
 

<< テイスティ高橋の日記一覧へ 前の日記  |  次の日記

今月、水無月は、葵祭の五月と祇園祭の七月に挟まれて、しかも梅雨時でもあり、やや目立た

ない月ではありますが・・・  

 

それなりに楽しめる行事・植物など、いろいろあります。  

 

特に最近は「中高年のための京都」の皆様方と行楽する機会も増え、１４日の「将軍塚・青龍殿

登山」もオモシロそうです。  

 

「岡崎」の大鳥居から見た「青龍殿」  

 

この「知恩院：大鐘楼」の向こうに見える石段から登る  
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途中の山道  

 

これが山頂の「将軍塚」  

 

これが山頂の青龍殿。写真左に入口がある  

 

青龍殿内部の国宝「青不動」。撮影禁止につき「黄マスク」（日本三大不動の一つで名品）  

 

 

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



 

青龍殿付属の広大な「大舞台」！　清水寺大舞台の何倍とか！ 写真右端に青龍殿の庇が写っ

ています  

 

実際の眺望は、自分の眼で見てください！  

 

しかし、その前週に東北・北海道旅行もあり、体調には十分注意したいと思います。  

 

１３日昼、入京します。  

 

今回の主な見学候補地は下記のとおりです。  

 

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

行事  

 

●八坂神社・例祭  

　■場 所： 八坂神社  

　■期 間： 2016年6月15日（水）１０時より  

　http:// www.e-k yoto.ne t/kanko u/6/15# event31 5  

 

●弘法大師御誕生会  

　■場 所： 東寺  

　■期 間： 2016年6月15日（水）１０時より  

　http:// www.e-k yoto.ne t/kanko u/6/15# event31 6  

 

●山門懺法会  

　■場 所： 妙心寺山門  

　■期 間： 2016年6月18日（土）９～１０時  

　■料 金： 300円  

　http:// www.myo shinji. or.jp/g uide/sa nmon.ht ml  

　http:// milky.g eocitie s.jp/ky otonosa to/gyoj i06/06s anmon08 .html  

 

●和泉式部忌法要  

　■場 所： 誓願寺  

　■期 間： 2016年6月18日（土）１３時半より  

　■料 金： 入場自由  

　http:// www.fuk akusa.o r.jp/p0 05_deta il.html ?search =%E5%92 %8C%E6% B3%89%E 5%BC%8F %E

9%83% A8%E5%B F%8C%E6  

%B3%95%E8%A6%81%E3%80%80+%E5%A5%89%E7%B4%8D%E8%AC%A1%E6%9B%B2%E3%80%8E%E

8%AA%93%E9%A1%98%E5%AF%BA%E3  

%80%8F%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85  

　http:// www.fuk akusa.o r.jp/p0 15.html  

 

●声明と三弦を聞く会  

　■場 所： 十輪寺  

　■期 間： 2016年6月19日（日）１３時半より  

　■料 金： 1000円  

　http:// www.e-k yoto.ne t/kanko u/6/19# event33 0  

 

●竹伐り会式  



　■場 所： 鞍馬寺  

　■期 間： 2016年6月20日（月）１４時より  

　■料 金： 300円  

　http:// www.e-k yoto.ne t/kanko u/6/20# event32 4  

 

●茅の輪くぐり  

　■場 所： 野宮神社  

　■期 間： 2016年6月20日（月）より  

　http:// www.e-k yoto.ne t/kanko u/6/21# event32 8  

 

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

展覧・展示会  

 

●徳川将軍家と京都の寺社─知恩院を中心に─  

　■場 所： 京都国立博物館　平成知新館  

　■期 間： 2016（平成28）年6月14日～7月18日  

　■料 金： 520円  

　http:// www.kyo haku.go .jp/jp/ project /2016_t okugawa .html  

 

●幕末維新の群像  

　■場 所： 霊山歴史館  

　■期 間： ２０１６年５月１１日（水）～７月１０日（日）  

　　　　　　午前１０時～午後５時３０分　（入館は閉館３０分前まで）  

　■料 金： 700円  

　http:// www.ryo zen-mus eum.or. jp/docs /TEN-20 16-isin gunzo.h tml  

 

●日本画 初めの一歩　―教科書にみる明治美術教育―  

　■場 所： 京都市学校歴史博物館  

　■期 間： 平成28年４月２３日（土）～平成28年６月２８日（火）  

　　　　　　前期：4/23～5/24,後期：5/26～6/28　休館日毎週水曜日  

　　　　　　午前９時～午後５時  

　■料 金： 200円  

　http:// kyo-gak urehaku .jp/exh ibition /H28/28 0423/in dex.htm l  

 

●『与謝蕪村生誕３００年記念　蕪村と島原俳壇展』  

　■場 所： 角屋もてなしの文化美術館  

　■期 間： 前期　3月15日（火）～　7月18日（月）休館日 月曜日  

　　　　　　午前１０時～午後４時  

　■料 金： 1,000円  

　http:// sumiyah o.sakur a.ne.jp /page/a rt_muse um.html #detail  

 

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

特別公開  

 

●床みどりと寺宝展「返ってきた名品」  

　■場 所： 実相院  

　■期 間： ２０１６年５月１日（日）～７月３日（日）  

　■料 金： 500円  

　http:// www.jis soin.co m/info/  

　  

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

行ってみたいところ  

 

●奈良 山の辺の道  

　http:// kanko-t enri.jp /hiking _course /yamano be_mina mi.html  

 

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

京ごよみ２０１６年６月号  

 

▲ＰＤＦ版：http:// www.kyo kanko.o r.jp/ky ogoyomi /wp-con tent/up loads/2 016/04/ goyomi2 0

16_06. pdf  

 

▲サイト版：http:// www.kyo kanko.o r.jp/ky ogoyomi /06june /event- 06june  

 

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

 

●京日記 目次  

　※ この日記は、マイミクさんのみ閲覧可能です。  

 

2016.05.23 第235段　電電宮、京都鉄道博物館  

2016.05.22 第234段　市歴史資料館、平安神宮神苑、府図書館  

2016.05.22 第234段　下御霊神社：神幸列巡幸  

2016.05.20 第233段　白龍園、京博：禅展  

2016.05.19 第232段　タイガー餃子、木屋町通～仁王門通  

2016.05.18 第231段　大徳寺：玉林院、法堂・唐門、黄梅院、市図書館  

2016.05.16 第230段　石峰寺、宝塔寺、東福寺、francois、塩小路カフェ  

2016.05.15 第229段　嵯峨祭：神幸祭、葵祭：下鴨神社  

2016.05.14 第228段　妙心寺大雄院、三条商店街地ビール祭  

2016.05.08 丙申 皐月 一  

2016.04.11 第227段　退蔵院、仁和寺御室桜、双ヶ丘  

2016.04.09 第226段　まいまい京都：大原三千院と周辺  

2016.04.08 第225段　坂本：公人屋敷、日吉大社  

2016.04.06 第224段　府庁旧本館、府植物園、半木道、醍醐寺  

2016.04.05 第223段　上品蓮台寺～平野神社～平安郷～大覚寺  

2016.04.04 第222段　東寺、まいまい京都：蟹満寺  

2016.04.03 第221段　待賢門院桜、仁和寺  

2016.04.02 第220段　中高年のための京都：オフ会  

2016.03.31 第219段（二）紫野御土居、千本えんま堂  

2016.03.31 第219段（一）平野神社、上品蓮台寺、お亀桜、立本寺  

2016.03.30 第218段　植藤造園、山越通、三宝寺  



2016.03.29 第217段　醍醐寺、蹴上、南禅寺、祇園白川、有栖川邸、京都御苑  

2016.03.28 第216段　五条～七条河原桜、本満寺桜、近衛桜  

2016.03.21 丙申 卯月 一  

2016.03.10 第215段　平安京創生館、法輪寺  

2016.03.08 第214段　小オフ会：西陣～天満宮～妙心寺～車折神社  

2016.03.07 第213段　平岡八幡宮、栗拾いの道、嵯峨天皇陵  

2016.03.05 第212段　灌頂院、羅城門・西寺跡、龍谷ミュージアム  

2016.03.04 第211段　天満宮、芳春院、真如寺、撮影所前駅  

2016.03.03 第210段（二）幸神社、府立植物園  

2016.03.03 第210段（一）下鴨神社「流しびな」  

2016.03.02 第209段　城南宮 神苑  

2016.02.22 丙申 弥生 一  

2016.01.19 第208段　京博：猿づくし・刀剣を楽しむ  

2016.01.18 第207段　南禅寺：天授庵、島津資料館、がんこ二条苑  

2016.01.16 第206段　大的全国大会、東福寺：三門・即宗院  

2016.01.15 第205段　下鴨神社、相国寺：長得院・養源院  

2016.01.14 第204段　離宮八幡宮、suntory山崎蒸溜所、大山崎街歴史資料館  

2016.01.13 第203段　妙心寺：玉鳳院・霊雲院・天球院  

2016.01.11 第202段（二）泉涌寺：七福神巡り、塩小路カフェ  

2016.01.11 第202段（一）新熊野神社：左義長神事  

2016.01.10 第201段　安井金毘羅、霊山歴史館、雅風展  

2016.01.09 第200段（二）六道珍皇寺、祇園えべっさん  

2016.01.09 第200段（一）映画村前、十日ゑびす駕籠社参  

2016.01.08 第199段　映画村前、猿田彦神社、初寅大祭  

2016.01.07 第198段　上賀茂神社、どんどん、北野天満宮  

2016.01.01 丙申（ひのえさる、へいしん）年：　謹賀新年  

2015.12.05 第197段　宇治、オフ会：興聖寺  

2015.12.04 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  

2015.12.02 第195段　石上神宮、山の辺の道、黒塚古墳  

2015.12.01 第194段　石峰寺、宝塔寺、瑞光寺、法金剛院  

2015.11.30 第193段（二）豊国廟、智積院  

2015.11.30 第193段（一）大谷本廟、清水寺、清閑寺  

2015.11.28 第192段　オフ会：南禅寺、永観堂、黒谷  

2015.11.27 第191段　酢屋、土佐神社、霊源院、大統院  

2015.11.26 第190段　三宅八幡、三明院、蓮華寺、祟道神社  

2015.11.25 第189段　東福寺、勝林寺、窯元もみじ祭  

2015.11.24 第188段　宝厳院、護法堂弁天、直指庵、等持院  

2015.11.10 乙未 霜月 一  

2015.10.29 第187段　大蓮寺、細見美術館、妙心寺拝観  

2015.10.28 第186段（二）山の辺の道、纏向古墳群  

2015.10.28 第186段（一）山の辺の道  

2015.10.27 第185段　醍醐寺：上醍醐、霊宝館  

2015.10.26 第184段　千本釈迦堂、御会式桜、妙顕寺  

2015.10.24 第183段　地蔵院、鈴虫寺、妙心寺  

2015.10.23 第182段　平安京創生館、膳處漢、南禅寺、円徳院  

2015.10.22 第181段　嵐山、時代祭、堀野記念館  

2015.10.21 第180段　弘法市、京博：琳派展  

2015.10.20 第179段　都野菜、禅居庵大祭、建仁寺、鞍馬寺  

2015.10.14 乙未 神無月 一  

2015.09.30 第178段　宝厳院本堂・書院、大覚寺秩父宮御殿  

2015.09.29 第177段　霊山歴史館、霊山護国神社、梅小路公園  

2015.09.28 第176段　櫛まつり、広隆寺、妙心寺  

2015.09.27 第175段　赤山禅院、ラーメン街道、大覚寺観月会  

2015.09.26 第174段　生谷家住宅、妙蓮寺、資料館、西陣織会館  

2015.09.24 第173段　南禅寺大寧軒、無隣庵  

2015.09.23 第172段　承天閣美術館若冲・琳派展、晴明神社例祭  

2015.09.22 第171段　奈良国立博物館「白鳳」展、東大寺  

2015.09.21 第170段　常林寺、梨木神社萩祭、大覚寺、北嵯峨  

2015.09.10 乙未 長月 一  

2015.07.24 第169段（二）帰鉾見学、還幸祭、宮川町ビアＧ  

2015.07.24 第169段（一）オフ会：祇園祭（後祭）山鉾巡行  

2015.07.23 第168段　旧明倫小学校、役行者山：護摩炊き、屏風祭  

2015.07.22 第167段　京都国立近代美術館：魯山人の美展  

2015.07.21 第166段　山鉾見学、ノービリタス  

2015.07.20 第165段（二）鉾建見学、南観音山：お曳き初め  

2015.07.20 第165段（一）伏見稲荷本宮祭：大祭  

2015.07.17 第164段（二）帰鉾ツアー、錦市場、神幸祭、よしみ  

2015.07.17 第164段（一）祇園祭（前祭）山鉾巡行  

2015.07.16 第163段　法金剛院、おかる、南座、よしみ  

2015.07.15 第162段　修学院離宮、進々堂、手作市、金閣寺  

2015.07.14 第161段　鉾建・山鉾見学、船鉾拝観、屏風祭  

2015.07.01 乙未 文月 一  

2015.06.17 第160段　仙洞御所、染井、蘆山寺、寺町通  

2015.06.16 第159段　法金剛院、京都文化博物館：大関ヶ原展  

2015.06.15 第158段（二）　京大Camphora、知恩寺：手作市  

2015.06.15 第158段（一）　智積院：青葉まつり  

2015.06.13 第157段　藤森神社、伏見稲荷、Nobilitas  

2015.06.12 第156段　修学院離宮、詩仙堂  

2015.06.11 第155段　神護寺、西明寺、高山寺、妖怪str.  

2015.06.10 第154段　梅宮大社神苑、妙心寺退蔵院  

2015.06.09 第153段　平安神宮神苑、知恩院  

2015.06.01 乙未 水無月 一  

2015.05.21 第152段　永観堂、京都御苑  

2015.05.20 第151段　寺町通、キンシ正宗堀野記念館、天授庵  

2015.05.18 第150段　上御霊神社の御霊祭  

2015.05.17 第149段　京都文化博物館、御金神社、三船祭  

2015.05.16 第148段　琳派400年記念講座/ろじうさぎ  

2015.05.15 乙未年　 賀茂祭（葵祭）写真集  

2015.05.15 第147段　葵祭/府立医大前、上賀茂・大田神社  

2015.05.14 第146段　等持院、天満宮お土居、新門前通  



2015.05.13 第145段　市比売神社、建仁寺、歌舞伎鑑賞教室  

2015.05.12 第144段　得浄明院、南座、御蔭祭ツアー  

2015.05.05 乙未 皐月 一  

2015.04.14 第143段　京都市考古資料館、白峯神宮  

2015.04.12 第142段　仁和寺、平野神社、雨宝院、堀川東側  

2015.04.10 第141段　仁和寺御室桜、国立京都博物館  

2015.04.09 第140段　善峰寺、大原野神社、正法寺  

2015.04.08 第139段　寂庵、二条城、退蔵院  

2015.04.07 第138段　法然院、哲学の道、平安神宮神苑  

2015.04.06 第137段　原谷苑、たわらや、半木の道、植物園  

2015.04.04 第136段　中高年の為の京都 OFF会（２）  

2015.04.04 第136段　中高年の為の京都 OFF会（１）  

2015.04.03 第135段　醍醐寺、蹴上、順正、南禅寺、寺町通  

2015.04.02 第134段　法金剛院、天龍寺、嵐山、京都駅、東寺  

2015.04.01 第133段　植藤造園、丸山公園、二条城  

2015.03.31 第132段　本満寺、御苑、渉成園、五条鴨川、東寺  

2015.03.24 乙未 卯月 一  

2015.03.12 第131段　梅宮大社、竜安寺：蔵六庵/群仙図  

2015.03.11 第130段　霊山歴史館、吉村晋弥：桜講座  

2015.03.10 第129段　京都文化博物館、旧閑院宮邸、御苑梅林  

2015.03.08 第128段（二） 光明寺、西山の竹林  

2015.03.08 第128段（一） 長岡天満宮/梅林、乙訓寺  

2015.03.07 第127段　良恩寺茶道講習、マンガ美術館  

2015.03.06 第126段　城南宮/神苑  

2015.03.05 第125段　琵琶湖疏水、頂妙寺  

2015.03.04 第124段　原谷苑、北野天満宮/梅苑  

2015.03.03 第123段　三十三間堂/春桃会、京都御苑/梅林  

2015.02.21 乙未 弥生 二　江の島古道（デジカメ・テスト）  

2015.02.14 乙未 弥生 一  

2015.01.15 第122段　静養  

2015.01.14 第121段　妙心寺・仁和寺特別公開、双ヶ丘  

2015.01.13 第120段　伏見稲荷大社、東福寺龍吟庵  

2015.01.11 第119段　北白川天神宮、十日えびす、智積院  

2015.01.10 第118段　京都老舗の文化史展、えびす社ツアー  

2015.01.09 第117段　祇園えべっさん、十日えびす、寒中托鉢  

2015.01.08 第116段　新京極、新洞学区寺院、京焼歴代展  

2015.01.07 第115段　福王子神社、インクライン、金地院  

2015.01.06 第114段　北野天満宮、北野商店街  

2015.01.01 乙未年（２０１５）：　謹賀新年  

2014.12.09 第113段　了徳寺、相国寺、三条会商店街  

2014.12.08 第112段　興臨院、今宮神社、下鴨神社、綾綺殿  

2014.12.07 第111段　北野天満宮、千本釈迦堂、西陣、妖怪st  

2014.12.02 第111段　霊鑑寺、黒谷、円徳院、高台寺  

2014.11.25 第110段　永観堂、智積院、東福寺  

2014.11.24 第109段　中高年のための京都：オフ会  

2014.11.23 第108段　金閣寺、真如寺、等持院、指月、仁和寺  

2014.11.22 第107段　広隆寺、覚勝院、北嵯峨散歩  

2014.11.21 第106段　宝筐院、宝厳院、退蔵院  

2014.11.20 第105段　実相院、曼殊院、圓光寺  

2014.11.19 第104段　黒谷、哲学の道、永観堂  

2014.11.13 甲午 霜月 一  

2014.10.30 第103段　知恩寺古本市、西本願寺  

2014.10.28 第102段 （二）　西陣織元ツアー  

2014.10.28 第102段 （一）　保津峡、奥嵯峨  

2014.10.27 第101段　奈良博・正倉院展  

2014.10.26 第百段　青龍殿大舞台、青蓮院  

2014.10.25 第九十九段　伏見稲荷大社・抜穂祭  

2014.10.24 第九十八段　京都大骨董市、鳥羽  

2014.10.23 第九十七段　大悲閣、大覚寺特別公開  

2014.10.22 甲午年　時代祭 写真集  

2014.10.22 第九十六段　時代祭  

2014.10.21 第九十五段　銀閣寺、法界寺、方丈石  

2014.10.10 甲午 神無月 一  

2014.10.01 第九十四段　ずいき祭、妖怪ストリート  

2014.09.30 第九十三段　大徳寺本坊、孤篷庵、夷川通  

2014.09.29 第九十二段　蛇塚、北嵯峨、大覚寺庭  

2014.09.28 第九十一段　正伝寺、西本願寺、新阪急Ｈ  

2014.09.27 第九十段　峰玉亭、紅葉谷、太閤山荘  

2014.09.26 第八十九段　男山八幡、平熱祇園祭  

2014.09.25 第八十八段　静養  

2014.09.24 第八十七段　京博、豊国神社、方広寺  

2014.09.23 第八十六段　島原、四天王寺  

2014.09.22 第八十五段　錦市場、櫛まつり  

2014.09.11 甲午 長月 一  

2014.08.21 第八十四段　醍醐寺展（奈良国立博物館）  

2014.08.20 第八十三段　静養  

2014.08.19 第八十二段　両足院、高台寺、円徳院  

2014.08.18 第八十一段　島原 角屋・輪違屋、蒸気機関車館  

2014.08.17 第八十段　静養  

2014.08.16 第七十九段　下鴨神社、鞍馬寺、五山送り火  

2014.08.09 甲午 葉月 一  

2014.07.24 甲午年　祇園祭（後祭）山鉾巡行写真集  

2014.07.24 第七十八段　祇園祭（後祭）山鉾巡行  

2014.07.23 第七十七段　三年坂美術館、山鉾ツアー  

2014.07.22 第七十六段　大船鉾拝観、屏風祭、相国寺方丈  

2014.07.21 第七十五段　山鉾見学（鯉山他）、弘法市  

2014.07.20 第七十四段　山鉾見学、屏風祭、大船鉾曳初  

2014.07.19 第七十三段　後祭山鉾組立、スタンド、祇園閣  

2014.07.18 第七十二段　大船鉾組立開始、前祭山鉾解体  

2014.07.17 甲午年　祇園祭（前祭）山鉾巡行写真集  



2014.07.17 第七十一段　祇園祭（前祭）山鉾巡行  

2014.07.16 第七十段　山鉾見学、京都駅前イオン  

2014.07.15 第六十九段　紫織庵、山鉾見学、山鉾ツアー  

2014.07.14 第六十八段　山鉾見学、長刀鉾拝観、長江家  

2014.07.01 甲午 文月 一  

2014.06.18 第六十七段　一言寺、勧修寺、随心院  

2014.06.17 第六十六段　三室戸寺「あじさい祭」、萬福寺  

2014.06.16 第六十五段　大原三千院「あじさい祭」、宝泉院  

2014.06.15 第六十四段　静養  

2014.06.14 第六十三段　延暦寺、雲母坂徒歩下山  

2014.06.13 第六十二段　旧谷崎邸、永観堂、哲学道、法然院  

2014.06.12 第六十一段　地蔵院、鈴虫寺  

2014.06.12 第六十一段　鹿王院、北嵯峨新コース調査  

2014.06.11 第六十段　高雄 神護寺、西明寺、高山寺  

2014.06.10 第五十九段　平安神宮、伏見稲荷大社「田植祭」  

2014.06.09 第五十八段　金沢文庫博:徒然草と兼好法師展  

2014.06.01 甲午 水無月 二　京都名所新緑ランキング  

2014.05.27 甲午 水無月 一  

2014.05.15 甲午年　賀茂祭（葵祭）写真集  

2014.05.15 第五十七段　葵祭見物、京都アスニー  

2014.05.14 第五十六段　仁和寺霊宝館、妖怪st、京都アスニー  

2014.05.13 第五十五段　北嵯峨散歩コース、清涼寺、森嘉  

2014.05.12 第五十四段　蓮華寺、崇道神社、御蔭神社御蔭祭  

2014.05.11 第五十三段　 松尾大社・還幸祭（おかえり）  

2014.05.10 第五十二段　六波羅蜜寺、安井金毘羅宮：大祭  

2014.05.09 第五十一段　宇治 平等院、源氏物語ミュージアム  

2014.05.08 第五十段　S酒造、黄梅院、京大、山蔭祭、黒谷  

2014.05.07 第四十九段　大阪 ジャンジャン横丁、大阪城  

2014.05.06 第四十八段　知恩院大方丈・方丈庭園、妙蓮寺  

2014.05.05 第四十七段　下鴨歩射神事、今宮神社神幸祭  

2014.05.04 第四十六段　川崎発：高速バス  

2014.04.21 甲午 皐月 一  

2014.04.09 第四十五段　広隆寺、御所、毘沙門堂、二条城  

2014.04.08 第四十四段　平安宮、安井、禅居庵、上賀茂、他  

2014.04.07 第四十三段　仁和・龍安寺、天龍寺、嵐山  

2014.04.06 第四十二段　三宝寺、植物園、半木、上賀茂、他  

2014.04.05 第四十一段　二条城、東寺、西院ニトリ  

2014.04.04 第四十段　平野神社、相国寺、京都御所  

2014.04.03 第三十九段　平安神宮、円山、清水寺、祇園白川  

2014.04.02 第三十八段　三宝寺、嵐山中之島、亀山、清凉寺  

2014.04.01 第三十七段　醍醐寺：三宝院  

2014.03.31 第三十六段　仁和寺、龍安寺、嵐電桜、佐野農園  

2014.03.30 第三十五段　川崎発：高速バス  

2014.03.17 甲午 弥生・卯月 一  

2014.03.05 第三十四段　真如堂、妙心寺：聖澤院  

2014.03.04 第三十三段　北嵯峨、清凉寺、鹿王院、車折神社  

2014.03.03 第三十二段　下鴨流雛、市比賣、渉成園、龍泉罨  

2014.03.02 第三十一段　伏見見物  

2014.03.01 第三十段　宝鏡寺、下鴨神社、阿弥陀寺  

2014.02.28 第二十九段　二条城梅苑、神泉、御金、キルフェ  

2014.02.27 第二十八段　宮川町、建仁寺：開山堂  

2014.02.26 第二十七段　清凉寺軒端梅、梅宮大社、松尾大社  

2014.02.25 第二十六段　天神市、妖怪st、中立売通、如水町  

2014.02.24 第二十五段　川崎発：高速バス  

2014.02.15 甲午 如月（きさらぎ）二  

2014.02.05 第二十四段　妙心寺大法院、二条東宝：永遠の０  

2014.02.04 第二十三段　伏見稲荷：初午大祭、東寺  

2014.02.03 第二十二段　下鴨・平安・八坂節分祭、壬生狂言  

2014.02.02 第二十一段　川崎発：高速バス  

2014.01.28 甲午 如月（きさらぎ）一  

2014.01.15 第二十段　修学院、赤山禅院、東林院：小豆粥会  

2014.01.14 第十九段　桂離宮、嵐山  

2014.01.13 第十八段　新熊野社：左義長、泉涌寺：七福神巡  

2014.01.12 第十七段　大徳寺聚光院・興臨院、33間堂弓術会  

2014.01.11 第十六段　小川通、妙顕寺、茶道資料館界隈  

2014.01.10 第十五段　知恩院山門、安井金比羅宮：金比羅祭  

2014.01.09 第十四段　広隆寺、十日戎、八坂神社：戎っさん  

2014.01.08 第十三段　京都市美術館：京の美展展  

2014.01.07 第十二段　春日社：若菜祭、国近：皇室名品展  

2014.01.06 第十一段　天満宮初詣、上七軒、妖怪st、八神社  

2014.01.01 甲午年（２０１４）：　謹賀新年  

2013.12.11 第十段　西院ニトリ、北嵯峨散歩コース  

2013.12.10 第九段　広沢池～北嵯峨散策～直指庵  

2013.12.09 第八段　了徳寺：大根炊～仁和寺～広沢池：鯉揚  

2013.12.08 第七段　妙心寺、下鴨、金閣寺、総見院、高桐院  

2013.12.07 第六段　大映通り商店街、双ヶ丘界隈、蚕の社  

2013.12.06 第五段　下鴨神社、上御霊神社、府立植物園  

2013.12.05 第四段　嵐山公園、大河内山荘、宝筐院、森嘉  

2013.12.04 第三段　妙心寺：退蔵院、仁和寺、嵐山、清涼寺  

2013.12.03 第二段　北野天満宮、知恩院～清水寺：成就院  

2013.12.02 第一段　不動産屋、帷子辻：ダイソー、近辺散策  

 

以　上  

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

 

コメント

イイネ！（13）  ロムママ  ぴょん  ひろえんぴつ  dateko  アッペ  まれびと  マ～サン  

とか爺さま  いちこ  Kuri  



今回は 誕生会 法会 法要…ちょっとしっとりとした滞在になりそうですね？ 

実相院の床みどり 声明と三弦を聞く会等々の投稿楽しみです。 

その前に東北と北海道旅行ですか!気を付けて行ってらっしゃいませ。 

 

 

 

 

時間を無駄にしまくりの私とはまったく違う高橋さん！ 

 

お仕事もプライベートも充実してますね～ 

 

北海道～東北の後京都  

 

何と羨ましい事でしょう❀.(*´◡`*)❀. 

 

お元気で何よりです♪

今回も内容豊富な上洛になりそうですね。 

青龍殿は大正時代の武徳殿（柔道剣道の道場）を移築したもので、これだけの大きな建物

を見ることができるなんて素晴らしいことです。 

 

この建物も是非とも観察していただきたいです。 

純和風と思われがちですが、大正時代の西洋文化の取り入れブームにより和洋折衷の建

物であるところが見ものです。 

 

ということで、私もとても楽しみにしています。

１４日が今から楽しみです   

せめて小雨くらいなら良いですよね   

将軍塚の駐車場でときどき寝て居ます。。。

> Kuriさん　秋に、実相院の「床もみじ」は観に行ったことがあるのですが、新緑は初めて

になります。 

６月は行事は少ないですが、スイレン、ハス、アジサイなど、植物もソコソコ楽しみです。 

事故・怪我などないよう、いつも神経遣っています

> ☆マカロン☆さん　どうも恐れ入ります！ 

ココ３年ほど、京都以外、大きく移動したことがないので、タマには旅行？がしたくなりまし

た。

> 仙ちゃんさん　そういわれれば「武徳殿」と説明が書いてありました。かなり大きな建物

で、青不動が安置されている祭壇の向かいは、いかにも「道場」という感じだったのを思い

出します。

> みゃおさん　青龍殿（元：武徳殿）といい「大舞台」といい、あんな大きなものを山頂に設

置してしまうとは、フシギな感じがしたのを思い出します。 

 

山頂といってもこのほか、駐車場、旧展望台、新展望台、大日堂、将軍塚、庭園など、コン

クリート敷きで、横長にかなり広い面積なんですよ。 

オタノシミに！ 

> とか爺さまさん　そういえば山頂の駐車場はかなり広いですよね。観光バスなんかも何

台も駐車できて・・・ 

 

修学旅行の時、夜、観光バスで夜景を観に行きました。「碁盤の目」にカンゲキしたのを覚

えています。

お忙しいスケジュールかと思いますが、今回もよろしくおねがいいたします( ^_^) 

 

上京される前に、北海道のみならず、東北も行かれるのですね！ 

お気をつけて
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妙心寺山門懺法会も候補なんですね！ 

春に禅寺特別拝観で行きましたが、また観たいと思う場所の１つです。 

もしお時間がありましたら、建仁寺両足院もオススメの時期です。半夏生がキレイに色付く

頃かと思います。 

６月の京都、楽しんでいらして下さい！

> ひろえんぴつさん 現在、函館です。明日１１日、帰濱しますσ(^_^;) 

 

今回は、のつのつさんにいろいろご案内いただき、とても楽しかったです！ 

不案内なことも、タイヘン助かり感謝感激でした！  

 

ひろさんも「もう一週間早ければ、ご一緒できたのに」とか勝手な事を話していました！

> ぴょんさん どうもタイヘン遅レスになってしまって申し訳ありません  

 

東北・北海道旅行をしておりまして、今、帰りの北海道新幹線 の車中であります！ 

 

明日１２日、休んで、１３日、入京します！ 

 

ハードスケジュールですが、ガンバって楽しみたいと思います
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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。 

コメント

日記を書く

テイスティ高橋の日記一覧へ

このページの上部へ

タイへの進出なら黎明CGへ
２００社以上のコンサルティング実績現場レベルでの実践的

ノウハウ指導

運営者からのお知らせ  利用規約  mixiプレミアム  サービス一覧  機能要望  スマホからの利用  お問い合わせ  サポートフォーラム 

運営会社  プライバシーポリシー  健全化の取り組み  開発者向け情報  公式ブログ  人材募集  転職サイト  チケット販売  夏フェス  ハロウィン  街コン  婚活パーティー  

Copyright (C) 1999-2016 mixi, Inc. All rights reserved.

テイスティ高橋 2016年06月10日 21:48 

テイスティ高橋 2016年06月11日 15:55 


