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西山に今の時期、アジサイが美しい「柳谷観音：楊谷寺（ようこくじ）」という「西山浄土宗」の大寺

がある。  

 

楊谷寺：http:// yanagid ani.jp/  

6月17日 御縁日：http:// yanagid ani.jp/ event/t his-mon ths-fai r/  

 

「西山三山（楊谷寺・光明寺・善峰寺）」のひとつで、普段だとクルマでないとナカナカ行けない山

中にあるが、毎月１７日の縁日の時は、ＪＲ「長岡京」駅、阪急「西山天王山」駅からシャトル・バ

ス（片道３００円）が、参詣客をピストン輸送する。  

 

今日は、その１７日なので、行かない手はナイ！  

 

８時、我が庵を出る。曇りだがダンダン晴れるらしい。  

徒歩１２分のＪＲ「花園」駅から乗車。「京都」駅で東海道線に乗換え「長岡京」駅で下車。  

 

左はじ赤四角枠が「楊谷寺」、右はじ赤四角枠が「長岡京」駅  

 

長岡京駅ホーム  

 

２階改札口を出て、駅西口歩道橋に出る。写真中央の赤い旗が２本立つところからシャトル・バ

スが出る  
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青いハンテンを着たおじいさんが受付係員  

 

バスは３０人乗りで８時から３０分毎に発車。９時半のバスに乗る  

 

ウマイ具合に、ほぼ満席  

 

阪急「西山天王山」駅（新しい駅らしい）にも寄り、参詣客を拾う  

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



 

西山が新緑で美しい  

 

竹林の中をズッと走る  

 

やがてこのような山中に  

 

発車から３０分ほどで到着  



 

皆、バスから降り２０～３０ｍで楊谷寺参道に出る  

 

楊谷寺参道。山の中の建物群で「大和の長谷寺」にフンイキが似てるかも・・・  

 

参道を進む  

 



 

境内案内図  

 

山門前階段を登る  

 

横を見ると城郭みたいな堅固な石垣  



 

山門の正面が本堂  

 

山門をくぐり、左側の光景  

 

まずは本堂：柳谷観音をお参り  

 

本堂内　ショット  



 

眼病に効くという「おこう水」をいただきに行く  

 

山門から境内入って左、イチバン奥にある  

 

岩屋らしきフンイキ。視覚障害者の方も多い  

 

１００円志納してプラコップで飲む。歳取って、眼もダンダン悪くなってきたのでヨカッタ！  



 

「あじさいウィーク」中は、２００円だが、今日までタダ！  

毎月縁日と、１７日～２６日だけ名勝庭園（５００円）が観られる  

 

本堂脇から書院に入る。名勝庭園「浄土苑」を鑑賞（江戸中期の作庭）  

 

ウ～ン　タマラン！  

 



 

 

 

これが「上書院」。２階建て  

 

上書院に登る  



 

階段からのショット  

 

上書院１階の床の間  

 

上書院２階に登る。この階段は「商家の階段」によくある  

 

２階から浄土苑を見下ろす。タマラン！！  



 

 

額縁庭園になる  

 

新緑が美しい  

 



 

 

２階の床の間  

 

この２階は、昨年８月に公開された「日本のイチバン長い日」の中で、「役所広司」が演じた「阿

南陸軍大将」が切腹した部屋に使われた。１階部分は「陸軍官舎」として使われた。  

 

映画のポスターが貼ってあった  

 



「柳谷観音：楊谷寺（ようこくじ）」さんは、目に関係しているお寺なので1度は、参拝したい

と思っていました。たまに「西山天王山」駅周辺までお客様をお供させていただきますが、

帰りに楊谷寺方面に続く道路まで進んだが仕事中だったので泣く泣く右折して長岡駅方面

に向って171号線から帰るのであった。。。

> とか爺さまさん そーすかあ！ ザンネンでした！ 実は私も眼が良いとは言えず、丁寧に

お参りしてきました！

> テイスティ高橋さん　祇園の大和路四条交差点近くにある「仲源寺・めやみ地蔵尊」で参

拝後に両眼の白内障の手術を受けて数年経ちましたが良好で感謝しています。近くを通る

と両手を合わさせていただいています。（ー人ー）

> とか爺さまさん 私も前を通ると、必ず参詣しております！ コレ以上悪くならないよう

今回も素敵な散策をしましたね   

来年は私も行ってみよう！  

めやみ地蔵尊は私も必ず手を合わせます、白内障は手術をしたけれど、  

今は緑内障ですから   

お互いに目は大切にしないといけませんね。

ここ昨年の紅葉の時に行きたかった場所なんです～ でも気付いた時には高橋さんの

書かれてるシャトルバスの運行日が終わってて泣く泣くあきらめたんです 紅葉もめちゃ

くちゃ良いみたいです！今年こそ行ってみたいと思ってます(*^_^*) 

それにしてもお庭が素敵ですね  

お部屋の2階からも眺めさせて頂けるって最高ですね!!

> みゃおさん 実は、眼専門？のお寺とは着くまで知りませんでした  

 

新緑が見事で、ソレだけで眼にもヨカッタですね！ 

 

上の庭園の写真を見ると判る通り、モミジの木ですよ！ 秋の紅葉時の写真が置いてあり

ましたが、想像つくと思いますが、素晴らしい美しさでした！ 

 

今秋、ゼヒ観に行きましょう(^_^)！

> のつのつさん 庭園の紅葉時の写真が置いてありましたが、ソレはソレは美しかったで

す！ 今秋、ゼヒ行きましょう(^_^)！ 

 

また今月２５日、２６日にシャトルバスが運行されるとのこと（アジサイ祭）。 

新緑の庭園もいかがですか？

やったー 秋に一緒に行きたーい   

楽しみが増えました
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> みゃおさん オフ会する価値アリ ！

知らなかった... 

ココの山は坂好きの自転車乗りが集まるトコだって事で前を素通りしてます。 

見物しておけばよかった... 

 

紅葉ツアーが土日なら現地集合で行こうかな

京都も、今ぐらいが気持ちがよくていい季節なのでしょうねぇ、、。

> Gu! chonさん ナルホド ！ 

 

自転車わかる気がします。あの道は道幅狭く普通車どうしがスレ違おうとすると、よくどち

らかがバックしてますね～ 

 

自転車あたりが最適なのかも・・・ 

 

紅葉ツアー行きましょう！  

光明寺も合わせて行き易いですね。

> すのさん 正直言うと、現在ソコソコ蒸し暑いです  

 

やはり４～5月月が最適でしょうか・・・

HPを拝見しました。 

十一面千手千眼観音様とは、珍しいですね。母の目が良くないので、お参りしたいです。 

駅から出ているシャトルバスが、有り難い( ^_^) 

 

高橋さんの好きな庭園。緑がキレイ  

うーんたまらんが、微笑ましいです(^_^) 

 

「日本のいちばん長い日」の撮影がこんな場所で行われていたとは  

 

> ひろえんぴつさん　お母様の御眼が良くないとのこと・・・ 

白杖をついた視覚障害者の方達がかなり参詣に来られていました。 

私も「加齢黄斑変性」が心配でちょうど良かったでした。 

毎月１７日だけは、確実にバスが運行されるようです。そのうちにゼヒ！ 

 

西山は全般的にコケの生育に適しているので、この庭園はコケでビッシリしながらも凝った

構成になっているので、スキな庭園になりそうです。 

 

ほかのエンタメにも使用されていて、いろいろ商売上手ではあると思いました。 
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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

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

このページの上部へ

KIT金沢工業大学
あなたの学び、みつけてください夏

オープンキャンパス7／16・17

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.

Gu! chon 2016年06月17日 23:16 

すの 2016年06月18日 06:37 

テイスティ高橋 2016年06月18日 07:45 

テイスティ高橋 2016年06月18日 07:48 

ひろえんぴつ 2016年06月18日 12:38 

テイスティ高橋 2016年06月19日 09:28 


