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友人の最新日記
こりえこ
談山神社と長谷寺
行ってきました。 (1)

いよいよ一年で最も京都が映える「錦秋」の季節がやってきました。１８日夜、入京します。
行事や特別公開もいろいろありますが、なるべくアチコチと紅葉を優先的に楽しみたいと思って
います。

2014年11月15日13:43

仙ちゃん
今日は嫁さんと一緒
に博物館めぐり (5)
2014年11月14日20:42

もっと見る
自分の日記
甲午 霜月 一
2014年11月13日17:57

さて特別公開といえば・・・
先月３１日、出京する日の朝、「第50回記念 京都非公開文化財特別公開」の
・西本願寺飛雲閣（国宝） 及び 滴翠園（名勝）、旧仏飯所（初公開）
・西本願寺書院 浪之間（なみのま 重文・初公開） 、太鼓之間（たいこのま 重文・初公開） 、経
蔵 （重文）
を見に行ったのですが・・・
テイスティ高橋さんの近況

京日記 第103段 甲午１０
月３０日
2014年10月30日23:25

京日記 第102段 甲午１０
月２８日（二）
2014年10月29日23:05

もっと見る
<

今年の色付き具合は、例年より多少早いとのこと。月末に一旦、出京しますが、またスグ１２月１
日に戻ってくるので、なるべく長持ちしてもらいたいものです・・・、

飛雲閣は、「京都三閣（金閣、銀閣、飛雲閣）」の一つでもあり、数年前にＮＨＫの特集番組を見
ていたので楽しみにしていたが、建物からかなり離れた正面位置からしか見せてくれなくて（グ
ルっと廻ることもできない！）、かなりガッカリした。これでは写真やテレビで見ているのとあまり
変わらない。しかもキビシイ撮影禁止。見張り員？多数！
建物内部に入るのは、人数から考えて難しいかもしれないが、もう少しナントカならないものかと
思った。
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飛雲閣 アサイチ、９時前並んだ。特別公開受付開始を待つ行列。
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特別公開受付より撮影。飛雲閣３階部分のみ塀越しに見える。

日記の使用状況
1.7MB/200.0MB

西本願寺書院のほうも拝観者の一人が「今日は二間（ふたま）しか見せてくれないのか。前は
もっと奥（公開してる二間は玄関のトナリ）も見せてくれたぞ」と、ワザと？大きな声でシャベって
いた。こちらもキビシイ撮影禁止。
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西本願寺書院 玄関

西本願寺書院 特別公開タテカン

特別公開の経蔵 （重文）

上記２か所で１５００円（１か所づつだと８００円×２）というのは、やや納得できない金額だった。
今回の主な見学候補地は下記のとおりです。
------------------------------------------------------------------------特別公開
●金戒光明寺 秋の特別公開
2014年11月1日（土）～12月7日（日）
金戒光明寺は、紅葉の名所として知られており、枯山水庭園「紫雲の庭」では毎年紅葉が美し
い。
今年は、山門修復完成記念の特別公開とともに、名仏師・運慶の作と伝わる文殊菩薩像、仕
掛けのある「虎の襖絵」のほか２０年ぶりの公開となる土佐光信の「俵藤太絵巻」などの寺宝が
特別公開される。
山門は、楼上内部の天井一面に「蟠龍図」が描かれており、京都市内を一望。
http://kyoto-design.jp/event/10064
●重要文化財 特別公開 妙心寺天球院 方丈障壁画
2014年11月15日（土）～24日（月）
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特定非営利活動法人 京都文化協会ならびにキヤノン株式会社が社会貢献活動として2007年
より取り組んでいる「綴(つづり) プロジェクト」（正式名称：文化財未来継承プロジェクト）では、
第六期(2013年)から第九期（2016年）にかけて天球院所蔵、狩野山楽・山雪筆の方丈障壁画
（重要文化財）のうち金箔襖絵56面の高精細複製品を制作しており、2014年までに16面の高精
細複製品が制作され、天球院へ寄贈された。
現在オリジナルの16面は、良好な環境下で保管し、日本の貴重な文化財を未来へ継承すべ
く、京都国立博物館に寄託されている。2016年にはオリジナルの56面すべてが博物館に寄託さ
れる予定。今回の特別公開ではこれら16面、そしてオリジナルの40面を拝観できる。
http://kyoto-design.jp/event/15276
●光明寺 紅葉の特別入山
2014年11月15日（土）～12月7日（日）[ 光明寺 ]
紅葉で有名な、西山浄土宗 総本山光明寺
「もみじ参道」の真紅のトンネル・真紅のじゅうたん。
http://kyoto-design.jp/event/10199
●東福寺塔頭 勝林寺 秋の特別拝観
2014年11月16日（日）～30日（日）[ 勝林寺 ]
東福寺の仏殿に密かに安置されていた秘仏の毘沙門天立像(伝 定朝作）ご開帳のほか、寺宝
を拝観できる。
日没～19時半までもみじのライトアップも行われる。）
http://kyoto-design.jp/event/10190
●霊鑑寺 「谷の御所」の紅葉
2014年11月21日（金）～12月7日（日）[ 霊鑑寺 ]
歴代皇女が入寺された尼門跡寺院「谷の御所」。
山裾に広がる回遊式庭園は、樹齢350年を超えるタカオカエデをはじめ、色鮮やかな紅葉が美
しい庭園。
http://kyoto-design.jp/event/14529
●光雲寺 東福門院の聖観音像と紅葉の映える借景庭園
2014年11月21日（金）～12月7日（日）[ 光雲寺 ]
東福門院の念持仏で長年秘仏であった運慶作と伝わる「聖観音像」は、昨年、厨子の金箔が
修復されてから初めての特別公開。東山を借景として7代目小川治兵衛が作った池泉式庭園も
見どころ。
http://kyoto-design.jp/event/14530
------------------------------------------------------------------------博物館・美術館
●高台寺掌美術館特別展「九州に残った豊臣氏―豊後国・日出藩主木下家と北政所―」
2014年10月24日～2014年12月24日開催
木下延俊公は北政所の兄・木下家定公の三男であり、豊臣氏の武将として生涯を送った人
物。 太閤秀吉亡き後の関ヶ原合戦で延俊公は東軍側の武将となり、大阪の陣を経て江戸時代
には外様大名として生きた。延俊公は、九州で日出藩主となり藩を治めたのみならず、儀礼へ
の出席や諸大名との社交に努めた。徳川政権の下で厳しい状況にありながらも豊臣姓を残し、
新しい城を築き、子孫へ伝える大きな役割を果たした。
http://www.digistyle-kyoto.com/event/tenrankai/post_kyushu.html
------------------------------------------------------------------------行事
●東福寺～泉涌寺・窯元もみじ祭(大陶器市)
錦秋の東山をバックに繰り広げられる、アートな催し。
陶器市、ギャラリー、工房見学・・・この秋を一段と楽しくしてくれるイベントです。
陶芸教室のほか、おでんやぜんざいのコーナー、スタンプラリー、抽選会も。雨天決行。
■場 所： 泉涌寺窯元一帯(東福寺～泉涌寺)
■期 間： 2014年11/22(土)～/30(日)
■時 間： 10～16時
http://www.seiyoukai.com/
●東福寺山内 正覚庵 の筆供養
江戸時代の筆塚などが残る「筆の寺」で、古くなった筆記具に感謝し供養する行事。
正覚庵は稚児や山伏によるお練り行列が行われたあと、筆塚の前で大護摩が焚かれる。
参拝者から奉納された筆や鉛筆を焚き、学徳成就や文運隆昌を祈願する。
そば席、お茶席の接待もあり。
■場 所： 東福寺山内 正覚庵
■時 間： 供養:14時～
■アクセス： JR奈良線、京阪電車「東福寺」駅
http://shogakuan.web.fc2.com/
●広隆寺の聖徳太子御火焚祭
聖徳太子の命日、本堂に安置されている本尊の秘仏聖徳太子像と、
宝物館の秘仏薬師如来像が開扉される。
お火焚祭は、聖徳太子を祖神と仰ぐ建築・建具・機織職などの信者によるもので、
境内に斎竹(いみだけ)が立てられ、参拝者による数万の護摩木が焚かれる。
また、4、5、10、11月の日・祝日とこの日は桂宮院の公開日にあたる。
京都最古のお寺の国宝・桂宮院本堂は、法隆寺の夢殿に似た単層八角円堂で、一重、桧皮葺
の構造。
■場 所： 広隆寺
■期 間： 2014年11月22日（土）
●大覚寺の聖天様の大根供養
聖天様のおさがりの大根をいただくと、心身の毒を滅し、難を逃れ、八福に浴するとされてい
る。
そのありがたい大根は、すしあげと共に2日ほど炊かれ、水尾の柚の刻みを載せたもの。
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本堂前の紅葉が大変美しい時期、大根供養のひとときで深まりゆく秋をいただきましょう。
雨天決行。
■場 所： 別格本山 覚勝院
■期 間： 2014年11/22(土)・/23(日)
■時 間： 大根供養:10時～ 護摩供養:14時頃～
http://www.kakushouin.jp/

コメント

友木 鏡ねこ
とか爺さま

イイネ！（9）

こりえこ

Kuri

まれびと

jinkan_mizuho

Ｊａｎｅ

☆マカロン☆

コメント
たか 2014年11月13日 18:15
飛雲閣は撮影禁止だったのですね
さっき関西ローカルのニュースでやってましたが、神護寺の紅葉のライトアップしてました。
綺麗に染まってましたよ（＾◇＾）今年は少し早いのですかね？？
18日に入京なのですね。
恐らく寒いと思いますよ。大阪も寒いですから。
コメント

☆マカロン☆ 2014年11月13日 18:16
今日はとても寒い1日でしたね！
暦の上では立冬も過ぎましたが、紅葉狩りにも行かないうちにまさか雪など降るのではな
かろうか…
と、心配になりました(･_･;
暖かくしてお出掛け下さい(o^^o)
コメント

Ｊａｎｅ 2014年11月13日 18:29
Janeも22日に上洛しまーす！o(^▽^)o 金戒光明寺＆真如堂でも回ろぅかと。♪( ´▽｀)
コメント

テイスティ高橋 2014年11月13日 18:35
> たかさん 「特別公開」は、撮影禁止がほとんどですね・・・
高尾は今年の新緑（６月）に行きましたねぇ。休みが取れるようでしたら「紅葉の高尾」も行
きましょうか？
今日は関東もサムかったですヨ！
ジャンパーが欲しかったですよ！
テイスティ高橋 2014年11月13日 18:36
> ☆マカロン☆さん ありがとうございます！
関東もだいぶサムくなってきましたネ！
「冬支度」で行きますか・・・
テイスティ高橋 2014年11月13日 18:36
> Ｊａｎｅさん オオッ！ そうですか！
実は、私も金戒光明寺の庭園、前からネラっていたのです・・・
イイらしいですよ！
まれびと 2014年11月13日 21:04
１８日からなら、紅葉にバッチリ◎ぢゃないですか！楽しみですね～（＾＾）
西本願寺の書院・経蔵に足を踏み入れるだけ料金なんですねｗ
安くしたら、ドット人が押し寄せるからの、防御料金とかｗ
どこでも人が多すぎですね～
今年は、源光庵が撮影禁止になってるとか、先日の京都博物館「鳥獣戯画展」は朝から８
時間待ちとかだったらしい。
紅葉も、東福寺は駅を下車したときから大混雑の時もあるようなので、お気をつけくださ～
い！
コメント

たか 2014年11月14日 10:02
さて、秋の京都は何がいいんですかね～(´･Д･)」あり過ぎて分かんないですね。
コメント

テイスティ高橋 2014年11月14日 10:44
> まれびとさん 紅葉に合わせて考えました。例年、来週、さ来週が「紅葉のベスト期間」と
なっていますが、年によって少なからずズレがあるようですね・・・
京都では一年中、アチコチで「特別公開」やってて、大体、やや高めの一律の料金設定に
なってますが、（この一年ずいぶん行きました）場所によって、拝観内容にかなり差がある
と思いました。「主催者側」から言わせると「お布施・寄付も含まれている」とのことですが、
一律でないほうが良いのでは？と、個人的には思います。
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「鳥獣戯画展」も料金考えると、「（文化事業に対する）寄付」の部分もあるのかと思ってし
まいます。
東福寺は、確かに駅から行列になってました。
テイスティ高橋 2014年11月14日 10:44
> たかさん 京都の紅葉は、大体決まってますヨ！
銀閣寺から東福寺までの東山山麓、嵯峨・嵐山、三尾、北山界隈、このあたりが定番・メイ
ンですかね。
まれびと 2014年11月14日 14:35
> テイスティ高橋さん
なるほど…
特別展は、寄付金の意味も含んだ料金設定がなされている！
そう考えると、スッキリ腑に落ちます。
そうでした…切符を買うように拝観料の支払いをするもんぢゃない！と教えてもらいまし
た。
寄付をする心がけが必要だと。
思い出しました、有難うございましたｗ
コメント

テイスティ高橋 2014年11月14日 15:23
> まれびとさん 考えてみれば、今年は、特別展に限らず、ずいぶん拝観料を払いました。
１０万円くらいは払ってるのかなあ？(^｡^)
「お布施」だと思わないと、つらいものがありますね！
のつのつ 2014年11月14日 15:33
二回来られるんですね！最近腰痛気味の私には考えられない
いよいよですね！今日も堀川通りを通りましたがイチョウが黄色くなっててとても綺麗でし
た
コメント

テイスティ高橋 2014年11月14日 20:08
> のつのつさん 月末にチョッと用事があって、一度、横浜に行きますが、１２月に入るとク
ラス・メート６名も来るので、また12/1に京都に戻ります。
今の時期、京都が最も美しい時ですね。日ごとに色付いていくのを毎日見るのはとても楽
しみです。
コメントする

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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