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上書院の上には、さらに建物があって、まずは上書院のウラの「水琴窟」を鑑賞する  

 

上書院のうしろに廻る  

 

 

水琴窟。丸いふたつの瓦に耳を近づけるとかすかに妙なるしずく音が聴こえる  
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シーガイル月と星の詩 

神野三枝が先に宮地の娘の風俗発言したから
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ココでは水琴窟を「心琴窟」と称している  

 

上の写真のタテカンの横に、さらに上に向かう階段が続く。  

 

東山の「永観堂」みたいだ・・・  

 

 

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



 

ナント！　階段廊下の左右がアジサイ花壇になっている  

 

 

 



 

かなり登る  

 

登り切ると「奥之院」  

 

奥之院の周囲にもアジサイ  

 

奥之院祭壇（子授け・安産祈願）  



 

「めぐすり」も売っていた。眼のアメ「ブルーベリー味」というのもスゴイ！  

 

遠方の山を見る  

 

その名も「眼力稲荷（左）」と「夫婦円満：愛染堂（右）」  

 

アジサイと遠方の山  



 

奥之院を出て、下に下りる  

 

 

左右はアジサイ園になっている  

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

境内のパノラマ写真。左から山門、本堂、経蔵、阿弥陀堂  

 

アジサイの種類と植栽場所  

 

名残り惜しくも退出する。山門から参道を見下ろす  

 

帰りは運転手の後ろになった。ハイキングで参詣という人もいる。１時間くらい掛かるとのこと  

 



 

 

もうスグ駅。高速道路が複雑に交差しているところで、スマホが「圏外」になっているのに気付

く！  

 

阪急「西山天王山」駅に着いても「圏外」。  

 

バスを下車して西山天王山駅から乗車。ＩＴ先進地区「かつら」駅で下車。まずはロッテリアで昼

食。その後駅前の「ソフトバンク」に行く。ナンのことはない。再起動したら元にもどった・・・  

 

かつら駅から「阪急嵐山」駅で下車。  

 

こんなに人の居ない「中ノ島公園」も珍しい！  



この日記を読んで俄然！行ってみたくなりました   

交通機関も分かったし、来年は移住出来たら行ってみます   

 

聞きしに勝る山寺ですねえ。俺には、無理だ。伽藍から伽藍への移動すら無理っぽい。

まー、来年の紫陽花の季節に入口には行ってみることにしよう。6月17日は、おぼえておこ

う。ありがとうとても参考になりました。

全然関係ないですが、最近海老蔵さんが撮影の為京都で過ごされてて、今日も夕刻嵐山

に蕎麦を食べにってブログに載ってました(^^;; 

心琴窟からの長い階段が続くお寺の雰囲気大好きです  

色々と情報を教えて頂きありがとうございました(*^_^*)

> みゃおさん 秋がサイコーだと思いますよ  新緑もイイけど

> とか爺さまさん まさに山寺ですね！ 

 

道なんか細くて、運ちゃんの後ろに居たからよく見えたけど、対向車が来るたびに、ひと苦

労でした。すれ違える場所が非常に少なかったです  

 

それだけに平日なら、マイクロバス程度で処理できるくらいの人出で済んでいるようです。

> のつのつさん ナカナカおもしろいお寺でした！ 

 

眼病、健康、庭園、建物、新緑、山の中、アジサイ、寺宝、法要参加、水琴窟、などなど実

にバラエティーに富んだワンダーランド的おもしろさがありますね

奈良県の壷坂寺（南法華寺）（西国三十三箇所第六番札所）を思い出しました。境内に日

本で最初にできた養護盲老人ホームがあります。「壷坂霊元記」で沢市の盲目が治り見え

るようになった御利益があるという縁からでしょうか、眼薬を売っておられました。商売上手

なお寺です。 1500円です。買いました。ヽ(^^ゞ　壷坂寺は、まるで伽藍と像のテーマパー

ク。賑やかで面白い。 

子供のころ、祖母に連れられてお参りに行ったものです。 

その、祖母と言ったら、〇〇にいいとか聞くと神社でも寺でもどこでも私を連れてお参りに

行くのです。 

だから、幼稚園の頃でしょうね。 

それこそ６０年前の話です。 

> とか爺さまさん これで西山三山（楊谷寺・光明寺・善峰寺）を一応拝観したことになりま

すが（立地条件は善峯寺と似てます）、楊谷寺さんが最も「商売上手」と言っては語弊があ

りますが、そんな感じがしました(^_^) 

 

 

渡月橋を渡り、嵐電「嵐山」駅から乗車。「常盤」駅で下車。スーパー・マツモトに寄り帰った。  
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「イヤみ」でなく、気を引くものがたくさんあると参詣・参拝人が集まるようですね・・・ 

 

鈴虫寺などは、ヤヤあくが強くなってきた感はありますが、相変わらず人を集めているよう

ですね・・・

> 仙ちゃんさん 実は私も、ホボ全く同じ状態でした！ 

 

子供の頃、祖母やその友人・親戚など、皆、寺社巡りがスキでよくいろいろ連れていかれ

ました！ 

 

当時は「年寄りは、ナゼあんなに寺参りがスキなんだろう？」と思っていましたが、自分が、

あの人達の年頃になってみると、なんとあの人達のたぶん３倍位は寺参りをしている自分

を見て、ニガ笑いしています

あぁ早くまた、京都に行きたい。毎回、眺めの良い素敵な写真をありがとうございます。

> すのさん どうもありがとうございます  

 

なるべく皆さんが喜ばれる名所で、喜ばれる写真を撮りたいと思っています  

たまにはマニアックな場所もありますが

『心琴窟』いい名で呼んでいるのですね～♪ 

あの、柔らかで 

心洗われる澄み渡る・・・ 

そんな音色ですよね。 

 

アジサイも堪能されて素敵な所ですね！ 

スマホ直ってホッと一安心

水琴窟ではなく「心琴窟」ですか！さぞかし心洗われる音色だったでしょうね。

5月に永観堂を訪れましたが、水琴窟、長い渡り廊下‥よく似た造りですね。 

心の眼で聴く、という教えに深く納得です！ 

 

7月上旬に三室戸寺に行ってみようかと検討中です。 

アジサイは、まだ見られるかな？ 

蓮が咲いているかも、と期待しています。

> AIR Keiさん　水琴窟も、最近アチコチで見かけるようになってきました。 

府立植物園にもあったので一般的になってきたようです。 

心琴窟と名称を変えて、特色を出しているのでしょうね・・・ 

 

特に「ツユ時」は、シトシトと小さな水滴が自然に落ち、しっとり美しく鳴り、水琴窟とっては

ベストなシーズンなんでしょうね。 

 

そのそばにアジサイが大輪の花を咲かせているのでサイコーですよ！ 

> 友木さん　上のAIR Keiさんへのコメントにも書いたように、大ツブの水滴では荒い音なっ

てしまうそうです。ツユ時の弱雨の水滴は最適かもです。 

> ひろえんぴつさん　確かに東山の永観堂に伽藍の感じがよく似ています。対抗？してい

るのでしょうか？　西山の永観堂？ 

 

おととしの6/17に「三室戸寺」に行きましたが、アジサイがベストの状態でした。七月はどう

なんでしょうか？・・・

全然聞いたことがなかったけど、知る人ぞ知るすごい名所があるんですね  

よくぞ見つけて日記に載せてくださいました ありがとう  

電波も再起動で復活、おめでとうございます～

> datekoさん 西山三山とか、西山にはイイかも寺社がけっこうあるのですが、交通の便が

イマイチなので、人出は大混雑にはならないですよ！(^_^)！ 

自家用車でもOK！ 

 

旅先でスマホがトラブルと、ほんとうろたえますねー 焦ります
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