
小型船舶免許の失効再交付手...
有効期限が切れても再交付できます。昔の古い

免許でも、紛失していても可能です。

 

<< テイスティ高橋の日記一覧へ 前の日記  |  次の日記

今日は今月滞在最終日だが、朝ドシャ降りとなった。午前中には止むとの予報なので、今日午

後に予定していたコイン・ランドリーに８時に行く。  

 

９時前に突然雨が止んで日が差してきたので、９時に我が庵を出たらまた小雨になった。天気が

不安定なので、まずは「京都国立博物館」の特別展「徳川将軍家と京都の寺社 -知恩院を中心

に-」を観に行くことにした。  

 

特別展パンフレット  

 

 

徒歩２分の「太秦映画村前」から６３番の京都バスで「京阪四条」で下車。京阪電車「祇園四条」

駅から「七条」駅で下車。  

 

いつも思うのだが京阪電鉄の特急は、「特急料金」ナシで「何でこんなにピカピカで豪華なのだろ

う？」  

 

関東ではありえない（別料金制ならある）。阪急電車の人気が高いのもウナづける・・・  

 

「七条通」を徒歩５分ほどで京都国立博物館に着く  
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入口。地味な企画だから、かなり閑散としている  

 

展示は、徳川家が浄土宗徒であり、徳川家が浄土宗総本山「知恩院」を積極的に整備拡張した

ことがわかった。  

 

昼前、博物館を出て京阪電車「七条」駅前のマクドで昼食後、七条駅から「清水五条」駅で下車。  

 

実は最近知ったのだが・・・、ダレでもよく知っている「八坂の塔」、つまり「法観寺の三重塔」は拝

観できるそうなので（拝観料：４００円）、観に行ってみることにした。  

 

写真左端は「建仁寺」の南門。その前の「八坂通」を登っていくと八坂の塔に着く（写真右端遠く

に見えている）  

 

よく京都のポスターなどイチバン見るショット  

 

八坂の塔に着く  

 

 

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



 

向かって右横に拝観受付があるが・・・  

 

なんと「本日閉山」だって・・・　炭鉱でもあるまいに！  

 

仕方ないので次に行く・・・  

実は我が家も浄土宗なのだが、法事用の数珠（じゅず）を入手したく、総本山：知恩院の売店を

見に行く。  

先ほど博物館で知恩院の歴史について学んでいたので、また違った目で見られておもしろい。  

 

以前、特別公開で拝観した「方丈庭園」が拝観ができる（拝観料：５００円）そうなので入ってみ

た。  

 

コレが「大当たり！」  

以前入った時は大混雑だったが、今日はダレも居なかった。広い池泉回遊式の庭園をたったひ

とりだけで鑑賞し、撮影しまくった！　法観寺では見事フラれたが、リベンジなった。  

 

大方丈前庭園。入口から奥を撮影  



 

大方丈説明板  

 

 

奥から入口を撮影。修復中の「御影堂」ドームが見えている  

 

慈鎮石  



 

大方丈前庭園パノラマ撮影  

 

小方丈前庭園。奥に向かって撮影  

 

上の写真の反対側から撮影  

 

小方丈前庭園パノラマ撮影  

 

小方丈前庭園　奥から撮影  



 

ちょうど青サギが来て、モデルになってくれたのでアレコレ撮りまくる！  

 

 

この写真を見ていると「狩野派の障壁画」か「襖絵」のようだ・・・　彼等が描いている絵は、実写

が元になっていることが理解できた！  

 



 

ずいぶん撮っちゃった  

 

 



 

イチバン奥の「二十五菩薩の庭」解説板  

 

二十五菩薩の庭。奥に向かって撮影  

 

上の写真の奥の門内にある家康・秀忠・家光をまつる「権現堂」  

 

二十五菩薩の庭。奥から撮影  



 

 

二十五菩薩の庭パノラマ写真  

 

この間、拝観者は２人組ひとつだけだったので、かなりマンゾクできる写真が撮影できてラッキー

だった！  

 

知恩院は「北門」から出て、「華頂通」を下っている時に、近くの「白川橋」近くに「明智光秀」の塚

があることを思い出し、見たことがなかったので寄ってみることにした。  

 

白川沿いの道から奥左側  

 

電信柱の左に供養塔が見える  



拝観出来るとは知らなかった！   

今度行ってみます！  

 

庭が素晴らしいですね   

青サギって絵になるんですよね、好きな鳥です   

 

首塚の近くに和菓子屋があるでしょ？  

首塚の手入れを誉めるとめっちゃ喜ぶねんよ(笑)  

運よく１回入りましたが、八坂の塔が確実に開いてるのは、ゴールデンウイークですよ。あ

れから何回も前を通りましたが、祭日など人が多い日でないと開いてないみたいです。私

の感ですが。　　アオサギさんはモデル慣れしてるみたいですね（笑）　ポイントもよくご存

じで。

あら？もうお帰りですか？梅雨ですからね～ 

 

京阪電鉄は、近年すんごい勢いがあります！ 

京都→大阪間を電車で繋ぐ地点が、最強なんですよ（n‘∀‘)η 

京都の四条から大阪の中之島！ 

観光地、ど真ん中、両極を繋いでいるので、JRより勝っています(笑) 

駅ビル開発も盛んです♪ 

 

光秀の首を埋めたとされる場所。お堂が建っていた  

 

 

地下鉄「東山」駅から、終点「太秦天神川」駅で下車。  

徒歩でコンビニにより帰った。  

 

●特集陳列　徳川家康没後四百年記念  

　徳川将軍家と京都の寺社─知恩院を中心に─↓  

http:// www.kyo haku.go .jp/jp/ project /2016_t okugawa .html  

●知恩院 方丈庭園↓  

http:// www.chi on-in.o r.jp/04 _meiho/ ken/hoj yot.htm l  

 

今回は、季節柄、雨も多かったが、低い山ながら、山を三つも登ってしまった・・・  

 

※ 明日朝、出京しますので、今回の京日記はこれで終了いたします。閲覧、コメント下さった

方々には、改めて御礼申し上げます。  

 

コメント

イイネ！（12）  escassy  ☆マカロン☆  マ～サン  よっし～  あまね  jinkan_mizuho  

のつのつ  Kuri  いちこ  まれびと  

コメント

コメント

コメント

みゃお 2016年06月21日 19:09 

紫雲英 2016年06月21日 19:46 

まれびと 2016年06月21日 20:16 



 

また元気にお戻りくださいね～♪ 

又々鷺さんと遭遇ですね！ 

広い方丈庭園をほぼ独り占めとはうらやましい。鷺さんもこころなしかポーズをとってくれ

ているような…。(^o^) 

八坂の塔は残念でしたが高橋さんの場合はこれからも何度でもチャンスが有りますものね

  

今回も色々と楽しく拝見させて頂きました。 

次回も楽しみにしています。

京阪電車の豪華さは別格ものですね！南海電車に京阪電車を見習って欲しい  

 

知恩院さんにこんな素敵な庭園がある事も、八坂の塔に入れる事も全く知りませんでした

(＊ﾟ◇ﾟ) 

 

来年のGWに行ってみたいな～！ 

京阪電車の乗り心地と静けさは最高なんだけど、いかんせん、カーブが多くてスピードが

出せない。 

ＪＲ、阪急には時間では勝てないですね。 

 

法観寺（八坂の塔）は不定休だけど原則、土日は拝観できますよ。　 

ウイークデイは先ず拝観はできないです。 

 

知恩院は石垣が多いですね。 

これぞ、徳川が目指した京都の動きと御所を監視するための城郭建築だったことが分かり

ますね。

京阪は阪急を宿敵としていたようですが、もうすぐ特急料金も取られるとの噂もまことしや

かに出ているらしいですよ～。 

高橋さんの日記を見ていると、知恩院にしてもメジャーな場所、そうでない場所、改めて京

都って本当奥深くいつでも色濃いですね～。。。

> みゃおさん このあとのコメントを読むと、拝観と言っても、かなり不定期みたいですね

 土日ならまずOKみたいですが・・・ 

 

この庭園は、由緒あり優れた庭なのにあまり知られていませんね  

 

そういう和菓子屋 さんがあるのですね！

> 紫雲英さん 私は八坂の塔を通過するのは平日が多いので、今まで気が付かなかったよ

うです  

 

ひとつ解ったのは、鳥は、ああいう場所が本来スキなのでしょうね・・・ 

ソレを見た絵師達は、見たままを描いた。その絵が美となった、という感じがしました！

> まれびとさん やはり、雨が続くとねえσ(^_^;) 

 

京阪が、チョっと前、私鉄ランキングで第１位になったことを知りました！ 

 

なんとなく解る気がします

> Kuriさん 京都は庭園、広い境内、広い公園が多いセイか、鷺、鴨始め野鳥が街中でも

頻繁に目撃できますね  

 

それで、ちょッと思ったのですが、鳥はきっとああいうポーズが自然なのでしょう。その姿を

描いているうちに、美の標準になったのではないか？ と 

 

この日は、近くの円山公園も激空きだったので、観光客が少ない日だったのでしょう。こう

いうチャンスはナカナカ無いのでラッキーでした！ 

 

ひとりで森閑とした名園に居ると、不思議な気分になってきます。京都の醍醐味でしょうか

ね

> のつのつさん おけいはん の人気は、ブラタモリで放送されたこともあり、関東でも人

気が出てますよ  

私鉄ランキング１位だし  

 

マイミクのTさんなどは、京阪電車と鉄道博物館が目的で京都に来るくらいですから

 

 

方丈庭園は、ああいう時もたまにありますよね  
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本来、庭園はひとりで鑑賞するものだと思いました！ 

静かで座禅 しているような気分になりましたよ

> 仙ちゃんさん 京阪電車は、ブラタモでも取り上げられて関東でも人気が出てきました！ 

 

横浜の自宅の横を京浜急行という、京阪と同じ標準軌の私鉄が通ってますが、やはりカー

ブが多いのですが、スゴイ揺れながら猛スピードで走っています。「赤い貨物列車」などと

悪口言われています  

 

スピードと乗りごごち、どちらを取るか難しいところですね  

 

法観寺は、土日に行きます  

 

知恩院は、確かに石垣で覆われているという感じですよね！ 

二条城が落ちたら、知恩院に籠る意図もあったのでしょうね・・・

> datekoさん 関東だと東武のスペーシアに似てると思いましたが、普通はあの程度の高

級感あると特急料金取りますよね～ 小田急ロマンスカーとか。 

 

６月下旬は、京都へ来る観光客はグッと減るようです。円山公園なんかもガラガラでした！ 

 

それだけに庭園鑑賞には、実は最適なのかも・・・ 新緑だし、コケはサイコーの状態だし、

来月になると日差しでコケは茶色く、祇園祭で人は増えるし  

 

アッ！ でもdatekoさんところは、観光客多いほうがモチイイですよね

この青サギ君、本物ですか！？それともディスプレイですか！？あまりにも風景にフィット

していますね(^－^) 

> 友木さん モチ！モノホンです！(^_^) 

 

きっと昔は、こんな状景は当たり前の普通の風景だったのではないかと思います  

 

昔がいろいろ残っている京都だから、観ることができたのだと思います！

> 友木さん 人が居ないと、青サギも安心して長居できて、こういう状景は、ワリに観ること

ができるのでは？ 

> テイスティ高橋さん　 

スペーシアって浅草から鬼怒川行くやつでしたっけｗ箱根ロマンスカーなども確かに阪急

の美しさはすばらしいですね♪ 

6月の京都は私のところもそうですが、私の好きな錦のお寿司屋のおかみは一番閑散期だ

とおっしゃってました。 

他に9月や2月も冷え冷えとしてますよ～＞＜ 

そんな閑散期に京都の庭園鑑賞のベスト時期を発見するなんて、、高橋さんはホスト向き

ｗ

> datekoさん 京都の庭園は、特にコケが「ウリ」なので、実は、コケにとっては６月がベス

ト・シーズンなんですよ  

 

関東は京都よりずっと乾燥しているので、コケの優れた庭園は山すそ以外には無いのでウ

リにできなのですよ・・・ 

 

しかも「新緑」の季節でもあるし！(^_^) 

 

京都市の観光課も、この事実をもっと重視して「６月は庭園美の京都」とか大大的に宣伝

キャンペーンすればイイのにね
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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

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

テイスティ高橋 2016年06月22日 10:40 

テイスティ高橋 2016年06月22日 10:49 

友木 2016年06月22日 11:34 

テイスティ高橋 2016年06月22日 12:12 

テイスティ高橋 2016年06月22日 12:16 

dateko 2016年06月23日 00:29 

テイスティ高橋 2016年06月23日 15:35 



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.


