
 

<< テイスティ高橋の日記一覧へ 前の日記  |  次の日記

今朝方、かなりの雨が降っていた。ダンダン小降りになるとの予報だったので、庵で待機してい

た。結局、１１時になってやっと一時的に止んだので、出かけることにした。  

 

今日は、下鴨、上賀茂神社を予定していたが、すでに昼近かったので下鴨神社の「みたらし祭」

と「第４１回 京の夏の旅 -下鴨神社本殿・大炊殿- 特別公開」のみ観に行くことにした。  

 

１１時チョイ過ぎ、徒歩２分の「太秦映画村前」から６３番の京都バスに乗る。この時点では、雨

は止んでいた。「河原町三条」で下車。「三条大橋」を渡り、京阪電車「三条」駅より終点「出町

柳」駅で下車。  

 

三条駅ホーム。１２時ジャストの特急に乗る  

 

終点（出町柳）まで２駅になると、この豪華列車もガラガラ  

 

出町柳駅からスグの下鴨神社の一之鳥居。ダレも歩いていない！  

今日はかなり涼しい！　またポツポツと降ってきた。  
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参道を進む。「鴨社資料館」の開設は、コレで２度目の延期か？　今年１０月とのこと。待ち遠し

い  

 

「糺の森」の入口（みたらし祭のタテカンがあった）  

 

こういう無人の糺の森も初めてである！  

 

二之鳥居の向こうには、納涼市とか  

 

困ったときには

日記のヘルプ
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「楼門」が見えてくる  

 

御手洗祭（「おてあらいまつり」ではなく「みたらしまつり」）は、下鴨神社の御手洗池に足を浸し

て無病息災を願うことから別名「足つけ神事」とも言われている。御手洗社（井上社）の例祭。  

 

日程は毎年「土用の丑の日」に合わせて変わる。今年は、7月23日 (土)～7月31日 (日)  

 

下鴨神社　みたらし祭（御手洗祭）↓  
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楼門をくぐると、迷路のようにロープが張り巡らされていた！  

 

つまり、みたらし祭の混む日（休・祝日）は、ロープに添って大行列となるのだろう  



 

まずは、本殿に参拝  

 

次にイヨイヨ、みたらし池に入る。受付に向かう  

 

 

まずはクツや靴下を脱いで、ビニール袋に入れ持つ  



 

クツ入れビニール袋。裾を十分上げろ、との表示  

 

受付で３００円払うと、小さなローソクをくれる  

 

いよいよ入水！　オオッ！　他にダレも居ない  



 

入ろうとしたら受付から声が飛ぶ。「もっとマクらないと濡れますよー」  

 

結局ヒザの関節まで裾上げして、やっとという感じ  

 

で、足を入れる。コレが冷たいのナンのって！  

心臓病のクスリ（拍動を弱くする薬なので、末端までチャンと血が廻らない）のセイで、異常に「冷

え性」になっているので、あの向こうの階段までガマンできるかどうか？　というくらいだった！  

果てしなく遠く思えた・・・  

 

上の写真の階段の手前に灯明がある。ココでもらったローソクに火をもらう  

 

ガマンできずに反対側の岸に、上陸してしまった！  

そのまま歩いて、急いで写真正面奥のローソク立てにローソクを立てる。消えちゃったので隣の

火をもらう  



 

やっとの思いで反対側に上陸できてホッとした。  

 

足をよく摩擦して靴下・クツを履く。後続の人達がやって来る  

 

しばらく足が暖まるまで待って、かわらけの「ご神水」をいただき、持参したペット・ボトルに入れ

てもらう  

 



 

「井上社」に参拝する。無病息災のお札  

 

 

反対側から、みたらし池、井上社を見る  



 

「鴨の神石」というのがあった  

 

神石は持って帰れる  

 

次に、本殿・大炊殿の特別拝観に向かう  



 

国宝の「ご本殿」と「三井神社」をマンツーマンの解説付きで拝観（撮影禁止）  

 

「大炊殿」区域の拝観。これは井戸  

 

コレが大炊殿  

 

この石が、昨今パワスポになっているとのこと  



 

いわゆる「牛車」の原寸復元  

 

 

 

見た目、豪華にできているが、全面、竹で編んであるだけ（通気性を考慮？）  



今日の気温では冷たかったと思います 雨も降ったから水量もあったのかな？ 

 

鴨の神石って何度か訪れてますが、置いてあったかな～🤔？ 

来年は孫の為に頂きに行こうかな(o^^o) 

風邪引かれませんように(^^)

人の居ない「みたらし祭」を初めて見たよ。朝から山科区も雨だったので今日の予定は、す

べてキャンセル。「失楽園」を読書中。

> のつのつさん アレほど冷たいとは、想定外でした！ 

 

夏でも足首から下が冷たいのを通り越して痛いくらいです  

だから、みたらし池では、痛くて痛くて、岸に上がっちゃいましたσ(^_^;) 

 

鴨の神石なんて、初めて見ました！ 

今だけ置いてあるのでしょうか？

> テイスティ高橋さん 高橋さんも初めて見られたんですね(^^) 

うっかりしてるから見逃してたのかと思ってました(^^;; 

 

明日からまた真夏日が戻ってくるみたいですね(>_<;)風邪も治ってきたしソロソロ動きだそ

うかな(o^^o)

 

参道の途中に、外に出られる小路がある。写真左方向が本殿  

 

上の写真の奥に向かう小路の先に人が立っている。ソコの右の屋敷が、江戸っ子で京都を愛し

た文豪：谷崎潤一郎の京都での２度目の邸宅跡とのこと（後の潺湲亭〈のちのせんかんてい〉と

名づけられている）。中学生の時、谷崎の甥子さんに教えてもらったので、興味があり、今度訪

れてみたい（作品もソコソコ好き）。  
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再び、出町柳駅に出て「三条」駅で、地下鉄に乗換え、終点「太秦天神川」で下車。徒歩、コンビ

ニに寄り帰った。 
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こっちはザザ降りの１日でした  

 

神石は式年遷宮の時に奉納？した石に似てるなぁ、 

いつか見てみようっと（＾ω＾） 

 

気温差で体調を崩さないように気を付けてくださいね。

> のつのつさん 神石は、毎年取り替えているとのことですので、取り替え時期だけ配布し

ているのではないでしょうか？ 

 

今回、初めて雨らしい雨 でした(^_^) 

猛暑 にお気を付け下さい！

> とか爺さまさん 今日は、この時期としては異常に涼しかったですね！ 

汗をかいた記憶がありませんでした(^_^) 

 

晴耕雨読とは風流な

> みゃおさん 朝ドシャ降りで昼から小雨になりました。 

 

神石は、上の写真の「御手洗祭（足つけ神事）の由来」の最後に「この日に限り授与されま

す。」と書いてありましたσ(^_^;) 

 

きのう今日は、ずいぶんラクです

誰も居ない、御手洗池(°▽°) 

贅沢な体験でしたね♪ 

 

「もっとまくらないと、濡れますよ～」の 

声かけも親切～ 

 

冷たいのも浄められてる感があって、ますます贅沢！ 

> まれびとさん そう言えば、祇園祭後祭が日曜日に終わって、昨日月曜日から、観光客

がドッと減った感じがします！ 

 

昨日の「哲学の道」など、人が歩いていないのです。法然院も、ほとんど人が居ないし。 

 

今日は雨降りで、尚のこと観光客が居なかったでした。参道も特別公開も。 

 

後祭の翌週は「静かな京都」を楽しみたいムキには、ひょっとするとサイコーなのかもしれ

ません  

行事もソコソコあるしね！(^_^)

今回もしばらく滞在されるのですね。冷たい水で体調をくずされませんように。夏風邪で夫

は一週間以上グズグズ言っています。

> おけっとさん いかに地下水でも、あんなに冷たいとは思いませんでした  

 

あのように冷たい水が、池にイッパイ満ちているとは、さすが京都の水です！ 

 

１５日に入京しまして、２８日に出京します。 

 

祇園祭もイイですが、静かさを取り戻した京都も良いです！

> おけっとさん ご心配いただきありがとうございます  

ご主人様もお大事に！

私は２５日の朝に参りましたが、その時も冷たくて足を浸けて、あまりの冷たさに一旦川か

ら上がるくらいでした 鴨の神石は隣にあったテントに去年の石と書いてあって、何個か

三方の上に置いてあったので、御守りと一緒で一年でお返しするのかなと思いました

私が観た時は石が山盛りあったんですが一日経つと結構無くなるんですね

> パエリアさん 健常者でも、ソートー冷たかったのですね！ 

 

かなりの人がガマンできずに上がってしまうのでしょうか？ 
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地下水とは言え、言わば「溜まり水」ですから、温くなってると思っていましたが、甘かった

でした  

 

神石は、持って行く人が、タマに入るくらいでした！
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