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昨日１３日「新横浜」駅９時１６分発「こだま号」に乗車。１２時４４分、京都駅に着きました。  

 

７～８時に大雨の予報だったので、５時に出宅。ために新横浜駅に３時間も滞在するハメに。し

かしお陰でズブ濡れは避けられた。  

 

７日から、一昨日（１１日）まで、東北・北海道旅行をしており、まだ疲れが抜け切っていないの

で、郵便局に寄った後、我が庵に直行。休息した。  

 

+ ----------------------------------------------- +  

 

本日はさっそく「中高年のための京都」の「小オフ会」。「東山山頂」から「佐々木酒造」「中山油

店」「平安京創生館」などを巡る予定。  

 

８時、我が庵を出る。曇り空だが、ダンダン晴れるとの予報。暑くはない。徒歩２分の「太秦映画

村前」から６３番の京都バスで「四条京阪」で下車。  

 

集合場所の「八坂神社：西楼門」へ向かう。  

途中、かねてより撮影したいと思っていた八坂神社近くの「四条通」沿いの「路地（ろーじ）」を通

行してみた。  

 

八坂神社から最も遠い路地。写真奥の出口は四条通  

 

次の「十四番小路」（というらしい）。写真奥の出口は四条通  
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次の路地。写真奥の出口は四条通  

 

最も八坂神社寄りの路地。写真奥の出口は四条通  

 

上の写真から少し進む  

 

 

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



 

上の写真から少し進む  

 

八坂神社：西楼門から四条通を見下ろす。  

 

１０時までには参加予定者全員６名が集まる。東山登山？にスタート！ 参加者:仙ちゃんさん、

のつのつさん、みゃおさん、ひろえんぴつさん、パエリヤさん、私  

 

八坂神社：本殿。明日１５日の例大祭の準備が進む  



 

本殿横の「美御前社」に参拝。キレイになれる「美容水」をいただく  

 

「円山公園」に入る。閑散としている。写真中央の山に登る  

 

途中の「坂本龍馬」「中岡慎太郎」の像  

 

円山公園奥の「長楽寺」山門（写真奥）。山門左脇の石段から登る  



 

写真左端の石段が、上の写真奥の山門左の「登り口」（ココから登るのは初めて）  

 

「将軍塚道」と書いてある石柱。この右を登る  

 

「圓山聖天堂」を通る  

 

「知恩院」から登る道と合流する  



 

以前、知恩院から登ったので、記憶がある道だった。  

 

しかし、今日は登るのがかなり苦しい・・・　やはり疲れが残っているのだろうか？  

 

３０分ほどで、山頂「青蓮院飛地：大日堂」に着く  

 

大日堂右の受付で拝観料５００円を払う  

 

「青龍殿：大舞台」から、市街を眺望する（パノラマ写真）  

 

上のパノラマ写真中央の「京都御苑」内の「御所」の建物群。「紫宸殿」の大屋根が見える（望遠

撮影）  



 

「上賀茂神社」から「下鴨神社」「賀茂川」一帯（望遠撮影）  

 

上の写真の倍率アップ。下鴨神社付近の賀茂川。「下鴨本通」が見える。手前から「出町橋」「葵

橋」「出雲路橋」「北大路橋」  

 

青龍殿：大舞台の模型が置いてあった。東山斜面に、たくさんの杭を立て、その上に木造の板を

渡して造られている  

 

「将軍塚」。後ろは青龍殿。青龍殿の後ろに大舞台がある  



 

将軍塚横庭園の枯山水は、コケも美しくナカナカのデキだと思う。  

 

要するに東山山頂付近には「大舞台」「西展望台」「展望台」と展望場所が３つもあることになる。

展望台からの「京都タワー」「東本願寺」付近  

 

 

将軍塚青龍殿：http:// www.sho renin.c om/shog un/  

 

こうして眺望を堪能した後、知恩院ルートを下山したが・・・  

下りに入ると、急に腰が痛くなりだした。ソロソロゆっくりと下りることにした。平らな道は痛くない

のだが・・・  

 

知恩院に近い「法垂窟（ほーたるのいわや）」  

 

法然が最初に法を説いた場所と言われている「浄土宗の聖地」＆「パワスポ」と言われている  



 

知恩院を出て「東大路通」から２０２番の市バスに乗り「丸太町知恵光院」で下車。  

 

まずは「山中油店」付属レストラン「綾綺殿（りょうきでん）」で昼食。  

 

綾綺殿は「平安京内裏綾綺殿跡」に建てられている  

 

アブラ屋さんなので、良質な油を使った料理が得意。「山中油店特性胡麻油」使用の豚丼を食べ

る。皆モチロン、ビールも！  

 

昼食後、皆、佐々木酒造に行ったが、私だけ「平安京創生館」に直行。しかしウッカリして今日は

定休日！  

 

仕方ないので「大極殿跡」を見学後、「千本丸太町」から６３番の京都バスに乗り「神泉苑」で下

車。神泉苑を見た後「二条陣屋」の外観を始めて観に行く（拝観間に合わず）。  

 

二条陣屋（小川家住宅）  



 

「隠し階段」「隠し部屋」とかがある（通称：忍者屋敷）  

 

二条陣屋の前の「大宮通」を歩き「三条通商店街」へ向かう。  

「武信稲荷神社」「六角獄舎跡」など見学。  

 

武信稲荷神社  

 

三条通商店街にある茶人：裏千家準教授のカナダ人「ランディー・チャネル宗栄」さんのカフェ「ら

ん布袋」で一服する  

 

店内  



一枚目の写真は、水出しコーヒーのハーモニーさんのある路地。たまにカレーライスをい

ただいた後に珈琲を注文します。観光客がほとんど入店しないので静かで良いです。「綾

綺殿（りょうきでん）」さんは、良質のオリーブ油が楽しめますね。今回のルートは、良い企

画です。

> とか爺さまさん ハーモニーさん、今度寄ってみたくなりました！ 

 

今回の企画・ルートは、のつのつさんの立案であります！

> テイスティ高橋さん　前回の知恩院ルートでは、「法垂窟（ほーたるのいわや）」のことは

触れていなかったので余計なことは言いませんでしたが、今回はちゃんと見学できて良

かったですね。法然さんが夜な夜な比叡山から下りて単独修行したそうです。えらい人で

すねえ。理解できませんが。。。(´･_･`)

> とか爺さまさん 最初に見た時、タダならぬ雰囲気を感じました  

 

その後、由緒を知りナルホド、霊気漂う場所であったと感じ入った次第です！ 

 

再び、拝観できて良かったです。（ボランティア〈信者？〉の人が丁寧に掃除をしていて、詳

しく説明してくださいました）

> テイスティ高橋さん　掃除のおっちゃんと話ができたのは収穫でしたね。ガイドブックにも

乗らないお話をしてくださいます。俺も以前に、おっちゃんと30分くらい話をさせていただき

ましたよ。

> とか爺さまさん オオッ！ 比較的有名人なのですね

先ずは、東北旅行のすぐあとにも関わらず、ご参加されたことに、感謝感謝です。 

 

集合場所に来られるまでに、密かにブラタモリ的な路地散策を楽しんでおられたのですね

 

高橋さんらしい( ^_^) 

 

青龍殿からの景色、あらためてキレイです。山裾から賀茂川が流れる一枚などは、グッと

きます(T.T) 

写真の一枚一枚に楽しい記憶が蘇ります  

 

今回も盛り沢山の内容となりましたのも、高橋さん仙ちゃんさん、ならびに皆さまのおかげ

です。 

ありがとうございました。 

 

体調、くれぐれもお大事にしてください。 

 

 

ランディーさん：http:// souda-k yoto.jp /knowle dge/kyo to_pers on/vol1 4_01.ht ml  

 

５時を回ったので、いよいよ本日の飲み会場の「四条大宮」の「串八」へ歩く。  

 

宴途中から「dateko」さん、「ぐっちょん」さんも到着。結局、９時半頃、お開きとなった。  

 

四条大宮から嵐電に乗り「太秦広隆寺」で下車。コンビニに寄り帰った。  
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今回は私も高橋さんも旅行帰りな日程でしたので私も直前まで本当に行けるのだろうかと

不安が大きかったです^_^; 

高橋さんの体調がドンドン悪くなって行った時にはどうしたらいいのかと思いましたが最後

までご一緒出来て本当に良かったです(*^ω^*) 

法垂窟の掃除のおじさんに出会えてラッキーでしたね  

深い話が聞けて良かったです！ 

今回はあまり無理せずボチボチ京都を散策して下さいね(゜-^*)/ 

法垂窟でのおじさんの話は私の知っている話とはちょっと違ってましたが、おじさんの説を

尊重します。 

 

腰の調子はどうなりましたか？ 

心配しております。 

 

一晩寝れば楽になりますことお祈り申し上げます。

> のつのつさん どうもお役に立てず申し訳ありませんでした  

 

あの時は、下りだけがダメで（登りも平地もOK）、下りが続いたので、皆さんにバレてしまい

ました  

 

どうも、気を揉ませてしまい申し訳ありませんでした！ 

でもとても面白かったでしたよ  

これに懲りずに、またご一緒くださいませ

> 仙ちゃんさん　どうもご心配お掛けしました  

 

京都市街地のような平地を歩いている分には、数キロは歩けるので、特に問題ありませ

ん。 

今、下りが調子悪いです。 

明日は、烏丸通以西の五条通と高辻通の間を歩いてみようかと考えています  

 

法垂窟のオジさん、とかさんも同じ話を聞かれたようですね（上コメント参照）  

 

また近いウチにお会いしましょう！(^_^)

> ひろえんぴつさん 今回、いろいろ細々としたこと（コレが意外に大事）を助けていただき

タイヘンありがとうございました(^_^)！ 実に助かりました  

 

皆様のお陰で、今回も楽しい時間を過ごすことができました！ 

 

今回の望遠写真、評価いただきありがとうございます。私も後で写真と地図を突き合わせ

て、とても面白かったでした(^_^) 

 

また、楽しい時間を過ごしましょう！

> ひろえんぴつさん 平地ならいくらでも歩けますので、ご心配なく

本当に楽しかったです   

写真を見ながら思い出してしまいます   

下りは足腰にきますからね、私も足の付け根をやられてしまいました   

 

高橋さんに色々言ってもらって、何だかホッ としました、  

めんどくさい話に付き合ってくれてありがとうございましたm(__)m  

 

次回の散策を楽しみにしております   

腰、おだいじにね。

> みゃおさん　一カ月に１回の上洛ですと、ホントに待ち遠しく、またスゴく楽しみになるで

しょうね  わかる気がします・・・ 

 

今秋からの３カ月滞在も、ダンダン近ずいて来ますね(^_^)  

 

腰のほうは、平地を歩く分には特に問題ありません。ご心配ありがとうございます

昨日は楽しい時間をありがとうございました 腰はかばう事ができない箇所なので、あま

り無理をしないようにしてくださいませ。重い物も抱えないように 私も最近仕事の疲れ

が残っているので、将軍塚の登りは少しキツかったですが また体調が良い時に再チャ

レンジしようかと思います また来月お会いできる事を楽しみにしています
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秋の移住は時期に捕らわれず、気持ちのままにしようかな？  

って今回京都で過ごして思いました   

まだ辛いかも？だし、ちょっと心をフラットにしなくては   

 

でも、いつでも新幹線には飛び乗りますよ！  

お誘いお待ちしております

楽しい大人遠足でしたね。ところで、「山中油店」付属レストラン「綾綺殿（りょうきでん）」さ

んは、予約でしょうか？ふらっと行ってもＯＫですか？皆さんの歩いた後を少しめぐってみ

たいと思います。予定です！

> パエリアさん なんか歳とともに、１日に歩ける量が減ってきていて、イヤ～な感じですよ

 

どんなに鍛えてもね・・・ 

やはり自然なことなのでしょうか。 

マア精々注意して歩くように致します。 

パエリヤさんも「腰は商売道具？」ヘンな表現になってしまいましたが、お気を付けてくださ

い。またねえ

> みゃおさん きょおと～ 大原三千院。恋に疲れた女がひとり～ 

 

有名な歌詞の通り、オノレの心をジックリ見つめなおすには、「京都は最適」ということに

なってますね  

 

度々、来るのもイイかもね？

> 紫雲英さん 綾綺殿は、ひとりふたりで食べに行くぶんには、いつでもフラリと入れます。 

 

混んでると外で待つことになるかもですが。あまり席数は多くないですから・・・ 

 

今回は、６人だったので、一応予約したらしいです。 

 

時間を少しズラせば、待たずに入れると思います。

> テイスティ高橋さん　　了解です。でも、行くのが「祇園祭」じぶんです。　激混み感満

載！
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