
 

<< テイスティ高橋の日記一覧へ 前の日記  |  次の日記

今までずいぶん、いわゆる「碁盤の目」のような京都の街中を歩いてきたが、それでもまだほぼ

歩いたことがないブロックもいくつかある。  

 

「烏丸通」より西の、「五条通」と「高辻通」の間の地域もそのひとつである。  

 

写真赤枠内の区域を右（東）から左（西）へ歩く  

 

昨日は休養して腰も痛まなくなったので、今日は、このブロックを「中高年のための京都」のト

ピック「マイナーな観光地、神社、寺院」でアップされている場所を中心に、歩いてみることにし

た。  

 

８時、我が庵を出る。天気予報では午後から降り出す予報だったが、早ポツポツと落ちてくる。暑

さは無い。  

 

徒歩１５分ほど歩き、地下鉄「太秦天神川」駅から「五条」駅で下車。  

 

五条駅に近い「漢字資料館」は、現在閉館中なので、「松原通」の「新玉津嶋神社」からスタート

する。この区域の神社は、ビル街にあるため「狭苦しい境内？」で、オモシロい。  

 

都会のビルに挟まれた新玉津嶋神社  

 

と、ソコへ「ベンツ」が・・・　まん前に留めるな！  

 

と、リッパな身なりの社長風の紳士が出てきて秘書らしい女性を伴いご丁寧な参拝！　きっと毎
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朝出社前に参拝しているのだろう・・・  

 

参拝を終えるとサッと発車。う～ん「霊験あらたか」なのか？  

 

境内  

 

社殿。次に来た学生風の若い男も、しごく丁寧な参拝！　ビツクリした  

 

江戸時代の歌人「北村季吟」が、宮司として住んでいたとのこと  



 

新玉津嶋神社の前の松原通を少し西に歩くと「亀山稲荷」という大明神がある。これまたビルの

スキ間  

 

ココには「亀山藩京屋敷」があったとのこと  

 

奥に進む  

 

社殿  



 

さらに松原通を西に進むと「松原道祖神社」がある。松原通から「新町通」にちょっと入ったところ  

 

コチラも狭い！  

 

 

上の写真の正面の新町通の北を見る。松原通と交差している付近がヤヤブキミな「十念の辻」

（カサを差した人あたり）  



 

ココから「高辻通」に出て烏丸通方向にもどると、その名も「繁盛神社」がある。狭さもバツグン！　

これまた愛嬌？があって楽しくなってくる風景  

 

江戸時代は、真言宗系の「功徳院」とのこと  

 

３０分前に「月次祭」があったらしい  

 

社殿  



 

繁盛神社前の高辻通を西に歩くと、マイナーな中でもメジャー？な「菅大臣神社」入口（菅直人

元総理ではない）。  

 

さらに高辻通を西に進むと「道元禅師が亡くなった場所」というのにブツかる  

 

 

ココからズッと「西洞院通」を下がると「五條天神宮」がある  



 

五條天神宮の正面。ココの境内はソコソコ広い  

 

社殿  

 

五條天神宮のナナメ向かいの光円寺に「親鸞聖人入滅の碑」というのがある。ココに住んで亡く

なったらしい  

 



 

さらに西に進んで高辻通と「醒ヶ井通」がブツかるところに「住吉神社」がある  

 

社殿。ココも狭いっちゃ狭い・・・  

 

境内の宮司さん宅か？　オニマルだって  

 

醒ヶ井通を下がっていくと「蒔絵」や「蠟色（ろいろ）」職の家が続く。蒔絵も蝋色も技術的に近い  



 

 

 

 

 

醒ヶ井通から「堀川通」を渡って「本圀寺跡」  



 

智了院。本圀寺は、江戸時代「朝鮮使節」も泊めた大きな寺で、塔頭も多い  

 

真如院。昨年の「夏の旅」で特別公開していた  

 

本圀寺は、今は山科に移転。付属の塔頭だけが、ココに残っている  

 

さらに西に進み「中堂寺櫛笥町」界隈の寺院密集地に入る  



 

 

末慶寺。浄土宗西山禅林寺派の寺が多い  

 

写真左が「中堂寺」、右端が「長円寺」。前の通りは松原通  

 

中堂寺  



 

長円寺  

 

 

松原通を西に進みＪＲ嵯峨野線が見えてくる。南に曲がり、近くの「丹波口」駅に向かう。  

 

「光徳公園」入口の小鳥の彫刻。ナルホド考えたもんだ・・・  

 

光徳公園となりのスーパー・マツモト「五条店」  



 

マツモト前から丹波口駅が見える（写真奥）  

 

試しに、マツモト「五条店」をノゾいてみた。  

ナント！　いつも行く「太秦店」では「万願寺とうがらし」を売っていたが、ココでは売っていなかっ

た！  

しかも太秦店のような「地場野菜売場」もなかった！  

 

丹波口駅より「花園」駅で下車。スーパー・マツモト太秦店に寄り返った。  

 

マツモト太秦店の地場野菜売場  

 

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

以下は、「中高年のための京都」のトピック「マイナーな観光地、神社、寺院」にアップされている

本日徘徊？の該当記事です。  

 

0194 新玉津島神社  

◎http:// mixi.jp /view_b bs_comm ent.pl? comment _number =194&co mmunity _id=484 6038&bb s_i

d=50 562983  

 

0007 十念の辻（じゅうねんのつじ）  

◎http:// mixi.jp /view_b bs_comm ent.pl? comment _number =7&comm unity_i d=48460 38&bbs_ id=

5056 2983  

 

0007 今首途神（いまかどでのかみ）の社（松原道祖神社）  

◎http:// mixi.jp /view_b bs_comm ent.pl? comment _number =7&comm unity_i d=48460 38&bbs_ id=

5056 2983  

◎http:// mixi.jp /view_b bs_comm ent.pl? comment _number =321&co mmunity _id=484 6038&bb s_i

d=50 562983  

 

0243 菅大臣神社  

◎http:// mixi.jp /view_b bs_comm ent.pl? comment _number =243&co mmunity _id=484 6038&bb s_i

d=50 562983  

◎http:// mixi.jp /view_b bs_comm ent.pl? comment _number =467&co mmunity _id=484 6038&bb s_i

d=50 562983  

 

0320 五條天神社  



素晴らしい健脚と企画ですね。本通から筋に入ると多くの小さな神社やお寺が点在する京

都市内です。マイナーが一杯なー。気になっているのが猪熊高辻を上がったところにある

小さな神社。いつかは四条大宮駅から歩いて三杯したいと思っています。

うわぁ、一緒に歩きたかったなぁ   

めっちゃ私好みなコース   

いつでも誘ってぇ、日帰りで新幹線に乗ります！

> とか爺さまさん イエイエ健脚などトンデモないです  

 

今日のコースは、ほぼ平坦だったので歩けたのです。まだ下りは避けたいですねえ  

 

だけど安土城跡も行きたいのですよ  

ご指摘の神社、探して行ってみたいです！

> みゃおさん 自分で探し歩くと、オっもしろい神社とかがいくらでも？見つかるのが京都で

すよね～ 

 

長期滞在でないとできないことですよ！(^_^) 

みゃおさんならではかもね？ 

やってみて！

んじゃあ探検は自分で頑張る！  

何か面白そうな散策を思い付いたら誘ってくださいね

> みゃおさん わかりました

◎http:// mixi.jp /view_b bs_comm ent.pl? comment _number =320&co mmunity _id=484 6038&bb s_i

d=50 562983  

 

0840 道元禅師 示寂地  

◎http:// mixi.jp /view_b bs_comm ent.pl? comment _number =840&co mmunity _id=484 6038&bb s_i

d=50 562983  

◎http:// mixi.jp /view_b bs_comm ent.pl? comment _number =841&co mmunity _id=484 6038&bb s_i

d=50 562983  

 

0193 住吉神社  

◎http:// mixi.jp /view_b bs_comm ent.pl? comment _number =193&co mmunity _id=484 6038&bb s_i

d=50 562983  

 

0314 本圀寺跡碑  

◎http:// mixi.jp /view_b bs_comm ent.pl? comment _number =314&co mmunity _id=484 6038&bb s_i

d=50 562983  

 

0314 智光院  

◎http:// mixi.jp /view_b bs_comm ent.pl? comment _number =314&co mmunity _id=484 6038&bb s_i

d=50 562983  

 

0315 智了院  

◎http:// mixi.jp /view_b bs_comm ent.pl? comment _number =315&co mmunity _id=484 6038&bb s_i

d=50 562983　  

◎http:// mixi.jp /view_b bs_comm ent.pl? comment _number =316&co mmunity _id=484 6038&bb s_i

d=50 562983  

 

0470 末慶寺  

◎http:// mixi.jp /view_b bs_comm ent.pl? comment _number =470&co mmunity _id=484 6038&bb s_i

d=50 562983　  

◎http:// mixi.jp /view_b bs_comm ent.pl? comment _number =471&co mmunity _id=484 6038&bb s_i

d=50 562983  

 

0322 中堂寺  

◎http:// mixi.jp /view_b bs_comm ent.pl? comment _number =322&co mmunity _id=484 6038&bb s_i

d=50 562983  

 

0916 長円寺  

◎http:// mixi.jp /view_b bs_comm ent.pl? comment _number =916&co mmunity _id=484 6038&bb s_i

d=50 562983  
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高辻通&松原通りは、全国的にはマイナーですが、なかなか楽しめる通りですね。 

実は、京都に移り住んだ最初の２年は松原七本松の辺りに住んでました。 

年に一度は、懐かしくてあの周辺を歩いてしまいますf^_^;)

> jinkan_mizuhoさん 線路の西側ですね？ あの付近でも「中堂寺郵便局」というんです

ね。初めて知りました(^_^)！ 

 

京都は、探せばいろいろおもしろいものがありますよね！

> テイスティ高橋さん 東京から移った当初、近所に「ロバのパン」の工場があり、毎日あの

テーマ曲を聞かされましたf^_^;)  

また、肉屋と鶏屋が別々に存在していたのも驚きでした。

> jinkan_mizuhoさん へー！ おもしろいですねえ！ 理解しがたいものがありますね

ちょっと横入り   

私は三重の出身ですが、肉屋と鶏肉屋がありましたよ   

> みゃおさん 見たことなーい

初耳の神社仏閣が、いっぱい～！ 

おまけに、スーパーまつもと五条店も登場(笑) 

地図をくまなく歩いて、踏破できたら凄いです♪ファイト～＼(^^)／

> まれびとさん まったく京都の神社は個性的というか、オモロイというか、実に楽しいです

ねえ （神様に失礼か？！ でも庶民に親しんでもらうのが氏神様とも言える） 

 

「京都の神社境内狭さ較べランキング」なんかあるのかな？ 

あったらサイコー  

 

今日、いつも行くスーパー・マツモト新丸太町（太秦）店の優秀さ？を実感した次第です！

今日は沢山の神様に参拝したって言われてたのがこれだったんですね～！ 

小さい神社が少し歩くと点在してるのが京都ですね。 

大徳寺から北の方面も結構沢山神社がありますよ～ 

その時は誘って下さいね(゜-^*) 

↑の鶏肉屋だけの店を見た時は不思議でした。大宮交通公園近くのグルメシティスーパー

前にあります。近くまでお越しの時は是非見てみて下さいね！

> のつのつさん そのうち、お近くのたくさんの神社の中で、最も狭い敷地（境内）の神社を

教えてください  

どんなに狭い敷地でも、境内があるのが条件です！ 

 

横浜で、鶏肉だけ売ってる店は見たことないです  

 

スーパー・マツモト新丸太町（太秦）店は、優れていることがわかりました！

冒頭の新玉津嶋神社、いきなりのベンツ登場に何？と思いきや、参拝だったのですね。 

 

ビルの谷間の細い路地の大明神や神社。 

神様仏様をタイセツにする京都人気質が感じられました。 

生活と神様が一体化してますね！ 

 

地元に「菅大臣」という地名が所在します。一時期、TVでとりあげられたんですよ  

 

今回は、まさにブラタモリ的な内容ですね。興味深いな(^_-) 

 

亀山稲荷というのがありましたね。　あの西隣が私の姉の嫁ぎ先です。　室町業界（呉服

業界）の不振で四苦八苦なんです。 

近くの十念ノ辻は五条河原の刑場へ向かう罪人が近在の大勢のお坊さんに念仏を唱えて

刑場へ送られたいうところです。 

ここで覚悟を決めたのでしょうか？ 

円町近くの壺井の井戸と同じような感じじゃないかと思います。 

 

本来、神社というものは鎮守の森が存在していたはずですよね。 

それが無くなってしまったということはどういうことなんでしょう？ 

都市化の所為なんでしょう。 

それを裏付けるのが地名に残っています。 
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「五條天神宮」は大きな鎮守の森を持っていました。 

天使突抜(てんしつきぬけ)。京都の難読地名の一つです。 

 

五條天神宮付近は「天神前町」でこれは当然です。 

あっ、ここで言っておかなければならないのは天神＝菅原道真公ではなく天神地祇の天の

神様です。 

 

豊臣秀吉が天下を取った後に都を大改造しています。 

平安京ができて以来、街並みは正方形でした。 

それを秀吉が東西に２分して南北に通り（道）を強引に作りました。 

 

当時、五條天神は天使社と言われていました。 

だから秀吉の政策により天使社の境内を突き抜けて新たな道が作られました。 

人はこの通りを天使突抜通というようになったそうです。 

 

この通りの町名は京都では珍しい１丁目から４丁目まであります。 

私の知る限る市街地で丁目を名乗っているのはここだけでしょう。 

 

で、この町名は五条通（現、松原通）から六条通までです。 

ここからはまだ調べていないのですが、五條天神宮は鎮守の森は現、松原通から六条通

まであったのではないでしょうか？ 

 

京都市内は秀吉に改造され、江戸時代に鎮守の森が消えていったのだと思います。 

 

それが今回、高橋さんの歩かれた神社の姿になったのだと思います。 

 

いつか、こういうところを歩くイベントを企画したいですね。

ここはどこの細道じゃ！　天神様の細道じゃ！行きは良い良い、帰りは怖い！ 

の童謡で知られる天神社さんですが　鞍馬の火祭りで有名な由岐神社と同じ祭神です。 

９３４年の天慶の乱（平将門、藤原純友の乱）の折、都の安寧を維持できなかったと　当時　

御所にあった由岐神社は都の北の辺境を守れと左遷される、その時にｊ鞍馬の地元民が

迎えた様が火祭りとして残り　五条天神社も国難に問われ「流罪に処する」と靫で神社の

扉を閉め　一時祇園神社の末社にさせられる。それまでは広大な敷地を有し　貴族からの

信仰も厚かったそうです。 

天神社の　宝船絵図はシンプルな日本最古だそうで節分時に　良い初夢を見るために枕

の下に敷くそうです。私も買ったことがあります。 

初めて見る　神社の写真が多数あり参考になりました。有難うございました。 

 

> ひろえんぴつさん　最初はハラが立ちました が、クルマから出てきた人がタダならぬ

真剣なフンイキであったので、思わずハッとしてしまいました！ 

 

私が参拝しようとスレ違った時（むこうは帰る時）、お互い頭を下げあってしまいました・・・ 

 

なんか、参拝が生活の一部になっている自然さが感じられますね 

 

なんかブラタモリに似てましたね？　自分でもそう思います。

> 仙ちゃんさん　たいへん詳しい解説ありがとうございます。 

 

あのへん、繊維関係の建物はリッパな「おたな（店）」がたくさんありますね・・・　でも内情

はタイヘンなのでしょうね？ 

 

小さな神社をクルクル廻っていて、実は私も「境内」とは「何ぞや？」と考えていました・・・ 

 

私が思ったのは、やはり境内は、その神社の氏子全員が（立ったままでも）集まれるだけ

の面積は、最低限必須でなければならないのでは？　とか歩きながら考えてました。 

 

「都名所図会」や「江戸名所図会」を眺めていると、どこの神社仏閣も今より広大な感じが

します。 

 

なかにはタマに小さな敷地のものありますが、江戸や京都のような都市では、すでに江戸

時代から「狭小化」が始まっていたのかもしれませんね・・・ 

 

ココだけの話ですが、松原道祖神社なんかネコが住み着いているらしく、ものスゴイ悪臭で

居られないほどでした！ 

何より清浄を大切にする日本の神様としては「あまりにもヒドイ」でした。

> 京のブッチーさん　天神社や五條天神社の詳しいご説明ありがとうございます！ 

いろいろ興味深い逸話があるもんですね・・・ 

 

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。 

コメント

コメント

日記を書く

テイスティ高橋の日記一覧へ

京のブッチー 2016年06月17日 10:52 

テイスティ高橋 2016年06月17日 21:13 

テイスティ高橋 2016年06月17日 21:14 

テイスティ高橋 2016年06月17日 21:15 
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