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竹が新しい葉を出す時、つまり「竹の新緑」とか「竹の春」と呼ばれるのは、実は旧暦８月（つまり

今頃）のことになります。  

 

逆に「竹の秋」は、旧暦３月で「タケノコ」に栄養を取られてしまう分、新葉を出せません。  

 

というワケで、今日は、全国屈指の竹の名産地「洛西」を訪ねる。  

具体的には「京都市洛西竹林公園」と「竹の資料館」、その周囲に広がる広大な「竹の径（み

ち）」。  

 

「竹林」と言えば「嵯峨野」が有名だが、主に観光用なので、あまり規模は大きくない。  

 

これに対し「竹の径」は、農業としての広大な竹林の中を通る竹林道であり、整備された竹林道

だけでも全長1.8ｋｍに及ぶ、チョッとした「アナ場観光地」である。  

京都市ではない（京都市と接した向日市）ので、見逃されやすいこともある。  

 

「竹林ズキ」にはタマラナイ魅力がある。某クルマ・メーカーの竹林を疾走するＣＭは、ココで撮

影されたのだそうだ  

 

洛西竹林公園：http://www.rakusai-nt.com/tikurin/  

 

竹の径：http://www.muko-kankou.jp/recommend/detail.html?id=5  

 

ホントは今月「まいまい京都」のツアーで企画されていたのだが、申し込みが遅れてしまい、参加

できなかったのだ・・・  

 

８時半、我が庵を出る。時々、小雨が降る天気。だが後で振り返ってみると降っていない時間の

ほうが長かった。そしてかなり涼しいので助かった。  

 

徒歩８分の嵐電「太秦広隆寺」駅より乗車。「西院」駅で、阪急に乗換え「桂」駅で下車。  

 

桂駅西口③番乗場より「西８」系統か「西３」系統に乗る  

 

１０分ほどの「南福西町」で下車。住宅街の真ん中である  
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徒歩５分ほどで「竹林公園」入口ゲートに着く  

 

竹林公園の地図  

 

まずは竹の資料館に行く  

 

公園内には、約１１０種類の竹や笹が植えられており、すべてにこのような説明板が付いてい

る。緑色の縞模様が入る珍しい竹  

 

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

独自ドメインで、もっとプロフェショナルに。
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「応仁の乱」時、東軍と西軍が対峙した「百々橋（どどばし）」。上京区から移築された  

 

 

① 竹の資料館 入口  
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内部の展示  
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「竹筋コンクリート」！なるものがあったらしい・・・  

 

ロビーより外を見る  

 

上の写真のロビーから撮影した公園内。ココに写っている植物はすべて各種の竹・笹  

 

資料館から、竹・笹を主体とした回遊式庭園に出てみる  
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百々橋を渡る  

 

上の写真の石段を登って、振り返ると資料館全景が見える  

 

マダケの小路  

 

ムカゴらしきものが・・・  

6/17 ページ[mixi] 京日記 第257段 丙申９月１９日

2016/09/27http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1955582662&owner_id=59902448&org_id=1955559...



 

クロチク。名前のとおり幹が黒い  

 

織田信長が、旧：二条城をトッカン工事で造った時、使用した石仏群。数奇な運命を経て、ココに

安置される  

 

 

ナニナニ「安倍晴明」がどうしたと？・・・  
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キッコウチク。茶人・好事家、垂涎の亀甲型の模様がある  

 

①の写真の資料館入口前の道路を進むと、竹林公園の出口ゲート。出るとスグに竹の径にな

る。竹林の規模がデカイから、竹林道と言ってもコンクリートのリッパな舗装道路  

 

竹の径の案内板  

 

二車線分は、ゆうにある道幅（モチロン人家なんかナイよ！）  
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タマにしか、クルマが通らない  

 

周囲の竹林  

 

 

８種類の竹垣が整然と連なる道路だけでも1.8ｋｍ！  
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Ｔ字路のパノラマ写真  

 

人もまず見掛けない・・・  

 

 

 

タマラン風景だ！  
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「物集女（もずめ）垣」と読む。この近辺の地名  

 

11/17 ページ[mixi] 京日記 第257段 丙申９月１９日

2016/09/27http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1955582662&owner_id=59902448&org_id=1955559...



 

現在地の表示版。整備されていない部分も入れれば２３００ｍ＋３０００ｍで、5.3ｋｍもある！　

平安京の南北長（5.2ｋｍ）より長い！  

 

深田垣？  

 

右下に何か？  

 

廃屋がある・・・  
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タマラン風情だなあ・・・  

 

さらに先には古墳も（寺戸大塚古墳）  

 

この道のパノラマ撮影  

 

あまり天気も良くないし、軽い気持ちで来たので（腰も痛くなってきたし）、本日はコレで引き返す

ことにしたが、先ほど資料館でもらった向日市の観光ガイド・マップを見ると、この近辺はとても

オモシロそうだ！  

改めてジックリ本腰を入れて「攻略」してみたいと感じた。タノシミだ！  

 

再び、「南福西町」バス停より「西８」番の京都市バスに乗り、終点桂駅で下車。駅前のサイゼリ

アで遅い昼食。  

 

桂駅より、阪急「嵐山線」に乗り、終点「嵐山」駅で下車。  

駅前より６３番の京都バスに乗り「常盤仲ノ町」で下車。スーパー・マツモトに寄り帰った。  

 

６３番の京都バスは「渡月橋」を渡るのだが、昨夜の大雨でかなり増水していた！  
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おお！こんなに凄い竹林があるんですねぇ、 

竹林好きにはたまらんですね（＾ω＾） 

 

地元の人もあまり知らないのじゃないかしら？

> みゃおさん 地元の人は、みんな知ってると思いますが、あって当たり前、竹林なんか生

まれた時からあって珍しくもないのでは？

そっかぁ、なんせ御土居には竹を植えていましたもんね、 

どこを見ても竹林だらけ、かぁ(⌒-⌒; )

 

昔々 

京都でお仕事してた頃 

この向日市に寮がありました ^_^ 

 

なんだか懐かしく 

思い出されました ♪ 

嵐山とはまた違う 

趣きがありますよね (´◡`๑) 

極めてらっしゃいますね  

 

素晴らしい竹林  

 

爽やかな季節になり散歩が楽しくなりますね❀.(*´◡`*)❀.

> いちこさん そうでしたか！ 

 

向日市って、西日本最小、全国でも３番目に小さい市なのに、鉄道駅は３つ、市境駅が２

つもあって、スゴくユニークな市だそうですね！(^_^)！

> ☆マカロン☆さん マカロンさんも竹林は、お好きなのでしょうか？ 

 

「竹林好き」は多いらしいですね(^_^) 

私も好きなほうです。 

 

清々しい気持ちになれるし、幻想的な感じがしますよね・・

独り占めの竹景色♪ 

たまらん～の声w 

 

 

※ 昨日は、バテて休んでしまった  

 

コメント

イイネ！（11）  Kuri  ひろえんぴつ  のつのつ  紫雲英  tonco  まれびと  すの  

dateko  よっし～  いちこ  
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一人だとちょっと怖いくらい！ですよ～ 

 

台風が向かってますね！お気をつけて(^^)/ 

 

私はここの竹の資料館で初めて知ったことがあります。 

 

鉄筋コンクリートならぬ竹筋コンクリート。 

 

あるものなんですね。 

 

 

 

いまでも隣国では建築費をごまかすために使われているらしいですね。

詳細な内容で行った気分になれました♪ 

 

自分もまいまいのコース狙ってたのですが、用事があって申し込み開始に間に合いません

でした。(^^;) 

この日記を参考に、今度自力で廻りたいと思います☆

素晴らしい写真の数々、楽しませていただきました。 

本当にいろいろな情報をお持ちなんですね～。 

１．８キロにわたる竹の道、ぜひ歩いてみたいと思いました。 

ありがとうございました。

> まれびとさん 結局、今の時期、竹林というのは、田畑のように丁寧に耕すこともないし、

タケノコのシーズンでもないので、あれだけの広さで働いている人は一人も見かけません

でした！ 

 

たまに、男女？とか家族連れが通るくらいで、いわゆる「森閑」という感じσ(^_^;) 

 

「静寂」に身を任せると言えばカッコイイですが、ふと、襲われたら・・・と考えると怖くもあり

ますねσ(^_^;) 

 

２０日、昼間、台風の大雨ありそうで、観光はムリかなぁ？

竹林公園なる物があるんですね！ 

四季折々に訪ねるとまた違った表情が見られそうな場所ですね  

これだけの物を整備維持されてるって凄い事ですね！ 

私も行ってみたいかも(^^)

> 仙ちゃんさん　ありました！　ありました！ 

 

上に、その写真を追加しておきました。昭和１７年竣工の「西京極」の陸上競技場スタンド

に使用されていた実物だそうですね。 

 

某国では、今でも使用しているとは、十分納得できますね

> 命人＠蘇民将来３号さん　私も吉村さんのブログを読んで行きたくなり、申し込みしたの

ですが「キャンセル待ち」で、結局、キャンセルは出ませんでした  

 

この日記が多少ともお役に立てば幸いです。 

> おけっとさん　ありがとうございます！ 

以前、西山光明寺のほうを歩いた時、竹林の数といい、大きさといい、それまで見たことも

ない規模だったので、調べていましたらココ「洛西ニュータウン」近辺も「竹の里」であること

を知りました。 

上の写真は、「西ノ岡竹林通」という通りです。一度、訪ねてみてください！

> のつのつさん　竹林がスキな人はけっこう多いですが、のつのつさんはいかがでしょう

か？ 

 

「観光」目的ではなく「産業」だから「設備」として整備しているワケです。観光だけだったら

こんなに経費は掛けられないですよね・・・ 

 

この通り（西ノ岡竹林通）をクルマで飛ばすだけでも圧巻ですよ！ 
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コメント

コメント

コメント
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市内から少し足をのばすと、こんな自然味あふれる公園があるのですね。 

向日市は訪れたことがないので、地図で場所を確認しました。一口に京都と言っても、場

所によって色々特色がありますね。 

 

１日ここで過ごしたら、体内の不浄が浄化されそうな‥ 

移設された橋や石仏が景色に馴染んでいる。この場所で一息ついているんでしょうね。 

 

ところで、ムカゴは、自然薯の実と認識していますが、高橋さんの発見したムカゴの正体が

気になります^^; 

> ひろえんぴつさん 竹とか竹林は、お好きでしょうか？ 

 

私は森閑とした竹林が大スキです！ 

さらに少しカゼが吹いていると、葉や幹が触れあう音がタマリマセンσ(^_^;)！ 

世俗を忘れますね～ 

 

向日市周辺には、アチコチに大きな竹林が点在しているので、巡るのも面白いかも。クル

マで通り抜けるのもイイかも！(^_^) 

 

どうもあの白いタマは、キノコのようですね！ 

いや～この景観素敵ですね! 嵯峨野の竹林は何度か散策経験が有りますが、最近は人が

多過ぎて…。こんな静寂にどっぷり浸かってみたいですね～ 確かにちょっと怖い気もし

ますが。「竹林公園」φ(．．)メモメモ! 

竹筋コンクリート 、びっくりです。強度が気になりました。ヾ(゜０゜*)ノ?

> Kuriさん kuriさんも竹林ズキのようですね(^_^)！ 

 

確かに、女性から見ると、あまりに閑散としていて、防犯上、心配になるのでしょうね？ 上

のコメントにも同じようなことを書かれている方がいらっしゃいましたσ(^_^;) 

 

あの辺の竹林に入ってしまうと人家が見えないので、2人以上で行かれるほうがイイかもし

れません。 

 

竹林公園と周囲の竹林は、あまり広報宣伝していないので、観光客は少ないですね！ ホ

ントは竹林に入ってほしくないのだと思います。

ここの廃屋がとても趣ありますよね。 

個人的に竹林が好きなら嵯峨よりここの方が断然楽しめると思いますが 

本当に人がいないですよね。不思議だ(;´▽｀A``

> escassyさん　実は、行ってみて感じたのですが、どうも観光客の誘致の仕方がヘタクソ

なのです（ソレは、私にとっては、たいへんけっこうなことなのですが ）！ 

 

まず、竹林公園と竹資料館、竹の小径と隣接竹林など京都の標準的ガイドブックには載っ

ていません。 

 

「竹林公園」の中に「竹の資料館」があり、竹林公園の外側に「竹の小径」と「竹林」があ

る、という地理関係が、実際に行って初めて理解できました  

 

的確に説明されたパンフ等資料がないのです！ 

 

どうも竹林公園と竹の資料館は京都市で、竹林公園と隣接している竹の小径と竹林は向

日市、という縦割り行政で一貫していないからのようです。 

 

それに農家は、ホントは竹林に足を踏み入れて欲しくないのでは？と感じましたσ(^_^;)！ 

 

足並みが揃ってないですね！

> escassyさん　一部間違えておりました  

 

自治体の境界は、川、山岳稜線の場合が多いですが、この場合「竹の小径」のメインルー

トが、京都市と向日市の境界線となっています。（枝ルートは向日市） 

 

そのことも解りずらい一因となっているように思います。 

 

コメントする

 

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。 

コメント

コメント

コメント
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