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困ったときには
日記のヘルプ
利用上の注意
規約違反の通報
メンテ・障害のお知らせ

３月初旬でも（河津桜は知ってましたが）、けっこうサクラが観られるんですね・・・
京都の開花予想日は、２５日とのこと。
京都の桜 名所：http://www.the-kyoto.jp/sakura/
２８日昼、入京します。
京都のサクラも、今年で３年目になりますが、一度観てしまうと毎年観たくなります。
今月は、ナンと言っても「サクラ第一！」ですが、行事も多いので、できるだけ観たいと思ってい
ます。
今回の主な見学候補地は下記のとおりです。
-------------------------------------------------------------------------行事
●京都さくらよさこい
■場 所： 梅小路公園・岡崎公園
■期 間： 2016年4/2(土)・/3(日) 11時～
http://www.sakuyosa.com/
●春季大祭 お弓祭
■場 所： わら天神宮
■時 間： ４月第１日曜日 10：00～
http://www.kyoto-jinjacho.or.jp/shrine/03/060/
●嵯峨大念仏狂言
■場 所： 清凉寺
■期 間： 2016年4/3(日)・/9(土)・/10(日)(予定)
時 間： 13時半～、14時半～、15時半～
■料 金： 無料
http://www.e-kyoto.net/kankou/4/3#event184
●桜花祭
■場 所： 若王子神社
■期 間： 2016年4/3(日)(予定) 10～16時
http://www.e-kyoto.net/kankou/4/3#event182
●護王大祭
■場 所： 護王神社
■期 間： 2016年4/4(月) 11時～
http://www.e-kyoto.net/kankou/4/4#event180
http://www.gooujinja.or.jp/
●産業祭
■場 所： 伏見稲荷大社
■期 間： 4月8日最近の日曜日 13：00～
http://inari.jp/rite/?month=4月#324
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●華道祭
■場 所： 大覚寺
■期 間： 2016年4/8(金)～/10(日)(予定)
■料 金： 拝観料:500円 ※各茶席は別途有料円
http://www.e-kyoto.net/kankou/4/8#event195
https://www.daikakuji.or.jp/
●釈尊降誕花まつり
■場 所： 霊山観音
■期 間： 2016年4/8(金) 13時～
■料 金： 拝観料:200円 野点の茶席:300円
http://www.e-kyoto.net/kankou/4/8#event188
http://www.ryozen-kwannon.jp/
●方除大祭
■場 所： 城南宮
■期 間： 2016年4/8(金)～/10(日)
■料 金： 神苑拝観:600円
http://www.e-kyoto.net/kankou/4/8#event192
http://www.jonangu.com/
●中酉(ちゅうゆう)祭
■場 所： 松尾大社
■期 間： 2016年4/9(土) 11時～
http://www.e-kyoto.net/kankou/4/9#event207
http://www.matsunoo.or.jp/saigi/pr8.saigi-28.html
●桜花祭
■場 所： 平野神社
■期 間： 2016年4/10(日) 10時～:神前にて祈願、11時～:花山天皇陵参詣、13時～:区内巡
行
http://www.e-kyoto.net/kankou/4/10#event191
http://www.geocities.jp/daa01397/index.html
●賀茂曲水宴
■場 所： 上賀茂神社
■期 間： 2016年4/10(日) 13時～
■料 金： 1000円(お茶券付/先着500名)
http://www.e-kyoto.net/kankou/4/10#event198
●太閤花見行列
■場 所： 醍醐寺
■期 間： 2016年4/10(日)
http://www.e-kyoto.net/kankou/4/10#event193
●花供養(花会式)
■場 所： 鞍馬寺
■期 間： 2016年4/3(日)～/17(日) (予定)
■料 金： 愛山費:300円
http://www.e-kyoto.net/kankou/4/11#event187
●北野をどり
■場 所： 上七軒歌舞練場
■期 間： 3/25～4/7(※毎年同じ日程です) 13時半～、16時～
■料 金： 入場料:4,300円、4,800円(お茶券付き)
http://www.e-kyoto.net/kankou/4/5#event185
------------------------------------------------------------------------展覧・展示会
●百人一首 歌仙絵の世界
■場 所： 右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町11 時雨殿
■期 間： 3/29～6/19 10時～17時
■料 金： 500円
●春画展
■場 所： 細見美術館
■期 間： 2016/2/6(土)～4/10（日) 10:00～18:00
■料 金： 1,500円
http://www.digistyle-kyoto.com/event/tenrankai/hosomi_shunga.html
●平成28年春季特別展 書を愛でる・茶の湯の掛物
■場 所： 野村美術館
■期 間： 前期2016/3/5（土）～4/17（日）10:00～16:30
後期2016/4/19（火）～6/5（日）10:00～16:30
■料 金： 700円
http://www.digistyle-kyoto.com/event/tenrankai/nomura_201603.html
●モネ展 『印象、日の出』から『睡蓮』まで
■場 所： 京都市美術館
■期 間： 2016/3/1(火)～5/8(日) 9:00～17:00（入館は16:30まで）
■料 金： 1,600円
http://www.digistyle-kyoto.com/event/tenrankai/shibi_monet.html
-----------------------------------------------------------------------特別公開
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●安楽寺
■場 所： 安楽寺
■期 間： 4月上旬の土日 9:30～16:30
■料 金： 500円
http://anrakuji-kyoto.com/infomation
●駒井家住宅
■場 所： 京都市左京区北白川
■期 間： ４月１日（金）～９日（土）10時～16時（受付は15時まで）※予約不要
■料 金： 500円
http://www.national-trust.or.jp/properties/komaike/k.html
------------------------------------------------------------------------行ってみたいところ
●中高年のための京都 オフ会
■コース ： 円山公園－岡崎－平安神宮－哲学の道－バス移動－京都御苑
■集合場所 ： 八坂神社西門（東山通四条）入ったところ。
■集合時間 ： １０：００
■費用
： 平安神宮庭園入場料６００円
食事代 各自の分
市バス移動２４０円
●岡崎さくらわかば回廊十石舟めぐり
■場 所： 南禅寺舟溜まり(琵琶湖疏水記念館前)～夷川ダム(往復約3km)
■期 間： 3/26(土)～ 9時半～16時半(15分毎に出発)
乗船時間:約25分 ※桜の開花時期は20時30分発まで延長
■料 金： 大人:1,000円
http://kyoto-tabi.or.jp/
●上品蓮台寺（じょうぼんれんだいじ）
■場 所： 京都市北区紫野十二坊町33-1
https://kyoto-design.jp/spot/3003
http://kyoto-k.sakura.ne.jp/sakura1082.html
●吉野の桜
http://www.yoshinoyama-sakura.jp/sakura.php
●奈良 山の辺の道
http://kanko-tenri.jp/hiking_course/yamanobe_minami.html
●浄瑠璃寺の春
http://www.tokyo-kurenaidan.com/hori-nara4.htm
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丙申 卯月 一
第215段 平安京創生館、法輪寺
第214段 小オフ会：西陣～天満宮～妙心寺～車折神社
第213段 平岡八幡宮、栗拾いの道、嵯峨天皇陵
第212段 灌頂院、羅城門・西寺跡、龍谷ミュージアム
第211段 天満宮、芳春院、真如寺、撮影所前駅
第210段（二）幸神社、府立植物園
第210段（一）下鴨神社「流しびな」
第209段 城南宮 神苑
丙申 弥生 一
第208段 京博：猿づくし・刀剣を楽しむ
第207段 南禅寺：天授庵、島津資料館、がんこ二条苑
第206段 大的全国大会、東福寺：三門・即宗院
第205段 下鴨神社、相国寺：長得院・養源院
第204段 離宮八幡宮、suntory山崎蒸溜所、大山崎街歴史資料館
第203段 妙心寺：玉鳳院・霊雲院・天球院
第202段（二）泉涌寺：七福神巡り、塩小路カフェ
第202段（一）新熊野神社：左義長神事
第201段 安井金毘羅、霊山歴史館、雅風展
第200段（二）六道珍皇寺、祇園えべっさん
第200段（一）映画村前、十日ゑびす駕籠社参
第199段 映画村前、猿田彦神社、初寅大祭
第198段 上賀茂神社、どんどん、北野天満宮
丙申（ひのえさる、へいしん）年： 謹賀新年
第197段 宇治、オフ会：興聖寺
第196段 トロッコ列車・保津峡下り、伏見稲荷、半兵衛麩、よしみ
第195段 石上神宮、山の辺の道、黒塚古墳
第194段 石峰寺、宝塔寺、瑞光寺、法金剛院
第193段（二）豊国廟、智積院
第193段（一）大谷本廟、清水寺、清閑寺
第192段 オフ会：南禅寺、永観堂、黒谷
第191段 酢屋、土佐神社、霊源院、大統院
第190段 三宅八幡、三明院、蓮華寺、祟道神社
第189段 東福寺、勝林寺、窯元もみじ祭
第188段 宝厳院、護法堂弁天、直指庵、等持院
乙未 霜月 一
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第187段 大蓮寺、細見美術館、妙心寺拝観
第186段（二）山の辺の道、纏向古墳群
第186段（一）山の辺の道
第185段 醍醐寺：上醍醐、霊宝館
第184段 千本釈迦堂、御会式桜、妙顕寺
第183段 地蔵院、鈴虫寺、妙心寺
第182段 平安京創生館、膳處漢、南禅寺、円徳院
第181段 嵐山、時代祭、堀野記念館
第180段 弘法市、京博：琳派展
第179段 都野菜、禅居庵大祭、建仁寺、鞍馬寺
乙未 神無月 一
第178段 宝厳院本堂・書院、大覚寺秩父宮御殿
第177段 霊山歴史館、霊山護国神社、梅小路公園
第176段 櫛まつり、広隆寺、妙心寺
第175段 赤山禅院、ラーメン街道、大覚寺観月会
第174段 生谷家住宅、妙蓮寺、資料館、西陣織会館
第173段 南禅寺大寧軒、無隣庵
第172段 承天閣美術館若冲・琳派展、晴明神社例祭
第171段 奈良国立博物館「白鳳」展、東大寺
第170段 常林寺、梨木神社萩祭、大覚寺、北嵯峨
乙未 長月 一
第169段（二）帰鉾見学、還幸祭、宮川町ビアＧ
第169段（一）オフ会：祇園祭（後祭）山鉾巡行
第168段 旧明倫小学校、役行者山：護摩炊き、屏風祭
第167段 京都国立近代美術館：魯山人の美展
第166段 山鉾見学、ノービリタス
第165段（二）鉾建見学、南観音山：お曳き初め
第165段（一）伏見稲荷本宮祭：大祭
第164段（二）帰鉾ツアー、錦市場、神幸祭、よしみ
第164段（一）祇園祭（前祭）山鉾巡行
第163段 法金剛院、おかる、南座、よしみ
第162段 修学院離宮、進々堂、手作市、金閣寺
第161段 鉾建・山鉾見学、船鉾拝観、屏風祭
乙未 文月 一
第160段 仙洞御所、染井、蘆山寺、寺町通
第159段 法金剛院、京都文化博物館：大関ヶ原展
第158段（二） 京大Camphora、知恩寺：手作市
第158段（一） 智積院：青葉まつり
第157段 藤森神社、伏見稲荷、Nobilitas
第156段 修学院離宮、詩仙堂
第155段 神護寺、西明寺、高山寺、妖怪str.
第154段 梅宮大社神苑、妙心寺退蔵院
第153段 平安神宮神苑、知恩院
乙未 水無月 一
第152段 永観堂、京都御苑
第151段 寺町通、キンシ正宗堀野記念館、天授庵
第150段 上御霊神社の御霊祭
第149段 京都文化博物館、御金神社、三船祭
第148段 琳派400年記念講座/ろじうさぎ
乙未年 賀茂祭（葵祭）写真集
第147段 葵祭/府立医大前、上賀茂・大田神社
第146段 等持院、天満宮お土居、新門前通
第145段 市比売神社、建仁寺、歌舞伎鑑賞教室
第144段 得浄明院、南座、御蔭祭ツアー
乙未 皐月 一
第143段 京都市考古資料館、白峯神宮
第142段 仁和寺、平野神社、雨宝院、堀川東側
第141段 仁和寺御室桜、国立京都博物館
第140段 善峰寺、大原野神社、正法寺
第139段 寂庵、二条城、退蔵院
第138段 法然院、哲学の道、平安神宮神苑
第137段 原谷苑、たわらや、半木の道、植物園
第136段 中高年の為の京都 OFF会（２）
第136段 中高年の為の京都 OFF会（１）
第135段 醍醐寺、蹴上、順正、南禅寺、寺町通
第134段 法金剛院、天龍寺、嵐山、京都駅、東寺
第133段 植藤造園、丸山公園、二条城
第132段 本満寺、御苑、渉成園、五条鴨川、東寺
乙未 卯月 一
第131段 梅宮大社、竜安寺：蔵六庵/群仙図
第130段 霊山歴史館、吉村晋弥：桜講座
第129段 京都文化博物館、旧閑院宮邸、御苑梅林
第128段（二） 光明寺、西山の竹林
第128段（一） 長岡天満宮/梅林、乙訓寺
第127段 良恩寺茶道講習、マンガ美術館
第126段 城南宮/神苑
第125段 琵琶湖疏水、頂妙寺
第124段 原谷苑、北野天満宮/梅苑
第123段 三十三間堂/春桃会、京都御苑/梅林
乙未 弥生 二 江の島古道（デジカメ・テスト）
乙未 弥生 一
第122段 静養
第121段 妙心寺・仁和寺特別公開、双ヶ丘
第120段 伏見稲荷大社、東福寺龍吟庵
第119段 北白川天神宮、十日えびす、智積院
第118段 京都老舗の文化史展、えびす社ツアー
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第117段 祇園えべっさん、十日えびす、寒中托鉢
第116段 新京極、新洞学区寺院、京焼歴代展
第115段 福王子神社、インクライン、金地院
第114段 北野天満宮、北野商店街
乙未年（２０１５）： 謹賀新年
第113段 了徳寺、相国寺、三条会商店街
第112段 興臨院、今宮神社、下鴨神社、綾綺殿
第111段 北野天満宮、千本釈迦堂、西陣、妖怪st
第111段 霊鑑寺、黒谷、円徳院、高台寺
第110段 永観堂、智積院、東福寺
第109段 中高年のための京都：オフ会
第108段 金閣寺、真如寺、等持院、指月、仁和寺
第107段 広隆寺、覚勝院、北嵯峨散歩
第106段 宝筐院、宝厳院、退蔵院
第105段 実相院、曼殊院、圓光寺
第104段 黒谷、哲学の道、永観堂
甲午 霜月 一
第103段 知恩寺古本市、西本願寺
第102段 （二） 西陣織元ツアー
第102段 （一） 保津峡、奥嵯峨
第101段 奈良博・正倉院展
第百段 青龍殿大舞台、青蓮院
第九十九段 伏見稲荷大社・抜穂祭
第九十八段 京都大骨董市、鳥羽
第九十七段 大悲閣、大覚寺特別公開
甲午年 時代祭 写真集
第九十六段 時代祭
第九十五段 銀閣寺、法界寺、方丈石
甲午 神無月 一
第九十四段 ずいき祭、妖怪ストリート
第九十三段 大徳寺本坊、孤篷庵、夷川通
第九十二段 蛇塚、北嵯峨、大覚寺庭
第九十一段 正伝寺、西本願寺、新阪急Ｈ
第九十段 峰玉亭、紅葉谷、太閤山荘
第八十九段 男山八幡、平熱祇園祭
第八十八段 静養
第八十七段 京博、豊国神社、方広寺
第八十六段 島原、四天王寺
第八十五段 錦市場、櫛まつり
甲午 長月 一
第八十四段 醍醐寺展（奈良国立博物館）
第八十三段 静養
第八十二段 両足院、高台寺、円徳院
第八十一段 島原 角屋・輪違屋、蒸気機関車館
第八十段 静養
第七十九段 下鴨神社、鞍馬寺、五山送り火
甲午 葉月 一
甲午年 祇園祭（後祭）山鉾巡行写真集
第七十八段 祇園祭（後祭）山鉾巡行
第七十七段 三年坂美術館、山鉾ツアー
第七十六段 大船鉾拝観、屏風祭、相国寺方丈
第七十五段 山鉾見学（鯉山他）、弘法市
第七十四段 山鉾見学、屏風祭、大船鉾曳初
第七十三段 後祭山鉾組立、スタンド、祇園閣
第七十二段 大船鉾組立開始、前祭山鉾解体
甲午年 祇園祭（前祭）山鉾巡行写真集
第七十一段 祇園祭（前祭）山鉾巡行
第七十段 山鉾見学、京都駅前イオン
第六十九段 紫織庵、山鉾見学、山鉾ツアー
第六十八段 山鉾見学、長刀鉾拝観、長江家
甲午 文月 一
第六十七段 一言寺、勧修寺、随心院
第六十六段 三室戸寺「あじさい祭」、萬福寺
第六十五段 大原三千院「あじさい祭」、宝泉院
第六十四段 静養
第六十三段 延暦寺、雲母坂徒歩下山
第六十二段 旧谷崎邸、永観堂、哲学道、法然院
第六十一段 地蔵院、鈴虫寺
第六十一段 鹿王院、北嵯峨新コース調査
第六十段 高雄 神護寺、西明寺、高山寺
第五十九段 平安神宮、伏見稲荷大社「田植祭」
第五十八段 金沢文庫博:徒然草と兼好法師展
甲午 水無月 二 京都名所新緑ランキング
甲午 水無月 一
甲午年 賀茂祭（葵祭）写真集
第五十七段 葵祭見物、京都アスニー
第五十六段 仁和寺霊宝館、妖怪st、京都アスニー
第五十五段 北嵯峨散歩コース、清涼寺、森嘉
第五十四段 蓮華寺、崇道神社、御蔭神社御蔭祭
第五十三段 松尾大社・還幸祭（おかえり）
第五十二段 六波羅蜜寺、安井金毘羅宮：大祭
第五十一段 宇治 平等院、源氏物語ミュージアム
第五十段 S酒造、黄梅院、京大、山蔭祭、黒谷
第四十九段 大阪 ジャンジャン横丁、大阪城
第四十八段 知恩院大方丈・方丈庭園、妙蓮寺
第四十七段 下鴨歩射神事、今宮神社神幸祭
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第四十六段 川崎発：高速バス
甲午 皐月 一
第四十五段 広隆寺、御所、毘沙門堂、二条城
第四十四段 平安宮、安井、禅居庵、上賀茂、他
第四十三段 仁和・龍安寺、天龍寺、嵐山
第四十二段 三宝寺、植物園、半木、上賀茂、他
第四十一段 二条城、東寺、西院ニトリ
第四十段 平野神社、相国寺、京都御所
第三十九段 平安神宮、円山、清水寺、祇園白川
第三十八段 三宝寺、嵐山中之島、亀山、清凉寺
第三十七段 醍醐寺：三宝院
第三十六段 仁和寺、龍安寺、嵐電桜、佐野農園
第三十五段 川崎発：高速バス
甲午 弥生・卯月 一
第三十四段 真如堂、妙心寺：聖澤院
第三十三段 北嵯峨、清凉寺、鹿王院、車折神社
第三十二段 下鴨流雛、市比賣、渉成園、龍泉罨
第三十一段 伏見見物
第三十段 宝鏡寺、下鴨神社、阿弥陀寺
第二十九段 二条城梅苑、神泉、御金、キルフェ
第二十八段 宮川町、建仁寺：開山堂
第二十七段 清凉寺軒端梅、梅宮大社、松尾大社
第二十六段 天神市、妖怪st、中立売通、如水町
第二十五段 川崎発：高速バス
甲午 如月（きさらぎ）二
第二十四段 妙心寺大法院、二条東宝：永遠の０
第二十三段 伏見稲荷：初午大祭、東寺
第二十二段 下鴨・平安・八坂節分祭、壬生狂言
第二十一段 川崎発：高速バス
甲午 如月（きさらぎ）一
第二十段 修学院、赤山禅院、東林院：小豆粥会
第十九段 桂離宮、嵐山
第十八段 新熊野社：左義長、泉涌寺：七福神巡
第十七段 大徳寺聚光院・興臨院、33間堂弓術会
第十六段 小川通、妙顕寺、茶道資料館界隈
第十五段 知恩院山門、安井金比羅宮：金比羅祭
第十四段 広隆寺、十日戎、八坂神社：戎っさん
第十三段 京都市美術館：京の美展展
第十二段 春日社：若菜祭、国近：皇室名品展
第十一段 天満宮初詣、上七軒、妖怪st、八神社
甲午年（２０１４）： 謹賀新年
第十段 西院ニトリ、北嵯峨散歩コース
第九段 広沢池～北嵯峨散策～直指庵
第八段 了徳寺：大根炊～仁和寺～広沢池：鯉揚
第七段 妙心寺、下鴨、金閣寺、総見院、高桐院
第六段 大映通り商店街、双ヶ丘界隈、蚕の社
第五段 下鴨神社、上御霊神社、府立植物園
第四段 嵐山公園、大河内山荘、宝筐院、森嘉
第三段 妙心寺：退蔵院、仁和寺、嵐山、清涼寺
第二段 北野天満宮、知恩院～清水寺：成就院
第一段 不動産屋、帷子辻：ダイソー、近辺散策

以 上
-------------------------------------------------------------------------

コメント

Gu! chon Kuri
まれびと マ～サン

イイネ！（11）

友木

のつのつ

ひろえんぴつ

いちこ

Ｊａｎｅ

☆マカロン☆

コメント
みゃお 2016年03月21日 21:51
わぁ
私も見に行けそうな行事があった
４月３日の午後から行ってみます
オフ会で会えるのを楽しみにしていますよ
コメント

おけっと 2016年03月21日 22:13
奈良の桜もご覧になるんですね
コメント

まれびと 2016年03月22日 07:37
おはよーございます＼(^^)／
桜リポート、楽しみにしています
コメント

Ｊａｎｅ 2016年03月22日 12:19
昨日、平野神社の前を通ったんですけど…まだ、少し早ぃですょねぇー♪(´ε｀ )
コメント

ひろえんぴつ 2016年03月22日 14:54
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はや３年目となるのですね。
京都の分譲物件を探しておられた頃が懐かしいです。
行事を拝見しましたが、ほとんど週末の土日に開催されるんようですね^_^;
そういう時は、混雑が予想されるので、平日に行こうと思います←負け惜しみ
今回の滞在期間中も、お会いできるといいですね！
コメント

テイスティ高橋 2016年03月22日 17:11
> みゃおさん 考えてみたら、過去２年間この時期、アチコチの桜を観るのにいそがしくて、
行事はあまり観に行ってなかったでした
（けっこうあるのに）・・・
ご都合が合えば、ご一緒しましょう！
テイスティ高橋 2016年03月22日 17:11
> おけっとさん 特に「吉野の桜」には関心が高く、一度は観たくナントカ行ければイイナあ
～と思っています。京都から日帰り
もできるし・・・
テイスティ高橋 2016年03月22日 17:11
> まれびとさん 京都の桜も３年目で新鮮味は落ちましたが、シーズンになるとやはり観た
くなりますね。難しいですが「新しい見どころ」を探したいと思ってます！
テイスティ高橋 2016年03月22日 17:12
> Ｊａｎｅさん らしいですね

・・・

平野神社は早咲きから遅咲きまで各種揃っていますから、咲き出したら続けてでしょうね。
テイスティ高橋 2016年03月22日 17:13
> ひろえんぴつさん ３回目の「京の桜」になるワケですが、京都には多種多様なサクラが
あって飽きることはないですね。関東のサクラは、ほぼ大体「染井吉野」ですから、壮観で
も単調なんですよね。
祭・行事は、やはり人を集めたいので、なるたけ休日に設定するみたいですよね。でも日
にちで決まっている祭・行事も少なくないですよね。
来月平日に上洛されるのですか？ ご予定が合えばご一緒しましょう！
のつのつ 2016年03月22日 18:47
私も京都の
３年目です
高橋さんもっと前から見に来られてたと思ってましたf^_^;
京都に住むまでは、こんなにあちらこちらに桜が咲いてるとは知らなかったんです
2日の日にご一緒しますが、またタイミングが合えばご一緒したいですね！
よろしくお願いします(*^^*)
コメント

テイスティ高橋 2016年03月22日 19:24
> のつのつさん 京都には、若い頃から何度も訪れていましたが、サクラの季節に在京す
るようになったのは、３年前、一昨年からです。
気が付いたのですが、一昨年、昨年と、関東からいろいろな人達が入れ替わり立ち代わり
京都の桜を観に来ていたのでした。
しかし、今年はダレも来る予定がありません。一人でジックリ花見を楽しめるとも言えます
が、やや寂しい気持ちもありますね
。
ご都合が合えば、ご一緒してください。
よっし～ 2016年03月22日 23:25
今回は桜＋○○って感じで、どこに行っても桜が歓迎してくれるでしょうね。
例年欠かさずに行っている上賀茂神社は１０日を避けて行く事にします
やっと来た京都の春を満喫して下さい。
コメント

テイスティ高橋 2016年03月23日 19:00
> よっし～さん 昨年の紅葉は、あまり発色が良くなかったでした。植物は、気候に左右さ
れますから、思うようにはいかないですが、今年の桜は、まずまずキレイにたくさん咲きそ
うですね
去年も京都のサクラは、ずいぶんアチコチ観に行きましたが、１年経つと、フシギにまた観
てみたくなりますね
オフ会よろしく！
よっし～ 2016年03月24日 23:31
御存じかもしれませんが、
国立京都国際会館創立50周年記念「桜・さくらスペシャルデイズ2016」
～春の庭園特別開放ライトアップ～
なんていうイベントがあります。
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詳しくは
http://www.icckyoto.or.jp/index.html
をご覧ください。
コメント

テイスティ高橋 2016年03月25日 16:42
> よっし～さん この企画は、知りませんでした！
庭園愛好家の私としては、ナカナカ興味深いですね。国際会館も時々テレビで見るし・・・
良い情報をありがとうございました！
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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