
ポケモン関連株の今後はどうなる

次に爆発力のある銘柄を先手必勝で予想！

 

<< テイスティ高橋の日記一覧へ 前の日記  |  次の日記

今日あたりは、後祭の「山鉾建て」の真最中なので、一時、祇園祭から離れ、第４１回「京の夏の

旅」-並河家住宅（並河靖之七宝記念館）- 特別公開と、細見美術館「伊藤若冲 -京に生きた画

家-」展を観に行くことにした。  

 

我が庵より徒歩２分の「太秦映画村前」から９時１５分発の６３番の京都バスに乗る。終点「三条

京阪前」で下車。  

今日は、朝から晴れて良い天気。３４度くらいになるとの予報。  

 

三条京阪前の「三条通」の一つ北の「孫橋通」なる通りを歩いて、まずは並河家住宅に行ってみ

ることにした。  

 

こんな通り知らなかったし、モチロン初めて歩いたのだが、時々オモシロい建物があったりして、

意外感あるウレシくなる通りだった。  

 

この銭湯「柳湯」というのだが、木造３階建でイイ雰囲気！  

 

要法寺（日蓮本宗）という、広い境内、巨大な伽藍を備えた本山寺院があった。こんな寺、知らな

かった  
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写真左の「三条通北裏白川筋」を進む。写真右は三条通にブツかる  

 

写真中央の「白川」に掛かる「石泉院橋」を渡って、スグ右側の建物が並河家住宅  

 

並河家住宅　入口  

 

ガガー～ン！　本日休館！　  

 

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



 

あわててスマホで調べ直して判った・・・  

つまり通常、月曜日が休館なのだが、昨日月曜日は祝日だったため、その場合は翌日が休みと

なるのだった。忘れていた・・・  

 

アッ！とオドロくタメ五郎！　するとこれから行く細見美術館も休館か？　はたしてそうであっ

た・・・  

 

どうするか？　徒歩３分の地下鉄「東山」駅改札口に行って、涼しい環境で考えた。  

先月、本州最北端の「大間」まで行って、「函館」行きのフェリーが運休だったのを知った感覚

が、フラッシュ・バックした。  

 

しかしソコがドコでも名所が密集している京都である・・・  

同じ「京の夏の旅」の「高台寺」特別公開に行ってみることにした。  

 

ナンでも「北政所」が大阪城落城のケムリを遠望したという「展望台」が、今回、初公開されると

いう。時々、時代ドラマで出てくる有名なシーンである。  

 

地下鉄「東山」駅から白川沿いに歩き、知恩院～円山公園～高台寺と１５分ほどで着いてしまっ

た。  

 

高台寺のポスター  

 

特別公開のタテカン  



 

今日はナゼか新緑が映えて撮れる？  

 

 

 

方丈前　枯山水庭園  



 

 

小堀遠州：作庭の庭園。日差しが強く、光量がタップリなのでハッキリキレイに撮れるようだ  

 

 



 

チョッと紅葉を感じさせる  

 

 

 



 

上に登っていく  

 

ねね、秀吉の「霊屋（おたまや）」  

 

更に上へ。利休意匠の重文「傘亭」  

 

利休意匠の重文「時雨亭」  



 

ココから上が、今回、初公開の展望台への通路  

 

 

 

今は、木が繁って大阪は見えない。京都タワーと「八坂の塔」が奇妙なアングル  



 

 

北山方面の展望。写真右の大きなビルは「烏丸御池」にある「京都ホテル」  

 

供養塔が建っている。北政所は、ココから大阪城が燃えるのを見たとのこと  



 

展望台を下ると、高台寺の入口タテカン前に出るようになっていた。  

 

スグ近くの「維新ミュージアム霊山歴史館」にも行けるのだが、休日の月曜日明けで、同じく休館

である。  

フト眼に入ったのは、高台寺のとなりの「霊山観音」。  

アチコチからよく見えるのだが一度も拝観したことが無かった（嵐山の千光寺大悲閣からも見え

ていた）。  

 

拝観してみることにした。拝観料３００円  

 

 

こうしてみるとスゴくお優しい御顔をしてらっしやる  

 

観音様のスペック  



 

ウラに回ると胎内に入れるらしい  

 

中には諸仏が祀られていた（暗くて撮影不可）  

 

ウラには慰霊堂とかイロイロあるが、この「人間関係守護」に引かれた。「良縁成就」も男女関係

だけではないのだ！（そちらは満たされている）  

 

それで「人間関係守護カード」というのを買ってしまった！  



高台寺には何度か行きましたが、あまりアレコレ見ていないわ  

緑が清々しいですね、気持ちが落ち着きます。 

 

私は 美術館へ行ってみました、 

休みでした（笑）

今日はカラッとした暑さでしたね。 

お天気がいいせいか、緑が鮮やかで、本当に美しい写真の数々を堪能させていただきまし

た。 

あ、もちろんカメラマンの腕がいいからに決まっていますが。 

 

高台寺、こんなにいろいろとみるところがあるとは知りませんでした。 

特別拝観は、いいですね。

夏の高台寺へ行ったことがないですが、高橋さんの写真テクニックもあるのか、本当にき

れいでビックリしてます  

絶対行かなきゃっ

霊山観音さん、気になっていたので、リポート有り難うございます♪ 

大き過ぎる像に、唖然としていたのですがw 

愛染明王さんが人間関係 

円満につながるとは、なるほど～！でした。

夏の高台寺に1度行きましたが、行くまでの道中で滝の様な汗をかいたのを思い出しまし

た(^^;; 

京都には結構町並みを見渡せるポイントが幾つもあるんですね！ 

暑くなければ行きたい所です(-.-;) 

愛染明王のカード私も欲しいな～ 

まだまだ行ってない京都が沢山で楽しみだらけです(o^^o)♪

並河家住宅周辺の小径は面白いですよね。http:// photo.m ixi.jp/ view_al bum.pl? album_i 

d=50000 0082165 563&own er_id=9 873863

 

霊山観音から「八坂の塔」に寄ってみたが、今日も拝観停止だった。  

「建仁寺」から「四条大橋」ワキの阪急「河原町」駅から「大宮」駅で下車。嵐電「四条大宮」駅か

ら「太秦広隆寺」で下車。スーパー・マツモトに寄り帰った。  
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> みゃおさん イヤハヤ  私としたことが・・・ とんだミスしてしまいました  暑さでアタ

マ回ってないですねσ(^_^;)！ 

 

交通費は高台寺と同じだから、ソンした気持ちもあまりないけどね(^_^) 

真夏なのにかなり緑が美しかったのには、ヤヤ驚きました！

私など、父ちゃんの仕事柄、祝日とは無縁な生活してますから、 

こんなんしょっちゅうです

> おけっとさん 高台寺に入って、アレッ？と思いました  

 

樹々の葉も、コケも、カンカン照りなのに妙にみずみずしくてねえ・・・ 涼しささえ感じまし

た！ 

 

鮮やかな緑のお陰で、写真も引き立ちました(^_^)！ 

 

高台寺、撮影禁止もあるのでけっこう見処ありますね(^_^)

> datekoさん 本来の目的場所は、閉館ばかりで、ソートー腐りましたが、高台寺のこの爽

やかな緑を見て、トクした気分になりましたよ  

 

写真テクニックは、何も使っていないので、この写真の通りの現実ですよ！

> まれびとさん マア、私もスケジュールが狂ったので、タマタマ拝観したようなワケでして、

たぶん霊山観音さんを目的に訪れることはなかったと思います  

 

でも、いろいろな神仏が安置されていて、バラエティーに富んだ名所だと思いました(^_^)！ 

 

愛染明王さんは、恋愛 のホトケ様ぐらいしか知らなかったです。恋愛も人間関係ですね

σ(^_^;)

> のつのつさん 今回の高台寺特別公開のうち、目玉が展望台の初公開だったので、行っ

てみる気になりました(^_^)！ 

 

ねねと秀吉、2人 して築き上げた豊臣の天下は、最終的に家康によって滅ぼされてしま

うワケですが、滅ぼされる時に、燃やされている大阪城の煙をねねはこの展望台から見て

いたそうですが、どんな気持ちで眺めていたのでしょうね？ 

 

自分の家を焼かれる気持ちだったのでしょうかね？ 

人生は虚しい 、とか思ったのでしょうか？ 

 

いろいろ想像できて興味深いです。 

最も、現在は木が茂って大阪方面は展望できないのですが

> とか爺さまさん 並河家手前の橋（石泉院橋）から眺める白川の風情は実にイイですね

(^_^) 夏は蛍も現れるとか

> テイスティ高橋さん　 

🏻

> datekoさん　？？？
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