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今日は、何人かのマイミクさん達と「祇園祭：宵山」の様子を見て回る計画をしている。  

 

８時半、我が庵を出る。昨日は曇りで、この時期としては、けっこうしのぎ易い日だったが、今日

は晴れてソコソコ暑くなるらしい。  

 

徒歩約１２分してＪＲ「花園」駅より「二条」駅で、地下鉄に乗り換え「四条」駅で下車。集合場所

の駅真上の三菱ＵＦＪ前で待つ。  

 

「四条烏丸」の三菱ＵＦＪ前より長刀鉾を眺める  

 

９時４５分、のつのつさん現れる。みゃおさんは体調優れず、ザンネンながら不参加となってし

まった。  

 

紫雲英（れんげ）さんと娘さんは、遅れるとの連絡があり、のつのつさんと近くのカフェで待機す

ることにした。昨夜帰宅が遅く、朝食を食べられなかったので、ちょうど都合よくサンドイッチを食

べることができヨカッタ。  

 

１１時前、紫雲英さん母子と合流。  

さて「ドコを見ようか？」ということで、皆、前祭は初めてではなかったので、まずは、過去じっくり

観ることがなかった最も遠い「油小路通」の山鉾（マイナーな山鉾？）から観て回ることにした。  

 

鶏鉾。山鉾も宵山、つまり巡行日の前日の昼ともなれば、掛装品もかなり装着された状態になっ

ていた  
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思い出してみれば、過去、宵山の日に山鉾を観に来たことはなかった。巡行日の３日前くらいだ

と、どの山鉾もまだ「骨組み状態だけ」である場合が多いので、初めて観る感じがした。  

 

綾傘鉾。過去骨組みしか見たことなかった  

 

綾傘鉾の角の装飾。玄武と白虎か？  

 

船鉾。昨年搭乗したが、巡行３日前だったので、こんなにフル装備していなかった  

 

困ったときには
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岩戸山。かなりフル装備に近い  

 

左は岩戸山の「見送り」の「ベネチア（昭和５４年新調）」  

 

昨年後祭の「中高年のための京都」オフ会で昼食した「烏丸仏光寺」の「かごの屋」に入ってみた

ら、運良く個室が空いていて昼食する  



 

昼食後、烏丸通を渡ると祇園祭ではかつて重要な拠点（神輿渡御があった）だった、ほとんどの

人は知らない「大政所御旅所跡」がある  

 

最も遠くにある「保昌山」。縁結びで有名なので若い女性に人気。  

写真左は、昨今はやりの「山鉾御朱印集め」の人達  

 

保昌山のご神体。山はまだ骨組みだけ状態で、会所２階に展示されている  



 

その「山鉾御朱印集め」だが、ダンダン人気が出てきたようで、ドコの山鉾に行っても大行列に

なっていた！  

 

祇園祭御朱印帳は、大体千円以上で売られている  

 

「白楽天山」でチョッと押してみた。「押印御礼」が１００～３００円×２３＋朱印帳１５００円＝、５０

００円以上掛かるのでヤメタ！ ソレに時間がかかり過ぎる  

 

ひところ話題になった関東ではまず見かけない「鶏肉専門店」。ホントに鶏肉しか売っていなかっ

た  



 

太子山。コレも骨組みしか見ていなかった  

 

 

油天神山。  

 

「見送り」が美しい。初めて観る  



 

 

木賊山の会所  

 

木賊山。初めて掛装品の掛かっているのを観た  



 

芦刈山。  

 

芦刈山。このライオンや胴掛けを真近で観るのは初めて  

 

四条綾傘。小さいが掛装品をまとっていると美しい  



 

だいぶ歩き疲れたので「三条小川」のカフェで一服。  

ソコへ仙ちゃんさんより着信。蟷螂山付近にいらっしゃるとのこと。合流することにした。  

 

蟷螂山。カマキリさん、昨年は雨で載せていなかった  

 

蟷螂山の四隅の金のカマキリ  

 



 

仙ちゃんさんは蟷螂山近くでビールを飲んでらした。datekoさんよりコチラに向かっている着信あ

り、菊水鉾へ向かう。途中の月鉾で「祇園囃し」をやっていた。練習？  

 

 

 

菊水鉾あたりに来ると、大混雑になっていてナカナカ進まない状態  



 

満員電車の中のよう！　屋外なのに人の密集で異常な高温になっている。アセがダラダラ・・・　

こんな経験は生まれて初めてか？  

どうしようもないので、とにかく烏丸通に出て、datekoさんを待つ。  

 

しばらくしてdatekoさん「錦小路通」から烏丸通に現れる。  

ココで、のつのつさん、紫雲英さん母子は、帰られる。  

 

仙ちゃんさん、datekoさんと、近くのワタミへ  

 

しばらくしてdatekoさんのカレシさん登場。話が弾む。仙ちゃんさん、用事にて帰られる。  

 

９時半前、明日は「巡行・帰り鉾・解体」見物なので、まだ話足りないところをとにかくお開き。  

 

ホコ天の三条烏丸。あの大きな烏丸通両側に延々と露店が並ぶ風景は、ある意味「絶景！」

だった。写真を撮っておけばヨカッタ！  

 

 

地下鉄「烏丸御池」駅から乗車。終点「太秦天神川」駅で下車。  



あと何年後になるのか判らないが、全部の山鉾の写真と解説の仕上げ。そしてご朱印満

願。祇園祭のときにしかいただけない八坂神社のご朱印。そして関連の御旅所のご朱印。

今回は、体調不良で引きこもりで残念でならない。

保昌山、一番離れた場所ですよね。 

カマキリさんはテレビで見ましたが、本物みたいになめらかに動いてました  

 

結局夏風邪をひいたし、諦めて正解でした。 

こんな人混みは無理です  

 

ま、残念な事になりましたが、一人で迷子にもならずに散策したし、 

楽しかったです。

次から次への山鉾巡行もワクワクして良いのですが、こんな風にじっくり鑑賞出来るのは

更に良いですね  

御朱印集めも昨今二分化されて来ました。 

スタンプラリー的な朱印はそれはそれで集める方も楽しいでしょう。確かに安くはないです

ね。四国を廻って身に染みています(^_^;) 

祇園祭りの御朱印帳なんてあるんですね(◎-◎;) 

押してもらうのも、有料とは(泣) 

ほんまにスゴい人出ですね～、こりゃ疲れるわw 

 

鉾をもつ町の人々は、誇らしいでしょうね♪ 

私は鉾町、八坂神社の氏子町で育ちましたから、宇治市に住むようになった今でも祇園祭

にはやたら興奮を覚えます。 

昨日は孫３号が我が家にやってきたもので、その可愛さを実感するためにお先に失礼しま

したが、これはジジイとして当たり前のこと。 

山鉾巡行日は人混みを避けて孫を連れて京都水族館に行きました。 

後祭りは祇園祭モードに入ってますよ。

まずはお疲れ様でした(^^;; 

とにかく夕方からの人混みは満員電車より酷い物がありますね  

道路を一方通行にしてしまうのも無理はないけど、流れが滞るのはちょっと辛かったです

ね  

人の熱気というものを肌で感じる事が出来ましたが、もう夜は勘弁かな(-.-;) 

と言いながら次は後祭の宵山ですね(^^;) 

今回はレアな場所まで山鉾を見に行けて楽しかったですね  

道を外れて小規模神社巡りも楽しかったです  

結構カフェやランチもゆっくり出来たし大人な祇園祭って感じで良かったです(*^ω^*) 

ありがとうございました(^^)

お世話になりました。親子ともども、しっかりと楽しめました。土日はやっぱり「すごい」です

ね。田舎者にとっては、未知の人込みです。迷子にならなくて良かったです。ランチも喫茶

もラッキーでゆっくりできました。またよろしくお願いいたします。

> とか爺さまさん そのうちゼヒ祇園祭全集を発表してください ！

> みゃおさん カマキリさんは、目の前にしばらく止まっていました！ 

 

蟷螂山から「拍手 をすると動きます」という説明があり、僕らの周辺で目一杯拍手する

と動いてくれました。 

 

「もっともっと！」とかはやし立てるのでガンガン拍手して、ついにはカマキリさん疲れてし

まったようでした  

コンビニに寄り帰った。  
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来年、再挑戦してください(^_^)！

> みゃおさん 保昌山は、縁結びで有名だそうで、若い女性で大混雑でした。 

 

レンゲさんの娘さんも「良縁求む」ということでチマキ購入してました。

その説もｗお世話になりましたｗｗｗ 

本来は夢！レベルの京都まみれの生活羨ましくも、ご一緒させて頂けることで垣間見させ

て頂けて、本当に幸せです  

実は宵山当日は私の会社の歓送迎会で、、京都市にあり生まれも育ちも京都市内の方が

多くも日程は多数決で決まったという悲しさ。。（シフト性のため会社の飲み会はいつも土

曜でして。）左京区や嵐山出身の教習所の先生方も祇園祭りは子供のころ１度行ったか

も？とのコメントだったし。。 

中京区以外にお住まいの方は自分の地区一番、祇園祭りはよその地区の祭りやし、とい

う意見を聞くこともあります、が、逆に言えば地元地域を愛する風土がちゃんと根付いてい

るとも思えて、よそ者の集合体の東京との違いを感じもします。 

 

そういえば、レンゲさんのお嬢様、本人がしっかりして求めていればすぐ見つけられそうで

すよねｗ 

母娘若くて品がよく、憧れでした。 

のつさんも仙ちゃんも何度もお目にかかれてコミュに入れてとにかくよかった  

って、コミュに書くところがあればよかったなｗ（いつかコピペで ）

> datekoさん　 きゃ～～～！持ち上げ過ぎ！　　どこかに穴はないかな？　　

> 紫雲英さん　 

先日もありがとうございました！ 

穴…それは紫雲英さんの読み方と人物が今までわかっていなかったことです  

またよろしくお願い致しますね💕

> Kuriさん ２３基全部回って、ひとつずつ丁寧に説明してくれるツアーだと所要時間４時間

で２５００円だそうです。 

昨年参加してなかなかイイです。 

 

御朱印集めも、テレビで講座やったり、最近はブームになってきてますねσ(^_^;)！ 

 

四国８８箇所全部だと、かなりの金額になるでしょうね

> まれびとさん 直前のコメントにも書きましたが、最近は、いろんな御朱印を考えだし

ちゃってますね～  

 

スタンプ・ラリーとは違うんだと、盛んに喧伝していますね

> 仙ちゃんさん どうもいろいろご苦労様です！ 

 

考えてみれば私は、夕方から夜の祇園祭は、今回が初めてでしたが、混雑ぶりといい、ホ

コ天といい、凄い盛り上がり方にビックリしました ！

> のつのつさん 前祭の宵山は、なるべく外していたのですが、今回、マトモに火中？に飛

び込みました！  

 

たぶんもう夕方からは、行くことはないと思います  

 

凄まじい混雑ぶりで、ロージンには、耐えらそうもありません  

しかし圧巻な光景で、生涯印象に残るでしょう

> 紫雲英さん 今回、回った山鉾は、私も丁寧に観察していないものばかりでした！ 

 

ナゼなら以前見た時は、骨組みだけだったので・・・ 

今回は、けっこう飾られてましたね(^_^) 

 

あのホコ天の大規模さは、横浜でも見たことありません  圧倒されました！ 

 

ほぼスムースにいって、ヨカッタです(^_^) またゼヒご一緒いたしましょう！ 

今度はご主人様も、お会いしたいです(^_^)

> datekoさん カレシさん、あんな気さくな京都人、初めてでした！  
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ネットを活用した宣伝とか、もっと話したかったけど、連日ハードスケジュールなので、セー

ブしましたが、またそのうち続きをやりたいですね(^_^)！ 

> テイスティ高橋さん　 

二人盛り上がりすぎで見てて笑えました  

今度は男性どおしでも勝手にやって下さい

> datekoさん あなた達の事業（おおげさに言えば）にも、興味があるんですよ！  

 

特にネットとの関わり部分で！ 

僕も顧問先の店舗のサイトのグーグルの上位表示に熱を入れたことあったから、興味深い

です

> テイスティ高橋さん　 

大文字の日、実はお部屋あるのでこの冷夏にぜひご一緒にいかがですか  

(準備前のお部屋のなので布団しかご用意できませんが機会があれば無料でどぞ！)
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