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一昨日、安土山を頂上の天守台まで登ったが、かなり暑かったのでバテてしまい、雨でもあった

ので、昨日は外出しなかった。  

 

本日は体力充実！  

鞍馬寺の「竹伐り会式（たけきりえしき）」という伝統行事を観に行くことにした。  

 

平安時代中頃、鞍馬寺中興の祖とされる峯延（ぶえん）上人が大蛇を退治したという故事にちな

んでいる。江戸中期以降は地元の人たちが「近江座」「丹波座」に分かれて、長い竹を切る速さ

を競い、どちらが豊作になるかを占っている。  

 

鞍馬寺：http:// www.kur amadera .or.jp/  

毎日新聞記事：http:// mainich i.jp/ar ticles/ 2016062 1/k00/0 0m/040/ 025000c  

 

８時、我が庵を出る。今は曇りだがダンダン晴れる予報。徒歩２分の「太秦映画村前」から６３番

の京都バスで「河原町三条」で下車。  

京阪電車「三条」駅から終点「出町柳」駅へ。  

 

叡山電鉄「出町柳」駅を発車  

 

終点「鞍馬」駅のひとつ前「貴船口」で降りる  

 

貴船口で下車したのは「貴船神社奥宮」を参拝するため。貴船神社は、若い頃から何度か参拝

しているが、奥宮まで行くのは初めて。  

さらに貴船神社近くの「鞍馬寺西門」から、竹伐り会式が行われる「鞍馬寺本堂」を目指すことに

した。  

 

「貴船口」駅前からバスに乗ると、４分ほどで「貴船」バス停に着く  
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バス停から少し上流に歩く。清流が涼しげ（実際に涼しい！）  

 

やがて鞍馬寺西門入口を通り過ぎる。あとでココから入るのだ  

 

バス停から５分ほどで「貴船神社」に着く  

 



 

 

貴船神社本殿  

 

本殿参拝  

 

最近有名になった「水占い」。おみくじを水に浸すと、水が滲みて読めるようになる  



 

奥宮は本殿から３００ｍほど上流。  

 

沿道には川床料理屋がズラリと並ぶ  

 

見た目だけでなく、実際、市中より２度ほど低いとのこと  

 

やがて奥宮の御神木が見えてくる  



 

 

奥宮　一之鳥居  

 

参道を進む。参拝者はたいへん少ない  



 

 

境内  

 

なんとココはアノ「丑（うし）の刻参り」の本家本元なのだ！  

立て札の後ろの樹に、今も「五寸くぎ」が・・・刺さってるの？？  

 



 

奥宮　社殿  

 

来た道路を下る。幅がすごく狭いワリにはクルマの通行が多いので、時々止まる  

 

先ほどの鞍馬寺西門受付（写真右端）で、愛山費３００円を払う  

 

イヨイヨ登っていく  



 

思った以上にタイヘンだった。受付では登り１０分とか言っていたが・・・　  

 

やっと鞍馬寺「奥の院：魔王堂」に着く。行者風の人が般若心経を一心に唱えていた  

 

 

しかし、ココからも長かった。何しろ奥の院だから本堂まではかなり山坂を越えて行かねばなら

ない。  

 



鞍馬寺と言えば「源義経」と縁が深いが「義経公背比べ石」とか「義経公息継ぎの水」とか途中に

ある  

 

 

やっと「奥の院」入口までたどり着いた。本堂の左奥にあるのだが、この入口は何回か見た記憶

がある（つまりココから先は行ったことがなかった）  

 

本堂前。竹伐り会式の準備が進んでいた。左側が「丹波座」右側が「近江座」  

 

デカデカと掲示が  



 

場所を確保してから１時間２０分（ジッと座り込んでいたので疲れが取れた！）  

 

午後２時、イヨイヨ始まる。後ろから参加者達が入ってくる  

 

 



 

この方が「導師」と呼ばれる一番エライ人  

 

導師：信樂香仁貫主（１９２４年、京都府生まれ。鞍馬寺貫主、鞍馬弘教管長。京都府立第二高

等女学校卒業）  

 

「御使」と呼ばれる「稚児」達  

 

「大惣法師仲間」と呼ばれる実際に青竹を切る僧達。かつての僧兵の「いでたち」と言われる  

 



 

イヨイヨ儀式スタート  

 

導師と御使が並ぶ  

 

御使が近江座の法師達に「竹伐りの神事、めでとう候う」「丹波座の竹、見事に候う」などと言っ

ている（丹波座にも言う）「七度半の御使」という  

 

イヨイヨ青竹切りが始まる。コレは本堂に向かって右の竹なので「近江座」の竹切り  



 

各座、２回切るが一度では切れない。もっとも少ない人でも２回掛かって切り落とす  

 

 

左の竹なので「丹波座」の竹切り  

 



 

刃が竹に食い込んだ瞬間  

 

何回も同じところを切り、やっと切り落とす  

 

 

こうして竹伐りは終わる。ちなみに、今年も丹波座が５年連続で勝ったとのこと。  

 

続いて「法楽」という舞楽が舞われ会式は終了。  



お疲れ様でした。 

貴船から鞍馬に登るのは大変だってでしょう。 

私なら鞍馬から貴船に向かいます。 

時間の関係で仕方なかったでしょうか。 

 

信樂香仁さん、もうお歳は９０歳以上。元気ですね。 

９０歳になられた時に講演（お話）を聞きに行きました。 

 

そのときは、毎日鞍馬の九十九折れの坂道を往復されてました。 

今も続けられているのでしょうかね。 

 

今年は近江座か丹波座のどちらが勝ったのでしょう。 

私が見た時は丹波座が勝ちました。

> 仙ちゃんさん 先に貴船神社に行ったほうが、早く帰れると思ってそうしたのですが、歩い

てみて解りましたが、鞍馬寺から貴船のほうが登りが少なかったでしたね  

 

信楽香仁さん、歌のほうではかなり有名な歌人と云うことを聞きました。 

ほんとにお元気そうな方でした！ 

 

 

帰りは「きらら号」に乗って、来た時と逆のコースで帰った  
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今年も丹波座が５年連続で勝ったとのことでした。

若い頃、確か同じように行った記憶が   

それ以来足が遠退いてしまいました(笑)  

 

貴船は涼しくて良いですよね

この三月に娘と貴船側から鞍馬へ登って大変でしたよって話ししたのに～  

でも高橋さん下りの方が腰痛くなられてたのでこちら側からので今回は正解だったのか

も！ 

鞍馬のお婆ちゃんの息子さんも行事に出るって言われてたのはこれだったんだ～ 

今度会ったら内輪の話しでも聞いてみようかな(o^^o) 

> のつのつさん タイヘンだと言われていたのはなんとなく覚えているような感じでしたが、

この道であったことに結び付きませんでした  

 

でも今は確かに登りのほうが、下りよりやり易かったでした！ 

 

「行事の裏話」とても興味がありますね～ 

竹を切る練習とか、しているんですかね？ ナカナカ切れるものではないですよ！ 

ゼヒ、いろいろ聞いてみてください！ 

何かおもしろい話が聞けたら教えてくださいませ

> みゃおさん オオッ！ 登られたことがあるとのこと！σ(^_^;) 

 

一度通行したらもうイイ  

という感じですよね  

 

鞍馬寺に行かなければ、涼しいままで過ごせたのですが・・・ 

貴船に行かないで、岩倉で途中下車して「実相院の床みどり」を見たほうが良かったか

な？

実相院かぁ、行ってないなぁ   

 

ほんと、あのルートは二度とごめんです、  

確か７月で、寝込みそうになりましたもん

> みゃおさん けっこう迷ったんですよ

実相院近くの病院の喫茶室から見る比叡の山々の景色は格別です^_^ 

行く機会があれば是非！

> jinkan_mizuhoさん 病院の喫茶店ですか！ ソレは穴場ですね！ そのうちゼヒ

貴船から鞍馬ルートは反対側の倍大変ですよね。お疲れ様でした( ;ﾟдﾟ) 

いつか川床を体験したいと思いつつ値段に怖気ついてまだ一度も入ったことが無いですｗ 

 

やっぱり貴船は写真だけでもテンション上がります～ 1年に一度は立ち寄りたいですｗ 

それにこんなお祭りに出かけられるなんて・・・すばらし♪

> escassyさん どうも遅レスで恐縮です  

 

地図で見た時には、大したことないと思ってしまったのですが、地図だと横方向の距離は

大したことなくても、ウッカリすると高度差を見逃してしまうことがあります・・・ 

 

今回は、そのイイ例となってしまいました！  

 

貴船の川床も、高くない店もありました！

> datekoさん 貴船は、何と言っても「夏」行くのがサイコーですね！ 

確かに涼しい ですね 

 

鞍馬の祭は、ユニークなのが多いんですよ！ 日本の超能力者も集まるという５月の「ウエ

サク祭」（http:// power-s pots.jp /Wesak/）とか、１０月の「火祭り」とか(^_^)
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> テイスティ高橋さん　 

10月のお祭りは昨年うちの部屋に泊まった外人情報で初めて知りましたよ♭ 

やっぱり、いつでも行けるしめずらしくないよ...みたいな地元の空気に少し飲み込まれつつ

あるような...負けずにばんばるぞ！
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