に行く。３月からやってい

たのだが、ナカナカ見に行く機会がないうちに、次の日曜日で終了となってしまうのだ。 

徒歩約１５分ほどで、仁和寺に着く。霊宝館は入口近くにある。入るのは初めてだ（写真参照）。

国宝・重文の書跡が多い。 

日本最古の医学書「医心方（平安）」。次代「新修本草（鎌倉）」。「ユンケル黄帝液！」の語源と

なっている「黄帝内経太素（平安）」「黄帝内経明堂（鎌倉）」など、いづれも医学書が多く、これら

は、みな「国宝」である（ユンケル黄帝液は、国宝ではナイ）。光琳、応挙の絵もあった。 

嵐電：妙心寺駅まで、徒歩５分。北野白梅町駅で下車。 

「大将軍商店街」を歩き、「七本松通」を下がる。 

大将軍商店街は、近年、別名「妖怪ストリート」として、盛んにアピールしている。今年の正月も

通ったのだが、その時に比べ、（ナツに向かって）圧倒的に拍車が掛かっており、いたるところが

「妖怪」だらけだった（写真参照）。やや、ヤリ過ぎの感アリ！ 

お寺の多い七本松通を歩き「丸太町通」にブツかると、スグ左に、平安京創生館の入っている京

都市生涯学習総合センター「京都アスニー」に着く。 

創生館が入っている一階に、和食「福助 西陣店」というレストランがあるのだが、コレが安くて、

味・量ともに良かった（昼食した）！　次に来た時は、けっこう種類の多いドリンク・バーを無料で

利用できるのだ（写真参照）！ 

ハラもイッパイになったところで、イヨイヨ、同じフロアの「平安京創生館」に入る。イキナリあっ

た！　「平安京」の千分の一のジオラマだ。千年前の平安京を空からヘリで眺めているよう！　

ギリギリ、我が庵の近くの「法金剛院」まで、作り込んであった。 

平安京の最北端は、ちょうど今の妙心寺：北総門の前の道（一条通）になる。 

ちょうど、ＪＲ「花園駅」のド真ん中が、「平安京」の西のハズレ（最西端）に位置している。ソレを

「西京極」と言う。だから、平安京北西端は、妙心寺：北総門のやや西くらいになる。 

こうしてみると、平安京はかなりデカい・・・　鴨川ベリから花園駅までだ。 

９３番の市バスで、花園駅の二つ先の「太秦映画村道」から「丸太町京阪前」まで、ヒンパンに

乗っているので、その距離感はカラダに染み付いている。大体、バスで２０分～２５分位掛かって

いる・・・ 

そしてナント！　模型を見るのに、よく見えるよう「望遠鏡」を貸してくれるのだ！　しかし、ザンネ

ンながら「撮影禁止」である。 

その他の展示も優れていて、特別展「平安時代のくらし－貴族と民衆－」、 

ムービー「平安京」「法勝寺：八角九重塔（高さ約８１ｍ）」「鳥羽離宮」もオモシロイ。 

また、織田信長から上杉謙信に贈られたと伝えられる国宝「洛中洛外図屏風（上杉本）」の1.4倍

の複製陶板壁画、国宝「北野天神縁起絵巻(承久本)」レプリカなどもある。 

大事なことを書き忘れたが、この施設は「無料」である！　５００円位取られても、京都ではトーゼ

ンとも思った。 

気がついたら二時半過ぎていた。 

八重歯の京都人

（ヴィクトリアマイル

予想）果報は… (8)

2014年05月18日07:48

仙ちゃん

親バカの最後の動

画です。 (9)

2014年05月17日15:59

< 2014年05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

01月 02月 03月 04月

05月 06月 07月 08月

09月 10月 11月 12月

友人の最新日記

もっと見る

自分の日記

京日記　第五十七段　甲午５

月１５日

2014年05月15日21:03

京日記　第五十六段　甲午５

月１４日

2014年05月14日20:12

京日記　第五十五段　甲午５

月１３日

2014年05月13日19:31

もっと見る

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

過去日記の閲覧設定

2014年

2013年

日記の使用状況

1.5MB/200.0MB

テイスティ高橋さんの近況

京都140515

京日記　第五十七段　甲午５月

京都140515

京日記　第五十六段　甲午５月

京都140514

京日記　第五十五段　甲午５月

京都140513

京都140513

京日記　第五十四段　甲午５月

京都140512

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

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 第五十六段 甲午５月１４日

2014/05/18http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1926451614&owner_id=59902448&org_id=1926400...



創生館を出て、ヒガシに５分位歩くと、「千本丸太町」の交差点に出る。その近くの公園に、平安

京の中心と言うか、最重要施設「大極殿跡」碑がある（写真参照）ので見てから、マン前の「千本

丸太町」バス停から９３番のバスに乗車。「太秦映画村道」で下車。マツモト・コースで帰った。 

※ なお明日は、諸事情（葵祭開催日未定）により日記をアップできないこともあります。ご了承

下さい。 

仁和寺：霊宝館 

大将軍商店街：一条通：別名「妖怪ストリート」 

大将軍八神社前にある「妖怪小物店」 
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京都限定：妖怪ドロップ「妖気玉」３００円　買った 

薬局店頭の妖怪（妖怪がリポビタン飲んで元気つけてどうする？） 

平安京創生館（京都アスニー）平安宮造酒司跡（へいあんきゅうみきのつかさあと） 
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レストラン福助カンバン 

福助のドリンク・バー 

平安京創生館特別展ポスター 
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解説ムービー 

大極殿跡碑 

「千本丸太町」バス停より、大極殿跡碑を望む。 

左奥の木のしげっている所が大極殿跡碑、右端が千本丸太町交差点 
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京都アスニー見物するとすごく京都の歴史が分かりやすですよね。地層の復原まで置いて

いるし、鳥羽離宮や源氏物語の復原まで豊富な資料です。俺も俺なりにまとめて日記で紹

介してます。

◎平安宮(へいあんきゅう）遺祉 

http://mixi.jp/view_diary.pl?owner_id=9873863&id=1491981801

・千本通（せんぼんどおり）＜平安京＞の道幅約85メートルの朱雀大路に当たる。 

http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1896002537&owner_id=9873863

> とか爺さまさん　オオッ！　詳しい解説、ありがとうございます！

ジオラマ好きなので、１時間以上居てしまいました！　イイ施設ですね。

『京都アスニー』初めて知りました。ジオラマは見ていると 色々と想像出来て飽きないです

よね。機会が有ったら行ってみたいです。

妖怪…は鳥取の水木しげるロードが有名ですが、京都にも有ったとは！ 面白そう！

(*^o^*)

何ゆえ妖怪ストリートなのか…

調べてみましたσ^_^;

http://www.kcif.or.jp/archive/en/newsletter/lik/archives/1208/08_2012ja.htm

京都にも拠点を置かれ、充実の毎日を過ごされていますね！

羨ましい限りです(^^)

ユンケル皇帝液はとても高いので、いつもリゲインでガマンですw

> ☆マカロン☆さん　

毎年夏になると東山の高台寺で＜百鬼夜行展＞ が開催されます。

http://photo.mixi.jp/view_album.pl?album_id=500000085675067&owner_id=9873863

http://photo.mixi.jp/view_album.pl?album_id=500000085675995&owner_id=9873863

平安宮の回りは、魑魅魍魎とした世界でした。

ほんまに(笑)ユンケル黄帝液の語源があったとは、ビックリしました！ 

「京都アスニー」は、平安京好きなワタシとしては、是非行きたいです♪無料ときいて、再

びビックリ！ 

オマケに、もうひとつビックリ！したのが「北野天神縁起絵巻」が見られるということ。 

菅原道真好きなのでレプリカでも見たいですね～ 

ワタシにとってはお宝情報でしたφ(．_．)ﾒﾓﾒﾓ有難うございました！
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> とか爺さまさん　ありがとうございます!(^^)!

妖怪に会えますかね！

妖怪「何か用かい？」・・・なんちゃって ｗ

子供の頃「「ふしぎなポケット♪」という歌が大好きでしたが、

とかちゃんのポケットはスゴイですね！

知りたい事がポンポン出てくる。

ドラえもんにも似てるｗｗｗ

> ☆マカロン☆さん　

ドラえもんが始まる前に、故赤塚不二夫の「おそ松くん」に出てくるデカパンは、トランクス

の中からいろんなものを取り出していた。食材だったり日用品だったり。そういうイメージで

宜しいかと思います。俺のトランクスの中からは、かわいいのしか出ませんがね.....。

大将軍商店街：一条通：別名「妖怪ストリート」 の妖怪の様子が派手なのは、造形大の学

生がボランティアで作品を発表していると聞いている。だから若々しい力が見え隠れ。

> とか爺さまさん　いつも期待以上のコメント、幸甚の至りでございます・・・^^; （笑）

京都アスニーは講演会なども開催されています。

大概先着○○名みたいなことですから、聞きにいかられたら面白いと思いますよ。

「北野天神縁起絵巻(承久本)」は普通の絵巻より大きかったでしょ。

それが特徴です。

ＨＰ社が複製したものでしょうか。

ありがたいですね。

印刷会社、プリンターメーカー、カメラメーカーなどいろいろな企業が実物そっくりの複製品

を作ってく手てますから気楽に見ることができるのです。

我が菩提寺にも大日本スクリーンから話が来ています。

でもどうかな？どこに行ってもレプリカばかりとなったらつまらないでしょうね。

我が菩提寺は今のところ本物を展示しています。

せめて有料で客を呼ぶのであれば本物を展示してもらいたい。

無料公開ならレプリカでも仕方あるまい。

これが私の考えです。

さらに、建仁寺のように写真撮影は仏像でもＯＫになれば楽しみが増えるというものです。

そうなんですか！！大将軍商店街は妖怪ストリートになっているんですね 学生のころ

は妖怪なんて大将軍商店街にはなかったのに…面白いですね(^^♪

創生館はなんと、無料なんですね。それは良心的だ。

堺は今は雨は止んでますが、明日は葵祭、どうなんですかね？？

朝、６時に京都市観光協会に問い合わせてみます。

> Kuriさん　葵祭を見るため、混まないうちに６時４５分に出ました。今、御所前です。老人

ゆえ携帯では、うまく打てないのですが、アスニーは、今日も行きたいくらいです！

> ☆マカロン☆さん　葵祭を見るため、混まないうちに６時４５分に出ました。今、御所前で

す。老人ゆえ携帯では、うまく打てないのですが、妖怪ストリートは、妖怪キャラで、あふれ

かえっていました！

> まれびとさん　上記のようなワケで、今、御所前に居ます。アスニーは、今日も行きたいく

らいです！

私は、信長が謙信に送った「上杉本洛中洛外図」が好きです。ホンモノより大きくて見やす

かったです。

> 仙ちゃんさん　上記のようなワケで、今、御所前に居ます。今回は、最適ポイントを教え

ていただきたいへんありがとうございました!!府立大学病院前あたりを狙いました。

まだだいぶ時間があるので、こうして返信させてもらってます。

後ほど、たかさん、のつのつさんも、同じ場所に来ます。
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> テイスティ高橋さん　

アスニー…入場料無料の上にさらにシルバー料金でキャッシュバックが有ったりして…な

んて冗談はサテオキ そう今日は葵祭なんですよね！

私の友人が今京都に行っています。祭りの事をすっかり忘れていたようで、その事を知ら

せたら焦っていました。

天気、人出どうですか？

> とか爺さまさん　今日、アスニー、行きました。とても興味深い また行きたいと思わせ

るモノでした 非常に優れている。職員さんの説明もまた良い！！とにかく京都の地理

が少しでも分かる人なら行って見るべし。

> Kuriさん　天気は、あまり良くありませんでしたが、バッチリ見ることができました！ 道端

なら人出は、そう気にすることもなかったです。

> たかさん　俺も久しぶりに京都アスニーに明日にーでも気持良くイッテみるか。 ゜゜゜-y

(^。^)。o0○ 

> とか爺さまさん　是非！！職員さんはヒマしているので説明してもらうと更にいいですよ

ね（＾∇＾）本当に無料かよ！！って思わせる施設です( ´ ▽ ` )ﾉ

> まれびとさん　平安京創生館（京都アスニー）、葵祭のあと、今日も行っちゃいましたが、

今日は、説明係の人がバッチリ付いてくれて、１時間は説明してくれました。

藤原道長の屋敷とか、「何々はドコにあったんですか？」と聞くと、スグ教えてくれます。

> テイスティ高橋さん　それはすごい！！案内の方は、さぞ専門家なのでしょうね。観光地

化する前に行っておかなくちゃ（＾＾）！

この画面上で、プチアスニーブームがおきてて、そこもまた面白いのでした。研究者になれ

たらいいんですけどねｗ

無料な上、説明までしてくれはったんですね!!

なんて素晴らしい(^o^)

高橋さん一杯質問攻めされた光景が目に浮かびます(￣。￣)

> のつのつさん　１２００年前の平安京の上空をヘリコプターで飛びながら「建物近くに寄っ

たりしている」、そんな体感すると思います。「ソラからナントカを眺めてみよう」というテレビ

番組がありますが、あんな感じです。

昨日は、ザンネンでしたが、そのうち、ゼヒご覧になってください。

その時「説明を聞きながら」が、必須だと思います。

１２００年前の平安京再現ではなく、１２００年前、以後の平安京の再現でした。訂正しま

す。
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