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今日は「前祭：山鉾巡行」の当日。  

観覧するのは、今年で３回目になる（まだ２０代のころチョッと観たことがあったが）。一昨年は強

い陽射しの下、昨年は、台風が近づきかなりの降雨の下、行われた。  

今年は、多少の雨が降るかもしれない天気予報だった。  

 

観覧する場所は、今年は変えようか？とも考えたが、結局、従来と同じ「河原町六角」の「ミーナ

京都」店前にした。  

マイミクのたっぷさん、datekoさんも同じ場所で観覧することになっている。  

 

我が庵から、徒歩２分の「太秦映画村前」から８時１２分発の６３番の京都バスに乗る。  

 

コレは新発見だったが、なんと今日だけバスの運行ルートが変更になっていたのだ！  

 

このバスは頻繁に利用するのだが、通常は「千本通」で右折する。しかし今日だけズッーと「川端

通」まで直進。ソコで右折して終点「京阪三条駅前」に着く。ほとんどの人は知らなくて、どうした

ら良いか？かなり動揺が広がっていた。  

 

コチラも「河原町三条」で降りるつもりだったが、通らないので終点まで乗って「三条大橋」を渡

り、９時少し前にミーナ京都に着いた。  

 

すぐにたっぷさんが見つかり、昨年後祭以来のご挨拶。たっぷさんも昨年後祭の巡行をこの場

所から観覧したのだった。  

今日は日曜日ということもあり、人出は例年より多少多いかな？という程度。  

 

９時２０分ころ、例年のように信号機が退避される  

 

 

９時４０分ころ、トップを行く「長刀鉾」が「四条河原町」交差点に姿を現す。「辻回し」前の撮影  
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辻回しが終わって、河原町通を進み始める  
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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



 

今年の「お稚児さん」と「かむろ」  

 

「河原町御池」交差点に向かう  

 

 

１０時半ころ、datekoさん到着。ココまで来るのに相当苦労されたとのこと（警備の警官に、別の

進路を指定されてしまうらしい）。  

この場所がけっこう空いているのに驚いていた。「河原町御池」交差点付近は身動きできない状

態らしい。  

 

※ この後、しんがりの「船鉾」までの写真は、時間が無いので後日、一括してＰＤＦファイルにし

てアップすることにしました。  

 

１２時チョイ過ぎ、最後の船鉾が近付く  



 

 

 

 

１２時１０分ころ、船鉾が通り過ぎたところで「新町通」の「帰り鉾」を観るため「六角通」を西に向

かって歩き始める。  

 

途中「六角堂」で小休止して「烏丸通」を渡り「室町通」を過ぎ、新町通は人だかりしていた。  

 

新町通に入ったとたん「函谷鉾」のご帰還に遭遇した。山鉾の通行のため新町通は、電線が横

切っていない  



 

 

新町通に入ると、この人達（「屋根方」という）のホンバンである。道が狭いから細心の注意を払

う  

 

鉾の真下、回転する車輪のスグ横で見上げるとスゴイ迫力！  



 

 

 



 

 

 

次に、超豪華で最も背が高い、人気ナンバー・ワンの「月鉾」が来る  



 

 

屋根方さん達、ヒッシの大奮闘！  

 



 

 

スゴイ５人も乗ってる  

 

何しろ先端は地上２５ｍあるので、柱が左右に大きく揺れる  



 

一定のリズムで「榊（さかき）」が、左右の電線に接触する  

 

山鉾が３基、渋滞状態になっている。コレは「四条通」で、辻回しをしたりするから後続の山鉾

は、その間「待ち」になる  

 

「鶏鉾」が来た  

 



 

「榊」の幅が最も広いので、常時、電線に接触状態  

 

 

真下で観る見送りは迫力がある  



 

後ろを振り返ると、ドンドン詰まってきている  

 

郭巨山（かっきょやま）  

 

菊水鉾  



 

ちなみに我が庵のチマキは菊水鉾。「不老長寿」とか  

 

 



 

岩戸山  

 

 

最後の船鉾（後で「放下鉾」が最後だとわかった）  



 

 

昨年もこのへんで観たが、ドシャ降りになって見るも無残な状態だった・・・  

今年は、結局、雨は降らず（パラッくらいか）、陽にあぶられることもなく、３年間で最もラクだった  

 

１時半を回り、３人ともスッカリハラペコ状態だった。近くの店に飛び込み、まずはビールで生き



返り、昼食する  

 

３時近くになって、店を出て新町通に出ると、ちょうど放下鉾が解体を始めていた  

 

車輪をはずす  

 

当然「軸受けベアリング」など使っていないからグリースをベットベトに塗っていたのだ・・・  

 

仕舞うにあたり、キレイに掻き取る  



 

ブチブチ縄を切っていく  

 

四条通に出ると月鉾、函谷鉾、長刀鉾が骨組みのみになっていた。やや寂しい気持ちがしてく

る。できれば見たくないキモチ  

 

１８時からの「神輿渡御：神幸祭」も観覧したかったが、おとといから強行軍だったので、かなり限

界。  

 

ココで解散することにして、地下鉄「四条」駅から「二条」駅で、ＪＲに乗換え「花園」駅で下車。

スーパー・マツモトに寄り帰った。  

 

※ なお明日１８日は外出しないので、日記はお休みさせていただきます 
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ご苦労様でした。 

私が子供のころは河原町通りを通らず四条通から寺町通（京極通）を通ってました。 

だから商店街の看板などに鉾の屋根がぶつかることも何度も見ました。 

何年かのちは新町通じゃなくて烏丸通を通るようになるかもしれませんね。 

 

「中高年のための京都」コミュの皆様も満足されたことでしょう。

今回は、前祭を見物できなかったのでありがたい写真と取材ですね。ありがとうございま

す。

いつもの場所はこんな日曜日と重なる人出が多い日でも穴場なんですね！ 

今日祇園祭のビデオを見てましたが、河原町通りは何重にも重なる人でしたよ！ 

 

帰り鉾、全部が通るベストポジションがあるんですね！屋根方さん達はこの為に上に乗ら

れてるのでしょうか？ 

一番の活躍所でどこかかっこいいですね!! 

解体の時に縄をブチっと切ってしまうのは知らなかったです。 

来年はこの解体からを見に行こうかな(^^)

詳しい説明、ありがとうございます。　私も縄を切ってしまうことは、知りませんでした。　

今年は前祭は人混みが半端無いと思い断念しましたが 後祭は楽しみたいと思います

マイミクさん達が北観音山の山建てから参加され巡行されるので、それも楽しみの一

つ 御神輿は相方さんも担がれるので一緒に行列に並ぶ予定です 体力が続く限り頑

張ります ２３日お会いできる事を楽しみにしています

> 仙ちゃんさん ソレは、面白いお話ですね！ 

 

四条通から寺町通に入るということは、当然、アーケードはなかったワケですね！ 

 

でも看板は通りに、はみ出していたということですね。今の新町通を通るような感じなので

しょうか・・・ 

 

観光客としては、烏丸通のような大きな通りより、新町通のような狭～い路を通ってくれた

ほうが、断然オモロいのですが ・・・ 

危険なことは危険ですね！

> とか爺さまさん どうも恐縮ですσ(^_^;)

> のつのつさん いつもの場所は、いつもくらいの人出で、気持ちチョイ多いのかな？ 程度

でした！ 

 

「日曜日だから行って観よう！」という人達は、よく知らない人達が多いので、電車駅の近く

に集まってしまったのではないでしょうか？ もしくは交差点周囲に集中したか？ 

 

datekoさんも交差点を突破するのにエライ手間取ったそうです。突破してしまえば、空いて

いたので拍子抜けしたそうですσ(^_^;) 

 

ハッキリ言って、新町通で帰り鉾を出迎える方が、はるかに迫力があり、面白いと思いまし

た！ 

 

最初からココで張ってるのがイイかも？(^_^)

> 紫雲英さん 正直言って、解体するのを見ているのは、寂しさを感じますねσ(^_^;)  

 

骨組みだけになるまで、ジッと見ているのは、ちょっと耐えらないです。 

 

釘を使わず、縄で縛り上げるだけで出来上がってるワケですから、最後、１本１本の材木

に戻すには、切っていくしかないのでしょう・・・ 

 

見てられなくて、スグに立ち去ってしまいました

> テイスティ高橋さん　すごく判ります。

> パエリアさん いつもの場所（三条六角）は、いつもくらいの人出でしたが、辻回しを観よう

と交差点が身動きできないほどだったそうですね！ 
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昨年、南観音山の御引き初めしたので、今年は、北観音山のお引き初めしようかと考えて

いたところでした！ 

 

御神輿を担げるのはイイですね！ 

私なんか、すでに体力的にムリですよσ(^_^;) 

 

２３日は、楽しみましょう(^_^)

屋根方さんの奮闘が、よくわかりました(◎-◎;) 

ほんま、ギリギリですね。電線が怖いこわい！ 

臨場感アリアリで、雰囲気がつかめましたよ♪有り難うございました。そして、お疲れさま

です(*￣∇￣)ノ大丈夫ですか？

高橋さんとご一緒させて頂けたことで仙ちゃんや京都粋な皆様の凝縮されたお知恵もこえ

てとにかくスーパーな祇園祭りを拝見させて頂けたと、非常～～～にっ、感謝しておりま

す！ 

ずっとずっと不思議なのですが、この日本の伝統の凝縮された三大祭りに、やたら異国情

緒溢れるディテールのこのお祭り。。 

本当に不思議。しかし大好きです。

> まれびとさん 見ていると結局、鉾が左右に揺れるんですねσ(^_^;)・・・ 

 

何しろ、縄で縛ってあるだけで、ボルトとナットでしっかり締め付けているワケではないので

 

 

その時、電柱のトランスとかにけっこう近付くので、気を抜けない感じがしました

> datekoさん イヤイヤ  

全てのシーンで、実にタイミング良くスムースに観覧できましたね(^_^)！ 

 

皆さんの普段の行いが良いセイでしょう  

 

この極彩色の派手さは、欧米人にも、理解できるし受けますよね～ 

ヨーロッパのカーペットなんか多用してるし
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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。 
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