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一昨日は、マイミクさん達と後祭の宵山を見物したりして、夕方５時半ころから１０時過ぎまで飲

んで、１１時過ぎに帰った。  

 

翌日、疲労も溜まっていたのか、朝一度目が覚めたのだが、ウッカリまた寝込んでしまい、気が

付いたら１０時過ぎ！  

 

この日は、主に「花笠巡行」を観に行くつもりだったが、すでに間に合わず断念せざるを得なかっ

た。  

 

今日は「真如堂：宝物虫払会」と「安楽寺：鹿ヶ谷かぼちゃ供養」に行ってみることにした。  

 

祇園祭のハイライトも昨日で終わり、どことなく落ち着いた、いつもの京都にもどった感じがする

のは、気のセイか？  

 

８時、我が庵を出る。午後から雨が降り始めるらしい。曇天のおかげでだいぶ涼しく助かる。徒

歩３分のガストで朝食してから、近くの「太秦映画村道」から９３番の市バスに乗り「真如堂前」で

降りる。  

 

真如堂バス停横から入る（右は「白川通」）  

 

ややキツイ坂を少し登る  

 

途中で「大文字山」が見える  
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上の写真のハゲているところを望遠撮影すると、来月の「送り火」の「大」の字が見える。交差し

てる所に小屋が建っている  

 

「東参道」から入る  

 

「本堂」の真裏に出る  

 

困ったときには
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今日は、重文の「真如堂縁起絵巻」(写本)など、寺宝約２００点を「虫干し」する「宝物虫払会」で

ある。  

 

本堂正面に移動する。本堂横には宝物が収納されていた箱も虫干しされていた。桐の箱らしい  

 

正面に回ると、大きな拝観受付があった  

 

拝観料５００円。カメラを始め、荷物を預けさせられた  

 

本堂内での撮影は禁止されているので、外からの撮影  



 

本堂内にズラッと掛け軸が並べられている  

 

宝物虫払会：https:/ /kanko. city.ky oto.lg. jp/deta il.php? InforKi ndCode= 2&Manag eCode=1 000
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中にはずいぶん名品もあった。教科書で見た絵画も何点かあった。  

お坊さんが「真如堂縁起絵巻」の解説をしてくれる↓  

http:// shin-ny o-do.jp /  

 

外から本堂横を撮影  

 



 

退出する時「枇杷湯」を飲ませてくれる。夏バテにとても薬効があるという  

 

境内を散策する。明智光秀の家老：斉藤利三と江戸初期の画家：海北友松の墓所があるという

のだが・・・見つからなかった  

 

境内の青モミジ  



 

 

 

再び白川通に下って、今度は向かいの東山を登る  

 

「哲学の道」に出る  



 

今日は、ほとんど人が歩いていない  

 

哲学の道を越えて、さらに登っていくと「安楽寺」山門に着く。さすがに今日は賑わっていた  

 

安楽寺の「中風まじない鹿ヶ谷カボチャ供養」は、毎年７月２５日、当日参拝者に、煮炊きされた

鹿ヶ谷カボチャをふるまい、中風（脳出血によるマヒ）にならないよう祈願する行事。  

安楽寺：鹿ヶ谷かぼちゃ供養：http:// anrakuj i-kyoto .com/  

 

写真左端、山門左に拝観受付。拝観料５００円（鹿ヶ谷カボチャの煮物付き）  

 

庭園。山門をくぐると参道は左にカーブしている。左奥に本堂がある  



 

本堂から、来た道を振り返る（ココまで入ったのは初めてだと思う）  

 

まず最初に、本堂横の「くさの地蔵」にお参りするとのこと  

 

くさの地蔵は、なんと「皮膚病」に、とてもご利益があるとのこと！  



 

イヨイヨ本堂へ  

 

上の写真右端の京野菜の有名老舗「かね正」の奉納野菜。これから食べるカボチャも、かね正

提供とのこと  

 

このかね正のカレー・シリーズは食べてみたい！  

 

鹿ヶ谷カボチャの解説があった  



 

本堂横の建物で、カボチャの煮物のご接待  

 

おお！　「イモの子」ならぬ「カボチャの子」を洗うような混雑  

 



 

付属の庭園がナカナカ良い！  

 

 

 

さあ来たぞー　かなり大きなかたまりの煮付け  



 

 

コレが鹿ヶ谷カボチャの現物。言うまでも無く「京やさい」  

 

かなりハラに溜まる。再び本堂に出て、退出する  

 

庭園から山門を撮る。外国人がかなり目立った。彼らもパンプキンは日常食べているから、気安

く参加できるのだろう・・・  



 

安楽寺を出たら「かね正」のトラックが着いたところ。カボチャのピストン輸送か？  

 

安楽寺となりの「法然院」に寄る。ほとんど拝観者がいなかった。バッチリイイ写真が撮れてラッ

キー！  

 

 



私も今日は朝から下鴨神社のみたらし祭からのかぼちゃ供養、ランチ後に真如堂に向か

いましたがまさかの時間切れで観れませんでした 昨日に引き続き遊び過ぎて、今帰路

に着いてます 花傘巡行にお会いできるかと思っていたので残念でした

てっきり起きているものと思っていましたから、 

とっても残念でした  

 

かぼちゃがデカイ  

真如堂のあの坂道、東山三条から歩いたら地獄のようでした

> パエリアさん 下鴨神社のみたらし祭は、私も近日中に行くつもりです  

 

まさかの時間切れとは、けっこう時間が掛かった場所があったのですね  

 

昨日は、とてもザンネンでした  

歳とるとアチコチがゆるんじゃうんですよ

> みゃおさん 花傘巡行は、一昨年、チョロっと見たので、今回チャンと観ようと思ったので

すが・・・ 

 

東山三条からだと、かなりありますね！ 

あんなリッパな京野菜食べられ、ラッキーでした

たしか、昨年行きました。　懐かしく読ませてもらいました。　私たちがお邪魔したときに小

学生と中学生くらいのかわいいお手伝いの「ぼく」ちゃんがいらしゃいましたが、今年もおら

れましたか？

 

 

再び、白川通に出て「錦林車庫前」から、９３番の市バスに乗り「太秦映画村道」で下車。スー

パー・マツモトに寄り帰った。  
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> 紫雲英さん オオッ！ 行かれましたか！ 

けっこうみどころが多いんですよね！ 

本堂の仏像や絵も多く、お坊さんが詳しい説明してくれたり、庭もイイし楽しいお寺でした。 

 

ザンネンながらお子さんは、見かけませんでした。

かぼちゃの煮付、どんなお味でしたか？ 

まったく煮付けになってるようには、見えませぬσ(￣∇￣;) 

真如堂さんは紅葉の季節はとても賑わう所ですね。昨年初冬に見事な紅葉を見ることがで

きました。安楽寺さんのお庭が又良いですね  

鹿ヶ谷カボチャの味は？普通のカボチャと変わらないのかしら？ 

> まれびとさん 煮汁はしっかりと染み込んでいました。食感は、普通のネットリしたカボ

チャより、少し瓜っぽい感じでした。「南瓜」と書く理由が解るような気がしました  

ザックリ切って、よほど大きな鍋で煮ているのではないでしょうか？

> Kuriさん　真如堂の紅葉は「無料（拝観料ナシ）」で観ることができる紅葉としては、京都

一だとの評判ですね。 

東福寺、永観堂などはスバラシイですが、普段より高めの拝観料を取られたりしますか

ら・・・ 

 

考えてみると、実は安楽寺の中に入ったのは、今回が初めてだったような気がします。観

た記憶がありません。意外だったのは、ナカナカ良い庭園があったことでした。 

 

鹿ヶ谷カボチャのお味については、上のまれびとさんへのコメントのような感じでした。な

お、「カボチャの煮物」の写真を１枚追加しておきました。 

お疲れが本番の時に出てしまったんですね また来年リベンジですね(^^;; 

大文字山の写真見てびっくりです！ 

大の交差する所に小屋みたいなのが立ってるんですね。 

そこまで写してしまうカメラも腕もすごいですね。 

安楽寺は私も好きなお寺です！ 

住職さんのお話が聞けて、時間を忘れてのんびり出来る空間ですよね。 

> のつのつさん 祇園祭のメインも終わり、観光客の皆さんもドッと帰って、なんだか久しぶ

りにいつもの京都に戻った感じがしました！ 

フンイキも落ち着いて、ソレはソレで良いものですね  

 

大文字の小屋みたいのは、何でしょうね⁇ 燃やすマキの収納庫なのかな？ 

 

安楽寺は、山門まではよく覗きますが、実は、境内に入ったのは初めてだと思います！ 

境内は、思っていたよりずっと広いので、楽しかったでした
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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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