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　先月２２日、横浜に戻ってから、目に見えて気温が低い日が多くなり、もう猛暑に戻ることは、

ないのではないか？とホッとしています。これから更に涼しくなり、京都を歩き廻るに適した季節

になっていくのかと、思うとウレシクなります。 

　今月２１日夜、入京します。９月は京都に来る観光客が、最も少なくなる月とのこと。そのセイ

か？数年前、９月末に来て、お得なサービス？を受けたことがありました・・・ 

　今回の主な見学候補地は下記のとおりですが、こうしてみるとけっこう見どころありますね。特

に、京都国立博物館新館オープン（かなり混雑か？）と、大徳寺本坊・孤篷庵が、特に楽しみで

す。 

------------------------------------------------------------------------- 

特別公開　 

●大徳寺本坊・法堂天井龍　9月20日（土）～10月11日（土） 

　　国宝の方丈を特別公開。方丈内の襖絵は、狩野探幽筆。方丈庭園は小堀遠州作で特別名

勝庭園に指定。 

http://www.digistyle-kyoto.com/event/cat333/post_22222531006999.html

●大徳寺孤篷庵　9月28日（日）～10月9日（木） 

　　大徳寺塔頭寺院。作庭家、建築家、そして茶人としても有名小堀遠州が建立した寺院。 

　　建物は重要文化財に指定されており、その中でも茶室「忘筌」は建築、茶の湯を知るものな

ら一度は訪れたい聖地。 

http://www.digistyle-kyoto.com/event/cat333/post_22222531006.html

●第39回 京の夏の旅 文化財特別公開 ?しょうざん 峰玉亭 7月12日（土）～9月30日（火） 

　　鷹峯三山を借景に広がるしょうざん庭園に建つ数寄屋造りの名建築。 

https://www.kyokanko.or.jp/natsu2014/natsutabi14_01.html

●相国寺　9月28日（日） ～ 12月15日（月） 

　　桃山時代の遺構で日本最古の法堂、開山の夢窓国師像を安置する開山堂、浴室が公開。 

http://www.the-kyoto.jp/topics/haikan_aki/9.html

●島津製作所 創業記念資料館　高瀬川舟まつり協賛・無料公開　9月23日（火） 

　　高瀬川の一之船入付近にてさまざまな催し物が行われる「舟祭り」にあわせた無料公開。 

　　島津製作所が製造・販売してきた理化学器械、標本、レントゲン装置などを、提供してきた時

代背景と合わせて展示。 

http://www.digistyle-kyoto.com/event/cat333/post_901422.html

●平岡八幡宮　「花の天井」特別拝観　9月12日（金）～11月30日（日） 

　　本殿内陣天井に描かれた44種の花の絵は、江戸期のものと伝える。 

　　珍しい花の天井の特別拝観で拝観者には神職が直接説明。 

http://www.the-kyoto.jp/topics/haikan_aki/9.html#hira

●紅葉谷庭園　7月12日（土）～9月30日（火） 

　　鷹峯の当方にある紅葉谷庭園はかつて紅葉の名所として知られていたが、 

　　時代の流れと共に忘れ去られてしまった隠れたスポット。　古田織部美術館付属 

http://www.miyaobi.com/taikou-sansou/event.html

　 ●「京都旅屋」企画　光悦寺と特別公開の紅葉谷庭園、古田織部美術館へ！ 

　　～緑の鷹峯・釈迦谷を楽しむ～ 9月26日（金）　散策：13時～15時半頃 

http://kyoto-tabiya.com/tour/%e5%85%89%e6%82%a6%e5%af%ba%e3%81%a8%e7%89%b9%e5%8

8%a5%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%ae%e7%b4%85%e8%91%89%e8%b0%b7%e5%ba%ad%e5%9c%9

2%e3%80%81%e5%8f%a4%e7%94%b0%e7%b9%94%e9%83%a8%e7%be%8e%e8%a1%93%e9%a4%a8/#m

ore-40890

------------------------------------------------------------------------- 

博物館・美術館 

●京都国立博物館 平成知新館オープン記念展 

　「京（みやこ）へのいざない」　2014年/09/13(土)～ 2014年/11/16(日) 

http://www.digistyle-kyoto.com/event/tenrankai/izanai.html

●泉屋博古館・特別展「茶の湯釜の美」　2014年9/6(土)～10/19(日) 

http://www.sen-oku.or.jp/kyoto/

●野村美術館・「大名道具の世界 -茶の湯と能楽-」　前期:2014年9/6(土)～ 10/19(日) 

http://www.nomura-museum.or.jp/

●茶道資料館　茶道入門抹茶を知ろう、茶道具を知ろう　2014年7月3日(木)～2014年9月28日
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京都を歩き廻るに適した季節‥思いは同じです。

残り少ない'京の夏の旅'どこを訪れようかと、思案中デス。

計画するのも楽しみのひとつかと思います☆ﾐ

高橋さんの候補地、参考になります(^_-)

お互い、京都の９月楽しみましょう

毎年、秋から冬にかけて京都散策をよくします。何かテーマを決めて歩く時もあれば、無目

的に気の向くままということも 。

ほんま、探訪シーズン到来ですね(^O^)v 

美術館、お茶、お庭… 

季節がらピッタリ！ 

腕が？脚が？鳴るってもんですね(笑)

高橋さんにかかったら、京都は見る所満載ですね(=ﾟωﾟ)ﾉ

(日) 

　　茶葉の種類、抹茶の生産工程、棗・茶筅・茶杓などの茶道具の制作工程を展示・ワークショッ

プ・講座を通して紹介する。 

http://www.digistyle-kyoto.com/event/tenrankai/chadou_sirou.html

------------------------------------------------------------------------- 

行事 

　●安井金比羅宮　櫛まつり　9月22日（月） 

　　時 間： 櫛供養:13時～、時代風俗行列(雨天中止):14時頃～ 

http://www.e-kyoto.net/kankou/9/22#event539

●高瀬川舟まつり　9月23日（火）10時半～16時 

　　家族連れや観光客らが高瀬舟の試乗や先斗町の舞妓さんのお茶の接待など風雅な催し。 

http://www.e-kyoto.net/kankou/9/23#event529

●今熊野観音寺 お砂踏法要　9月21日 (日)～9月23日 (火・祝)　9：00～16：00 

　　堂内に四国霊場八十八ヶ所の砂が敷かれ、それを踏んでお参りをします。 

http://www.the-kyoto.jp/calendar/list9.html#e1088

●晴明神社 晴明祭　9月22日 (月)・9月23日 (火・祝) 

　　22日の宵宮祭は迎え提灯のお練りや、湯立神楽の奉納があり、23日の本宮には、 

　　神幸祭として、鼓笛隊列が西陣地区を練り歩く。 

http://www.the-kyoto.jp/calendar/list9.html#e1089

●北野天満宮　ずいき祭・神幸祭　10月1日（水）出御祭:9時半～ 行列出発:13時～ 着御祭:17

時～ 

　　ずいき(里芋の茎)など食物で飾った御輿のお祭り。 

　　1年の五穀豊穣を感謝する祭で神前に新穀、野菜、果実などを供えたのが始まりで、 

　　室町時代から続くとされている。 

http://www.e-kyoto.net/kankou/10/1#event544

------------------------------------------------------------------------- 

まいまい京都 

●【山鉾町】「祇園祭ウォーク」仕掛人といく、山鉾町の平熱 

　　～綾傘鉾、芦刈山、郭巨山…下京の会所と町衆をたずねて～　9月26日(金)14:00～16:00 

　　山鉾町の平熱、下京の会所と町衆を訪ねます。 

http://www.maimai-kyoto.jp/program/machiaruki/14au034/

------------------------------------------------------------------------- 

行ってみたいところ 

●正伝寺 

http://kanko.city.kyoto.lg.jp/detail.php?InforKindCode=1&ManageCode=7000050

●石清水八幡宮 

http://www.iwashimizu.or.jp/top.php

------------------------------------------------------------------------- 

コメント
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> ひろえんぴつさん　マッタク！　いくら「京都スキ」と言っても、さすがに先月あたりは、ア

チコチ行きたい気持ちはけっこう強いのですが「二の足」踏んじゃいますね。なんか「やっと

自由が戻ってきてウキウキ」という感じです。

確かにネットをサーチしまくって、情報を探しまくるは、一種のアソビになりますね。思わぬ

企画・公開を見つけたり、全部行けるワケじゃないのにね・・・

> jinkan_mizuhoさん　私も一番「散策距離」が延びるのは、やっぱり秋～初冬あたりです

ね。気が付くと、けっこう歩いていたり・・・

事前にスケジュールするのがスキな私ですが、途中で脱線・横道することもよくあります。

思いがけない収穫があったりしましてね。行けなかった分は、大体また後日行くことが多い

です。

> まれびとさん　ズッと「晴れたみ空に　脚が鳴る」と憶えていたのですが、正しくは「靴が

鳴る」でした！

「お手てつないで」で始まる童謡です。でも「脚が鳴る」でもおかしくないですね・・・

書くだけ書いて、このうち何割くらい実際に行けるか？　大体（天気模様もあるので）、前日

決めます。

でも翌朝「やっぱりアッチにするか」とかなちゃうことも・・・

> たかさん　二三日掛けて調べますからね・・・　時々、短期特別公開とか「アナ場情報」見

つけることもあり、そうすると「宝物」発見した気持ちになりますね！　最初から、とうてい行

く気のないところも書いてるんですよ・・・　他の人が行きたいかもしれないから（参考ま

で）。石清水八幡宮って行ったことないので、行きます。正伝寺は、大昔かすかに行った記

憶があるのですが・・・　典型的な借景庭園です。たぶん行くと思います。

最近は自転車で走ってても気持ちがいいですよ(*^o^*)

いよいよ高橋さんの季節ですね！

色々と載せて頂いていつも参考になります。

私はその前に北海道に飛んで来ますね～♪

> のつのつさん　やっとラクになってきました。たかさんは夏強いけど、私はすぐ参っちゃう

ほうで・・・

最近も涼しいのはイイんだけど、今年はどうも天候が不順で、これから先も関東も関西も

雨 が心配です。

送り火の時も豪雨 でエライ目に会いましたからね・・・

そう言えば先日、北海道もトンデモナイ豪雨でしたね！　お気を付けていってらっしゃいま

せ！

また、飲み会 とかあるとイイですね！

京都国立博物館？？がテレビでやってましたよ ものすごく綺麗な建物で凄いと思った。

これは混みますよ～(=ﾟωﾟ)ﾉいま、天王寺です。やはりゴミゴミしてますねぇ。

石清水八幡宮は確かみんなクルマに交通安全の張ってたっけ？？少し外れですね。

> たかさん　京都国立博物館は、明日１３日、オープンなんですよね。だから今日・明日、

ニュースで盛んに放送するでしょうね。

先週、関東のＢＳで１時間特集番組で紹介したのを見まして、行ってみたいと思いました。

はたして今月末の平日になって、どのくらいすくか？　最悪来月以降でもイイです。

> たかさん　石清水八幡宮は、わが兼好法師の徒然草第５２段に出てくるのですヨ！

　仁和寺にいた、ある法師が、年をとるまで石清水八幡宮をお参りしたことがないことを情

けなく思い、ある時思い立ち、一人、徒歩でお参りにいった。(山麓の)極楽寺と高良神社を

お参りし、(八幡宮へのお参りは)これだけだと思い込み帰路の途についた。

　帰った後、傍輩に向って、「ずっと(心に)思っていたこと(八幡宮へのお参り)を果たせた。

聞いていた以上に尊さ(八幡大神の御神威)を感じた。ところで、他の参詣者が皆、山へ

登っていったが、何か山上にあるのだろうか。行ってみたいとは思ったが、お参りすること

が本義であるからと思い、山上までは見に行かなかった。」と言った。

　小さなことにも、案内者(指導者)は欲しいものである。

http://www.iwashimizu.or.jp/story/kj.php?seq=17&category=1
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> たかさん　私もこの仁和寺の法師のように、山の下だけ見て帰らないよう（頂上まで行く）

にしよー

> テイスティ高橋さん　石清水八幡宮は僕もいったことがないのです あれだけ有名なの

に。。やはり京都の外れというところが原因ですかね。

ここへはバス？？電車？？ちょっと調べてみようっと。

> たかさん　電車ですね

> テイスティ高橋さん　いま、天王寺からの帰りですが、電車の中に京都国立博物館の釣

り広告がありますね(=ﾟωﾟ)ﾉかなり力を入れてますね 混むかも。。

京都国立博物館は　どんな展示物をどんなふうに見せてくれるのか、オープンが楽しみで

す。それにしても　秋の京都は調べれば調べるほど、行きたい場所が増えてしまいます

ね。

> こりえこさん　学生時代、教科書に出ていた「鳥獣戯画」が展示されるとか？　今年、た

かさんと高山寺で見たのはレプリカだったので、ホンモノが見れます。

上記のスケジュールは、自分が行くつもりなくても、ダレかが行くかもしれないので、ワザと

たくさん書き込んであります。
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