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午前１１時１６分、新横浜駅よりこだま号に乗車。１４時４４分、京都駅に着きました。  

 

今月はナカナカ在京日程が決定せず「ぷらっとこだま」という、安い乗車券の申し込みが出発間

際になってしまい、空席を探すのにひと苦労しました。  

 

その結果、京都駅に１４～１５時（中途半端な時間）に着く列車が、最も空いていることを発見し

ました。またそういうワケで、初めて最後尾１６号車の最後の一つ前の席になってしまった。  

 

新横浜駅ホーム最末端乗車口より乗車  

 

遅い時間に着いたものの、まだ日暮れまでには間があるので、第４１回「京の夏の旅」-有栖川

宮旧邸- 特別公開を観に行くことにした。  

 

地下鉄「京都」駅から「丸太町」駅で下車。徒歩５分ほどで「下立売御門」が見えてくる（前は「烏

丸通」）。  

 

下立売御門のナナメ向かいが、-有栖川宮旧邸- 有栖館  
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有栖川宮家は元々、御所の真ん前にあったが、明治時代に絶家して、現在地に移築され「京都

地方裁判所」の建物として使用され、現在は「平安女学院」によって保存されている。  

 

特別公開のタテカン  

 

門を入って、斜め正面の玄関  

 

玄関から、振り返って入口の門を見る  

桃色伯爵 

会社を巻き込むような内容かね。 

68 view
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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



 

玄関から室内へ  

 

上の写真の左側の「客間棟」。ガラス戸の向こうの庭は、１１代「小川治兵衛」の作庭。板の間は

１５畳の「能舞台」  

 

上の写真奥から玄関（左奥）方向を撮影  

 

「植治の庭」として作庭  



 

 

客間棟の裏の「住居棟」につながる廊下  

 

上の写真右のガラス戸から見える中庭。奥に住居棟が見える  



 

住居棟和室には、平安女学院歴代の制服が置かれていた。平安女学院の制服はカッコイイの

で、京女子のアコガレだったとのこと  

 

明治最末期の美人女学生。バックル・ベルトが、チョーカッコ好かったとのこと  

 

和室から中庭を望む  

 

上の写真の廊下左を進むと、再び玄関にもどる。要するに有栖館は、ロの字型になっていた  



 

１８時から、マイミクのみゃおさん、datekoさんと飲む約束で、「丸太町」駅にもどり「四条」駅で降

りる。  

 

四条駅から「三条新町」まで歩く。今日は「宵々山」なので、かなりの人出。写真は「函谷鉾」  

 

みゃおさんと落ち合い、三条新町の「月とかげ」という居酒屋に入る。すぐにdatekoさん到着  

 

容器が「祇園祭バージョン」になっていたのがオモシロかった。天麩羅がオイシイ店。写真はハ

モ・エビ・なすの天麩羅  

 

「ハモのおとし」も美味しかった・・・  



有栖館は守備範囲。 

写真に写っている仲間が誰だか分かります。 

 

祇園祭３連荘、１日だけ参加しましたが、明日はゆっくり休んでくださいね。 

お疲れ様！

 

結局１０時半過ぎまで居続けてしまった！　明日は強行軍？なので、とにかく？お開きにした・・・  

 

外は「ホコ天」になっていた！　写真は烏丸通  

 

四条河原町交差点付近。写真中央は四条通。奥は四条大橋方向  

 

このへんで解散し、阪急「河原町」駅から「大宮」駅で下車。嵐電「四条大宮」駅より「太秦広隆

寺」駅で下車。コンビニに寄り、我が庵に入る。  
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ツキトカゲでの合流ありがとうございました  

何度も京都の雑誌でチェックしてきたお店だけに感動でした。しかしよく飲みましたね～

 

オススメ頂いた有栖川宮旧邸も今日訪ねることができたおかげで、お写真の描写と庭園前

でご案内下さった方のお顔や話し方がリアルに浮かびます👁解説下さった方がエンター

ティナーで面白いと思っていたらやはり仙ちゃんのお知り合いだったんですね  

パワフルな3日間、お疲れ様でした

次回は、桜満開の季節の旧有栖川邸（きゅうありすがわてい）に来てくださいね。枝垂桜が

みごとです。http:// photo.m ixi.jp/ view_al bum.pl? album_i d=50000 0055838 177&own 

er_id=9 873863

おはよーございます♪ 

お帰りなさいませ＼(^^)／ 

祇園祭りバージョンの器、ええですね～ 

京都が一番賑やかになる日、ワクワクします。 

リポート楽しみにしています♪

今日、貴船神社で「日本酒さんぽ道」なるイベントがあるみたいですよ～(*^^*)

あんだけ飲んで一睡も出来ずで、リタイアもやむなし、 

なんて今更ながら思います  

でも、やっぱり楽しかった！ 

だから良いや  

これも経験、来年はリベンジします。

> 仙ちゃんさん 有栖館では、ご説明を聞くリッパな椅子もセットしてあり、詳しいご説明を

ジックリ聞くことができました  

 

上の写真の客間棟の中央に立っていらっしゃる方ですね。丁寧でしたよ！ 

 

過去、宵宵山、宵山の夕方以後は、避けていましたが、今回初めて行ってみてその熱気と

混雑には驚きました！ 

 

特に、夜の歩行者天国は規模と言い、人出と言い、恐ろしいモノがありますね～  

 

あんな広範囲大規模に渡るホコ天、横浜で記憶がありません！σ(^_^;) 

都人の祭に掛ける情熱というものを感じました！ 

 

さすがに本日18日は、休みます(^_^) 

 

> datekoさん どうもお疲れ様でしたあ  てんぷら 美味しかったですね！ 

 

祇園祭は「ハモ祭」とも言うのだそうですね！  

 

だけど同じ関東者としてお尋ねしますが、あのホコ天の規模は東京でもあるんですかね？ 

八坂神社から堀川通というと、銀座通りより長くない？ 

ソレで縦方向は高辻通から御池通までだからスゴイよね！  

 

有栖館は、落ち着いていて良かったですね！ 

忘れていたのですが、有栖館の近くに「護王神社」という健脚の名所があったのでした。

タップさんに教えてあげとけば良かったナ・・・

> とか爺さまさん 日記に書くの忘れたのですが、今春観に行きました。その時は、門の外

からしか観れなかったのですが、今回、内側から観て、モチロン葉桜なんですけど、２本の

桜だったんですね！ 

外から観ると１本にしか見えませんよね。

> まれびとさん いやはや、値段も祇園祭バージョンでしたが ・・・ 

アジ良しだったから満足しましたが！ 

 

ホコ天の大規模さにはビックリ(^_^) 

祭が生き甲斐？の京都人を感じました！
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> まれびとさん 〉今日、貴船神社で「日本酒さんぽ道」なるイベントがあるみたいですよ～

(*^^*) 

 

さすがに本日はダウン

> みゃおさん ココんところ、いろいろありましたからねえ  

 

祇園祭に集中できなかった心境、わかるつもりです！ 

 

来年は根性入れて、祇園祭に取り組んでください！

暴走しては頭をぶつける。 

何度繰り返せばなおるんだか  

でも、１度目よりは２度目のほうがマシになるから経験って言うんですよね。 

 

来年は気合入れて行きます！

> みゃおさん その意気！ その意気！

> テイスティ高橋さん　残念(-""-;) 

養生してくださいね～♪お大事に～

昨日は、お世話になりました。おかげ様で楽しい『祇園祭』となりました。(o^^o)ふふっ♪ 

おすすめの有栖川亭に行ってきました。最後の解説の時間に間に合いました。 

有栖川縁と竜の欄間。能舞台の板が『ハ』の形に組み合わせっていること。下に甕を埋め

ていたないので、音が反響しないなど、工夫がされているお屋敷でした。 

ガイドさんが、能舞台で太郎冠者の冒頭を演じてくださいましたが、『ガイドたるもの、みな

このくらいはできます。』と言われた時に、仙ちゃんもできるのかと思った。ぜひ、観たいも

のだと(°°;)＼(- -；)オイオイ 

 

お香は…一番強いものを先に効いたので、他の香がわからず、相変わらず粗忽だなと思

いました。ハイ(´･ω･｀) 

そのあと、detekoさんと京都御苑を散策して帰宅の途に就きました。(´･ω･｀) 

 

高橋様、detekoさん。一日、お世話になりました。ありがとうございました。 

本当にいい一日でした。感謝いたします。

追伸、有栖川亭の前の門は、『蛤御門』ではないと思う。下立売御門だと思う。 

御苑の中でも、detekoさんが居なければ、迷子になっていた私が言うのも変だけど…すい

ません(。_。；) ゴメンネ 

> まれびとさん ありがとうございます！  今日は休みました・・・

> たっぷさん どうも長時間、ご苦労様でございました  

 

「山鉾巡行・帰り鉾・解体」見物は、時間の無駄もなく、かなりスムーズに観ることができ

て、実に良かったでした！ 

また天気にも恵まれ、運が良かったでした(^_^) 

 

しかし、有栖館については失礼しました！  

そうですね！ 下立売御門でした！ 

お詫び致します  

 

もう一つ後で気が着いたのですが（上のdatekoさんのコメントにも書いたのですが）、有栖

館近くに「護王神社」という健脚の名所があったのでした。ご紹介すれば良かったと  

 

アタマが回ってないですね  

コレに懲りずにまたおつきあいください！ 

> たっぷさん　 

私が登場していたので一言。 

『ガイドたるもの、みなこのくらいはできます』　　こいつ何を言っているんだ  

私はできません （ｷｯﾊﾟﾘ）

> たっぷさん　 

いいお友達が京都にいる楽しみができましたね。 
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また来てくださいね。 

私は今年中に２回は東京に行きますからね。

いよいよ京都にコンチキの季節がやってきました。 

高橋さん、お疲れさまです。 

 

初日から、有栖館とは活動的ですね。 

お座敷や庭の写真を見ますと、島原の角屋に似ていると思いました( ^_^) 

 

マイミクさんとの散策も楽しそう( ´艸｀) 

京都の夏、楽しい計画がいっぱいでワクワクしますね

明治末期の女学生の姿が心に残りました。 

凛として美しい女性たちですね。 

しかし、今の人たちと違って身長の割には頭が大きい感じがします。 

ここ100年足らずの間に日本人の体型は随分変わってしまったのでしょうね。 

 

私も京都へ出かけて皆さまの教えを請うたりご案内をいただいたり、そして一献傾けたり

が自由にできる立場ならいいのに、と思います。 

時間的にも制約があったり、何より夫の手前出かけにくいという事情があります。 

よその奥様方はご主人の理解があるのでしょうかね。

「護王神社」の話は、「清水寺」「大将軍大日堂」と「神護寺」のセットで語った方が宜しいか

と思います。

> ひろえんぴつさん　だいぶ暑くなってきました。この日はまだ過ごし易かったですが。 

 

有栖館は、女学院の所有になっているので、どこか女性的な雰囲気がありました！ 

有栖川宮家は、最後の当主が女性だったからかもしれません。 

子供が無くて結局、明治時代に断絶してしまいましたが・・・ 

 

今月は大祭:祇園祭なので、オフ会も多そうです！ 

この日から連続３日間、マイミクさん達とご一緒させていただきました。 

来月は、よろしくご一緒させてください(^_^) 

> おけっとさん　実は私もこの写真が印象に残りました！ 

 

今、見ても美人で、けっこう現代的な顔立ち、綺麗カワイイといった感じですね(^_^) 

ちょっと声を掛けたくなりますσ(^_^;) 

 

７頭身くらいなのは、年齢のせいもあるような気がします。かなり若く１２～３歳くらいなの

かも、とか思いました。 

またパラソルなんて１００年前と、あまり変わってないような。今でも同じようなのお持ちに

なってる女性居ますね。 

 

奈良にお住まいでいらっしゃるので、近距離を生かしてお気軽にご参加くださいませ(^_^)

> とか爺さまさん　これらの関係性は、知りませんでした！ 

ゼヒお聞かせください(^_^)！

> テイスティ高橋さん　ポイントは、和気 清麻呂（わけ の きよまろ）公。護王神社（もともと

は、和気清麻呂が創建した神護寺に在った廟（護王善神堂）に始まる。）は、和気清麻呂と

姉の和気広虫を主祭神としている。刺客に襲われたのを、突如現われた300頭の猪によっ

て難事を救われたとの伝説から狛犬は、猪が鎮座。将軍塚大日堂辺りから桓武天皇と一

緒に京都盆地を眺めて長岡京から遷都を提案。スポンサーは、秦一族。和気 清麻呂親子

は、最澄と空海に援助。「神護寺」は、和気 清麻呂の氏寺。「清水寺」は、坂上田村麻呂の

氏寺です。

> たっぷさん　 

楽しかったですね～！ありがとうございました  

あのガイドさんのお能を真似て歩く姿が記憶に残ってます また京都にお越しの際はご

一緒させて下さいね。

> とか爺さまさん ナルホドね！ 

連想ゲーム的つながりがあるのですね！ 

面白いです(^_^)！
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