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今日は、今回滞在の最終日。かねてお約束のマイミク「仙ちゃんさん」ご担当の第４１回「京の夏

の旅」-藤田家住宅- 特別公開と、上賀茂神社 -本殿・権殿・庁屋- 特別公開を観に行く。  

 

これで今回、第４１回「京の夏の旅」のうち「和中庵」以外、全部拝観したことになる（スタンプ・ラ

リーがあればなあ・・・）。  

 

８時、我が庵を出る。ウス曇りで暑くはない。ダンダン晴れるらしい。  

 

徒歩３分の「スーパー・マツモト前（市バス：太秦映画村道 ＝ 京都バス：常盤中之町）」から９３

番の市バスに乗り、「堀川丸太町」で下車。９番の市バスに乗り換え「上賀茂御薗橋」で下車。９

時前に「上賀茂神社」に着いた。  

 

御薗橋から上流を望む  

 

９時前で、人も少ない上賀茂神社一之鳥居  
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朝の「ならの小川」の風景は、太古の昔を感じさせる  

 

 

 

「願い石」。この石を両手で同時に触るとパワーがもらえるとのこと！  
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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
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規約違反の通報

メンテ・障害のお知らせ



 

「自動車お祓い所」。どういう場合にお祓いするのだろう？　今まで気が付かなかった  

 

上の写真の右端の建物は、よくポスターになる「立砂・細殿」  

 

１０時になったので、イヨイヨ参拝、特別拝観  



 

 

楼門の特別拝観のタイカン。正面がご本殿  

 

楼門をくぐると、右側に特別拝観受付  

 

この「浄掛」を首に掛けるよう言われる（この浄掛には社殿屋根の檜皮古材が練り込まれてお

り、神聖な記念品とのこと）。ナカナカうるさい？  



 

本殿前左からクツを脱いで上がり、写真の「直会所（なおらいしょ）」で、神職より上賀茂神社創

建の長～い説明がある  

 

説明後、お祓いを受け、イヨイヨ国宝「権殿」「本殿」の前に出て、また説明を聞く。写真奥に権

殿・本殿が鎮座する（撮影禁止）  

 

続いて「庁屋」へ行き、特別拝観を観る。途中で「婚礼」に遭遇した  



 

本殿からはだいぶ離れた場所にある庁屋  

 

重文で昔の社務所に相当。特別拝観のタテカン  

 

庁屋　全景  

 

上賀茂神社本殿・権殿・庁屋：http:// www.kyo kanko.o r.jp/na tsu2016 /natsut abi16_0 1.html# 05  

 

上賀茂神社を出て、再び御薗橋を渡る。来月の「送り火」の船山の「舟形」が見える  



 

上の写真のハゲているところを望遠撮影  

 

御薗橋たもとの「なか卯」で昼食後、上賀茂御薗橋より９番の市バスに乗り「堀川上立売」で下

車。写真の歩道橋を渡り、反対側に行く  

 

歩道橋横のガソリン・スタンドの脇を入ると、右側にスグ「藤田家住宅」が見える  

 

藤田家住宅は、帯製造業を営んでいた藤田家が昭和１０年に建築した京町家。全体的に主人の

美意識が感じられる希少な個人宅。  

 

藤田家の拝観受付  



 

仙ちゃんさんは、ちょうど昼食の時間で、食べ終わってスグ、ガイドをしていただいたような感じ

で、申し訳ありませんでした。  

 

受付を入り最初の最も道路に面した洋間。昭和初期の個人宅としては豪勢な造り  

 

上の写真の右側。暖炉など造っている  

 

洋間から中庭を見る。６畳、８畳の座敷の向こうに庭が見える  

 

上の写真の８畳の座敷から見た中庭  



 

 

 

８畳の縁側から振り返って洋間を見る  

 

６畳から洋間を見る  



 

また、洋間と８畳の間に屋根まで吹き抜けの採光用の天窓が設けられていた。布地は自然光で

見なければ、とのこと。高さ８ｍにもなる  

 

２階に上がる  

 

上の写真の右側  

 

奥の洋間。文学全集がズラリと並んでいた。蓄音機もあった  



 

１階の、今で言うサニタリー・スペース  

 

夏のしつらえ  

 



 

藤田家を退出。前の小路を進む  

 

数十メートル行くと「山名宗全邸宅跡」の石碑がある（写真左端）  

 

山名宗全は「応仁の乱」の時、西軍の総大将だった。この辺を「西陣」と言う。ＮＨＫ大河「花の

乱」では中村キンチャン（錦之助）が演っていた。上の写真に写っているすべての建物の地所

は、山名宗全の屋敷地だったとのこと  

 

「山名宗全邸宅跡」の石碑  



 

藤田家住宅：http:// www.kyo kanko.o r.jp/na tsu2016 /natsut abi16_0 1.html# 01  

 

「堀川今出川」から２０１番の市バスに乗り、「千本丸太町」で下車。京都アスニーの「平安京創

生館」に寄ってみた。  

 

千本丸太町からスグの「小松建材店」  

 

いろいろな「しょうきさん」がイッパイ置いてある。スグに買えそうなフンイキ・・・  

 



 

京都アスニー  

 

平安京創生館　入口  

 

現在の企画展は「平安京」の建物群  



最終日 

仙ちゃんガイド 

羨ましい限りです^ ^ 

後祭の後の月曜日は 

ほんとに静かな京都でした 

 

週末は 

送り火までは上京できませんが 

飲み会はOKですので 

今度こそ中華街で やりましょう 

 

お疲れ様でした～

仙ちゃんのガイド、聞けたんですね。羨ましいな( 〃▽〃)

私なら、前触れもなく行きます。気が付くかな(*^皿^*)

> マ～サンさん ちょうど昼食時で、早めに切り上げられちゃったようで、タイヘン申し訳な

かったなと  

 

今週の京都は、すごく静かです・・・ こういう京都の方がイイかな？ 

もっとも２月８月は、極寒酷暑で上洛しないことにしています。そのうちまた！

> たっぷさん 行く時間までお伝えしなかったので、昼食時とぶつかってしまいましたσ

(^_^;) 

難しいものですね！

> たっぷさん それでタップりサービスしていただき、申し訳なかったでした

今日も盛りだくさんな１日でしたね  

上賀茂辺りの賀茂川の景色が一番大好きなんですよ。 

 

町屋って夏のこしらえが一番雰囲気があるような気がします。 

にしても、洋間に暖炉、豪勢な造りですね。 

 

平安京「大内裏」復元図。写真中央の山は「船岡山」で、スグ左の道は、今の「千本通」になる  

 

「丸太町七本松」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。  

 

今回、祇園祭の前祭と後祭では、ずいぶんフンイキが違うのを感じた。また祇園祭もイイが、普

段の京都の良さに改めて気付いた今月でした！  

 

※ 明日朝、出京しますので、今回の京日記はこれで終了いたします。閲覧、コメント下さった

方々には、改めて御礼申し上げます。  
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今回はお疲れさまでした、私にまでお付き合いくださり、 

ありがとうございました。

上賀茂神社のパワースポットの所のならの小川の所にカキツバタが沢山並んでなかった

ですか？ 

大田神社のカキツバタが近年鹿の被害で少なくなって来てるので、こちらで大切に育てら

れてるのかなと考えてます。 

カキツバタ入口の賽銭箱がこちらに置かれてましたので(^^;; 

シーズンじゃない時の上賀茂神社は人も少なくて緑の香りがすごくして大好きなんです！ 

京都アスニーも行ってみたいです！ 

見慣れている上賀茂神社も、こうして写真で見ると新鮮＆懐かしい感じがします。 

「自動車お祓い所」で新車を購入した時に無事故のお祓いをしてもらいました。 

御薗橋からの写真は、本当は南側の方がいい感じなんですが、今は工事で残念な感じ

だったでしょうね。 

 

暑い中の京都滞在、お疲れ様でした。

> たっぷさん　 

ちょいとお姐さん。　　輝いてますから気が付きますよ。 

そこまではボケてません。

お声がけ下されば…今日は会社サボって色々してました、が、上賀茂神社と藤田家ならお

邪魔できたかも～  

また大文字にでも来てください、舟山鑑賞へ

高橋さん 

今日はお越しくださいましてありがとうございました。 

本当は西陣の歴史から話すのですが、親しみから頭の部分をとばしてしまいました。 

そして説明は個別個人的にしました。 

まとまりが無くて申し訳なかったです。 

 

来年の「京の冬の旅」のときはどこに行くか分かりませんが、またお越しくださいませ。

> みゃおさん 上賀茂の付近は、山に近いので、だいぶ落ち着いた風情ですよね  

 

京町家の夏のしつらえは、チョっと東南アジアの室内を感じさせますよ。 

 

いろいろご苦労様でした！

> のつのつさん ならの小川の周囲には、すでに花は何も咲いていなかったでした  

 

上賀茂神社は、何か清涼感がありますよね！ 山に近くて緑と小川が流れて、掃除が行き

届いてるからでしょうか？ 

 

創生館は、オフ会では休館日で、気が付かなくて、恐縮です

> よっし～さん ナルホド！ 

自動車お祓い所は、新車購入時に使用されるのですね！ 思い及びませんでした。 

 

上賀茂神社は、太秦からは、やや行きにくいのですが、頻繁に行きたいところのひとつで

す。 

 

祇園祭、ご苦労様でございました！

> datekoさん 上賀茂神社も藤田家も、そちらからですと、比較的近いですね！ 

 

藤田家もナカナカイイですよ  

ちょうど谷崎潤一郎の名作「細雪」に出てきそうな家で、映画「細雪」のロケで使用された家

とよく似ていました。 

興味がおありでしたら、寄ってみてください！

> 仙ちゃんさん 昼食時に割り込み、失礼致しました  

 

ご厚意に感謝申し上げます。 
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細かい説明嬉しかったです！ 

 

特に室内の材料や意匠は、言われてみないとわからないところが多く、詳しくありがとうご

ざいました(^_^)。 

 

冬の旅の時も、またよろしくお願い申し上げます！

もう出立ですか(￣▽￣;) 

暑いなか、お疲れさまでした。 

やっぱり、山がハゲテル所っていいますよね(笑) 

大文字も舟型も松明を燃やすとこw 

 

暑い夏、お気をつけて！ 

また元気に帰ってきてくださいませ♪ 

 

 

桜や紅葉に彩られる京都、祭の雅な表情の京都、そして静かな趣の有る京都、その何れ

も京都の魅力ですね。 

しかし、藤田家立派な町屋ですね。町屋はやはり良いですね～  

暑い中お疲れさまでした。有り難うございます。 

関東はここ数日本当に涼しく凌ぎやすかったのですが、とうとう梅雨明けしましたから暑さ

が戻った関東に帰って来られるのですね。どうぞ夏バテなさいません様に！次回も楽しみ

にしています。

> まれびとさん　昨年もほぼ同時期在京していましたが、昨年のほうが暑かったでした。 

 

しかも昨年の前祭巡行は大雨に祟られ、マンゾクに鑑賞できなかったので、今年シッカリ

観れて良かったでした！ 

 

また今年は前祭の夜間も楽しんだのですが、前祭と後祭では、ずいぶん規模が違うのを

実感しましたね。できれば前祭を観たいところですが、宿泊先に難儀しますね・・・ 

 

ハゲは無い私ですが、また初秋にもどりたいと思っています  

> Kuriさん　２５日に後祭の巡行が終わって、その後の３日間は、京都が「動・熱」から「静・

冷」に変ったとても印象的な３日間でした！ 

気候もやや涼しくなったのでした。 

 

関東では２８日に梅雨が明けたのですね！　関西はもう１０日以上も前に明けたのです

が、関東はあまり天気が良くなかったようですね。 

お蔭さまで、在京中、雨で困ったのはたった半日だけでした・・・ 

 

藤田家は、映画「細雪」のシーンを思い出してしまいました 

吉永小百合や佐久間良子、石坂浩二などが、廊下から姿を現すような錯覚を覚えました
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