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<< テイスティ高橋の日記一覧へ 前の日記  |  次の日記

今日は３日前、あえなく敗退？した、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-」展のリベンジである。  

並河家住宅は、木曜日も休みで、本日、再チャレンジするしかなかった！  

 

今日はなるべく歩かない方針（本格的に暑くなってきたので、体力消耗を避ける）。  

 

９時、我が庵を出る。今日も晴れ時々曇りの予報。聞くところによると、関東ではまだツユで連日

比較的低温とのこと・・・  

 

徒歩約１２分して、ＪＲ「花園」駅より乗車。「二条」駅で地下鉄に乗換え「東山」駅で下車。  

 

東山駅、東側の長～い通路を歩いて  

 

出たら、スグ左へ入る（写真左端に東山駅の表示あり）  

 

ホンの５０ｍほどで右折すると「白川」を渡る「石泉院橋」の右向こうに並河家住宅が見えてくる

（東山駅出口から３分ほど）  
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並河靖之（1845～1927）が生涯を掛けて開発販売した「有線七宝」は、ヨーロッパで大人気とな

り、展覧会の入賞金でこの屋敷（住居・庭園・製作場）を建てたのだそうだ。ちなみに隣りは、作

庭家（庭師）小川治兵衛宅  

 

並河家住宅（並河靖之七宝記念館）↓  

https:/ /www.ky okanko. or.jp/n atsu201 6/natsu tabi16_ 01.html #02  

 

［写真①］　並河家住宅入口（拝観受付）。特別公開のタテカンあり  

 

京都市の解説板  

 

［写真②］　写真①を入ると、左側手前が拝観受付。左側奥が「玄関」。正面が「通り庭（お台

所）」の扉  

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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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



 

［写真③］　写真左端が拝観受付の扉。写真正面が玄関  

 

写真②の正面の扉を開くと、通り庭（お台所）に入る。いわゆる「おくどさん」がある  

 

上の写真奥の引き戸から、玄関側を見る  

 

天井がものスゴく高い！  



 

通り庭の説明板  

 

拝観受付から、お座敷、お庭のほうに入る。写真③の裏側  

 

上の写真の左側。応接室（洋室・和室）  



 

上の写真の左側。庭に出る。正面の建物で七宝の製作法と製品を展示していた  

 

作品はドレも「超絶技巧」の作品ばかりで、これなら入賞できたのもトーゼンだと感じた・・・  

 

庭園と上の写真の応接室（洋室・和室）  

 

池左。この庭園と建物が、ヨーロッパにおける展覧会入賞金で造られた。治兵衛の作庭（右隣り

は７代目小川治兵衛宅）  

 

池中央  



 

池右。池の水は「琵琶湖疏水」から引いて、写真右端の石灯篭の下の水路により、隣りの小川

邸にも供給していた  

 

疎水からの取り入れ口は全部で３つあった  

 

あまり大きな庭園ではないが、疎水の水を使用した庭園として最古の庭園とのこと  

 

退出して、細見美術館に向かう。一度「東山三条」に出て、角のマクドで昼食後、細見美術館に

向かう  



 

途中で、過去マンゾクに参拝したことが無かった「満足稲荷」に詣でた  

 

ご神木で、８本に枝分かれした珍しい樹齢４００年のクロガネモチ。  

 

ご本殿。「豊臣秀吉」が出世を祈願してかなえられたことから満足稲荷と命名されたとのこと  



 

徒歩数分で細見美術館が見えてくる  

 

 

「伊藤若冲 -京に生きた画家-」展のポスター  

 

美術館入口  



 

この美術館はオモシロい造りになっている。地下に向かって展示室が並んでいるのだ  

 

 

 

質の良い若冲の作品が、かなり集められていた。  

 

生誕300年記念　伊藤若冲　─京に生きた画家─　↓  

http:// www.emu seum.or .jp/exh ibition /ex048/ index.h tml  

 



撮影できるんですね。いいな  

町家はなかなか行ける機会がないので今度行ってみようと思います。 

情報ありがとうございます。

> escassyさん　ナンだか複雑で、庭と台所は撮影OK、七宝作品と応接室内はダメ！ 

 

庭は、けっこう狭いのでアングルが難しかったでした。しかし、あの「南禅寺界隈庭園群」

は、この庭が最初だったそうです！

懐かしいなぁ  

あちこち散歩していたのを思い出しました。 

古川町商店街にもビアバーなど面白いお店ができています、 

機会があればお立ち寄りくださいね。 

 

> みゃおさん　並河家前の「白川」を渡る「石泉院橋」あたりは、昨年、長期滞在されていた

ところからも近いですね。古川町商店街の向こうですから、何回か通られたことと思いま

す。

並河家住宅は通り庭のある、豪華な京町屋ですね。 

私の子供のころの家も借家ながら京町屋でした。 

こういう建物は住んでみないと分からないですが、土足で裏庭まで行けるなどなかなか便

利でした。

並河家住宅がこんなに素晴らしいとは思わなんだ。四条西洞院の町家もこんな感じでし

た。更地にされたときはショックでしたね。いつまでも残したい町家造りですね。

細見美術館、興味あります(^^)/若冲にもw「糸瓜群虫図」の昆虫たちが見たいのです♪い

いなぁ～(^∧^)

この「フレンドシップメンバー」というのに惹かれた！  

３０００円で、１年間何度でも細見美術館の展示が観られるとのこと・・・　通常の入場料金が１回

１２００円だから、かなりおトク！  

 

地下鉄「東山」駅にもどり、来たルートを逆に戻った。 
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並河家住宅がこんなに素晴らしいとは☆とか爺さまと同じで驚きです！ 

すごく素敵なお庭ですね 写真に細かく見入ってしまいました！ 

狭い庭とは思わせない大胆な池の配置に木々がどこか眺めてて落ち着きそうですね！ 

 

満足稲荷神社、私もまだ行ってないです(>_<;)行けてない神社多すぎやな～って最近つく

づく思ってます。 

たいへん興味深い内容でした。 

なんせ「七宝」と「ですね若冲」ですので。 

 

七宝の経験が有るわけではありませんが、マイミクさんがやっておられるので、並河記念

館の事を伝えようと思います。 

賞金でこんな立派な建物や庭を建てたとは。個人宅の庭とは思えない雰囲気ですね。 

 

今回は、マンゾクに参拝できましたか？ 

高橋さんも（？）ダジャレ言うんだと１人で笑っちゃいました(*^^*) 

 

なにかとウワサの細見美術館、入会金が要らないフレンドシップなら ですね☆ 

 

> 仙ちゃんさん　この並河家のような職住一体のデカイ京町家を「長～（ナントカ）」、一般

庶民の京町家をナントカと、パネルに書いてあったのですが、撮影禁止だったので忘れて

しまいました・・・ 

 

私も、こういう町家に一度住んでみたい気持ちがあります。 

> とか爺さまさん　「通り庭」も「座敷」も「洋間」も庭もカンペキな保存状態でした！ 

けっこう撮影も許してくれたのはウレシかったです。 

「建物の一部が写ってもダメ」というところが多いですが・・・ 

> まれびとさん　さすがお詳しいですね！ 

糸瓜群虫図、ジックリ観ました。江戸時代の絵画とは思えない精密さで、チョッと「昆虫図

鑑」にも使えそうなくらいでした！ 

細見美術館の「フレンドシップ・メンバー」、やっぱり入りたいです・・・

> のつのつさん　いつも思うのですが「お金持ち」の京町家は、ドコも風流な造りで、できる

ものなら何泊かしてみたいですね！ 

建物は、三条新町の「紫織庵」のほうがリッパですが、庭園は狭いと言っても、ダンゼン並

河家のほうが大きかったでした。 

 

満足稲荷はバスに乗っている時、よく横を通過するのですが、境内へ入ったのは、コレが

初めてでした。豊臣秀吉ゆかりの神社とは、初めて知ったのでした！ 

京都はちっちゃな寺社でも、歴史上の偉人と関係があったりするところが地方と違います

ね。 

> ひろえんぴつさん　この日記では七宝のことは、ほとんど触れていませんでしたが、何し

ろ撮影禁止なので、説明しづらかったのです・・・ 

 

七宝には有線・無線の別があり、並河家は有線方式です。 

銅の壷などに線画を描き、その線上に極細の「ハリ金」でフチ取り、そこに色釉薬を流し込

み焼きますが、その線画が細過ぎて絵画としか見えない「超絶技巧」でした。 

ものすごい手間が掛かるので現在では製作されていません。 

（昔ながらのブローチとかバッチではあります）モチロン、チョー高価で売れたそうです。

「工房」も併設されていて見せてくれました。 

http:// www8.pl ala.or. jp/nays po/saku hin.htm l 

 

満足稲荷は、豊臣秀吉が出世祈願して、その結果（天下人）に、たいへんマンゾクしたの

で、この名が付いたとか・・・ 

 

フレンドシップ・メンバー、イイッすねえ！ 

> テイスティ高橋さん　並河靖之の七宝は、海外で高価で売れたので並河家住宅を趣のあ

る京町家造りが出来たのです。

> 仙ちゃんさん　並河靖之さんと７代目：小川治兵衛さんは、お隣同士だったこともあり「お

友達」だったそうですね。 

 

それで「琵琶湖疏水から水をもらって池泉回遊式庭園を造れないか？」と発案したのが並

河さんで、「やってみまひょか」とソレに賛成したのが治兵衛さん！　 

 

トーゼン、設計造園は治兵衛さんがやって、さらに小川家にも疎水を廻すようにしました。 
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治兵衛さんは、この実績経験により、「疎水取水方式？」の造園を山縣有朋の無隣庵、野

村徳七庭園などに売り込んで、バッチリ当てたそうです。ココから「南禅寺界隈庭園群」が

始まったそうです。 

 

お二人とも「商売上手」だったのですねえ・・・ 

> とか爺さまさん　実物を見ただけで、コレは高価だよ！　と思いました。美術コンクール入

賞金も莫大だったとのこと。これらで屋敷を造ったと解説していましたよ！ 

 

すぐ上の仙ちゃんさんへのコメントに書いたエピソードもたいへんオモロかったでした！ 

２人して稼ぎまくって、庭を観ながら「ヤッタゼえ」とかイッパイ 遣っていたのでしょうね

いま、テレビ愛知「美の巨人たち」で、七宝焼きをの巨匠を取り上げています。 

有線七宝の並河靖之、無線七宝の濤川惣助。 

 

迎賓館を飾ったのは無線七宝の濤川氏でしたが、どちらも感動。 

 

あっ、いま、京都の靖之の記念館が紹介されました！

西の並河、東の濤川。 

生涯２人は顔を合わすことはなかったそうです。 

 

知って見るのと、知識なく見るのとでは、何ごとも感動の深さが違いますよね。 

高橋さんから頂いたヒントを元に、もっと知識を得てから訪れてみようと思います！！ 

 

 

> ひろえんぴつさん 実はこの番組と、NHKの小野寺陸軍大佐と奥さんの秘話と、どちらを

見ようか迷ったのでした  

結局、NHKを選択したのでした。 

 

有線・無線の「両ナミカワ」の解説は、並河家でも詳しく説明していました。 

 

そう両者は、会うことはなかったそうですね！ 

 

しかし、清水三年美術館では両ナミカワが観られます。ワリに拝観料高いですが 

 

http:// www.san nenzaka -museum .co.jp/ jyosetu .html 

 

迎賓館は行って、実を見てみたいです！

> ひろえんぴつさん 清水三年美術館は、維新ミュージアムから近いですから、同時に行け

ます
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