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我が庵の近所に「法金剛院」という「ハス」の名所がある。  

「待賢門院桜」や「アジサイ」「スイレン」の名所でもあるのだが、ナンと言ってもハスでは「京都随

一」との定評がある。  

 

ＪＲ「花園」駅のナナメ向かいにあり、花園駅から乗車することが多いので「盛りのうちに観に行

かなきゃ」と横目に通り過ぎていた。  

 

昨日から少し腰が痛いので（疲れが出たか？）遠出はやめて、今朝、開門時間（午前７時）に合

わせて行ってみることにした。  

 

※ 蓮の花の最適な観賞時間は、朝７：００～９：００とされている  

 

我が庵から徒歩１０分ほど。歩道奥左の緑の場所が法金剛院。道路は「丸太町通」、青信号の

後ろに花園駅の駅舎が見える  

 

山門はバス停のナナメ後ろくらい  

 

法金剛院　山門  
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７時５分頃に着いた  

 

中門。入ると左が拝観受付  

 

さすが蓮の名所！　早朝からけっこう拝観者が来ている  

 

本堂横  

流れ者 

それでも言いますよ、望んで生んだんで

しょ？って 
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池の蓮。蓮は極楽に咲くという・・・  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

本堂には寄せられた蓮の写真が展示されている  



 

 

「ＫＢＳ京都」が撮影に来ていた  

 

仏手柑も植えられている  



 

まだ緑の仏手柑  

 

仏手柑の花。初めて見た！  

 

 

 



 

 

 

コイン・ランドリーに寄り、９時前に帰った。  
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この暑さですからね、ついどこかが悪くなりますね  

私は偏頭痛がやっと軽くなり、トイレにこもらずに済んでます。 

 

蓮の名所だったんですね、 

清々しくて凛とした花ですよね、大好きです。 

来年は見てみようと思います  

 

腰、お大事にしてくださいね。

名所なのですね～～見事に咲いてますね！ 

仏手柑の花 素敵なフォルムですね！初めて見ました

> みゃおさん きのうの「お曳き初め」が効きましたな  

 

アレかなりチカラ出さないと動かないのですσ(^_^;) 

 

実際、停止命令が出てないのに何度も止まっちゃって、その度「ハーイ！曳いて曳い

て！」って煽られちゃって  

腰入れちゃって、汗ダクでした！ 

 

ゴクラクにはハスの花が咲いている池があって、そのまわりをお釈迦さまがブラブラと、朝

の散歩をしているのだそうですσ(^_^;)

徒歩十分とは羨ましいです( ;ﾟдﾟ) 

 

蓮は咲く時間が早いので朝早くから見られるのがありがたいですよね  

蓮は勿論、ここの阿弥陀如来坐像にも圧倒されます  

法金剛院の蓮を見に行こうと思ってたのですが今年も無理かな(^^;; 

 

それにしても、あの建礼門院桜のお庭が一変して蓮の花だらけですね  

 

すごく見たかったので写真が嬉しいです(≧∇≦*) 

ありがとうございます(*^_^*) 

しばらく鑑賞します！

> AIR Keiさん　法金剛院は、山門にも掲示されているように「花の寺」として関西では名高

いそうです。こんな寺が、近くにあるというのは幸せなことですねえ  

 

仏手柑は食べられるそうでビツクリしました！ 

花は、今日初めて見ました！

> escassyさん　誠に！ 法金剛院は花で売っているお寺ですから、近くにあってウレシイで

すねえ(^_^) 

 

そうそうこのお寺の仏像はデカイのが（こんなイイ方しては失礼でした）多いんですよねσ

(^_^;)！ 

 

しかも平安・鎌倉時代の古い仏像が多くて、花だけじゃない！ という厚みがありますよ

ね！

> のつのつさん　ご一緒に拝観したので、スグにピンと来るかと思いますが、あの池は一

面のハスの群生になってて、それで半分、残り半分は、たくさんの鉢植えになっているので

す！ 

 

今月いっぱいは見頃とのことで、自転車で観に来る価値はあると思います！ 

拝観料は、５００円でーす！(^_^)

蓮の花は泥水が濃い程大きな花を咲かせるとか  法金剛院の蓮美しいですね。泥水か

ら清らかな花を咲かせる姿が仏法に通じるとして仏像の台座に用いられる様になったので

しょうね。 

琵琶湖の蓮が昨年は沢山有ったのに今年は皆無、花どころか葉さえも全く無くなってし

まったそうですね。原因は諸説有るものの未だ不明との事。管理が大変だとは思います

が、蓮の花とお寺の景色 失いたく無いですね。 

上野不忍池の蓮を近々見に行くつもりです。 
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わぁ～これだけ咲き誇っていると、まさに極楽浄土。 

開門時間が早いのもうなずけます。 

 

以前、三室戸寺を昼過ぎに訪れた時は、みんなお昼寝してましたので^^; 

 

仏手柑は、以前、千本釈迦堂で見ましたよね。 

少し前のことなのに懐かしいです☆ 

> Kuriさん アチコチの蓮池を見ますと、どうしても芥川龍之介の名作「蜘蛛の糸」を思い出

してしまうのです  

 

早朝、御釈迦様が、極楽の蓮池を散歩されていると、蓮池の底に見える地獄で、カンダタ

という悪行の限りを尽くした男が喘いでいるのが見えたのでした・・・ 

 

そして御釈迦様はカンダタをハスに居た蜘蛛の糸で救おうとされるのですが・・・ あとはご

存知だと思いますσ(^_^;)！ 

 

この光景が目 に浮かびます

> ひろえんぴつさん やはり極楽を想起されますか！  

 

私もでして、すぐ上のKuriさんへのコメントのような話を思い出してしまいますσ(^_^;)！ 

 

ハスの清らかさのようにはナカナカなれないですねえ   

ソレで最後に糸を切られるハメになっちゃうワケですが・・・ 

そんな経験多い私です！
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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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