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(1) Photographs of Gardens & Flowers in 2013 
Visits to Gardens & Flowers in 2013 雅子の花紀行（2013） 

◆Gardens and Flowers at Kamakura on Jan. 5 鎌倉(１月５日) 

Komachi Shopping Street：鎌倉駅から八幡宮まで賑やかな小町通りがあります。 

 
Kaburaki Kiyokata Memorial Art Museum：鏑木清方記念美術館 

  
Kamakura City Kawakita Film Museum：鎌倉市川喜多映画記念館 

  

鏑木清方（1878-1972）は近代美人

画の巨匠で、伊藤深水らの多くの

門人がいます。この美術館は、小

町通りの横道に面した清方の旧居

跡に建てられました。 

鎌倉市川喜多映画記念館は、日本

の映画発展に大きく貢献した川喜

多長政・かしこ夫妻の旧宅跡に建

てられました。1928 年に欧州映画

の輸入を始め、数々の名作を配給

し多くのヒットを生みました。夫

妻は国際映画祭を通じて日本映画

を世界に紹介し、黒澤監督の「羅

生門」がグランプリを獲得するの

にも貢献しました。この邸宅で、

アラン・ドロンや田中絹代などの

多くの国内外の有名映画人と交流

を深めました。 
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Italian Restaurant “La Luce”：イタリーレストラン「ラ・ルーチェ」 

  

Tsurugaoka Hachimangu：鶴岡八幡宮はお正月でしたので、境内は混んでいました。 

  

境内のぼたん庭園：冬の見頃は元旦－２月下旬、春の見頃は４月－５月中旬です。 

  

 

鎌倉幕府は山を切り取って鎌倉と各地を結ぶ道を作り

ました。これが「切通し」でした。鎌倉には、このよ

うな切通しが相当数ありますが、その中で主要な七つ

の切通しのことを「七口（ななくち）」とか「七切通

し（ななきりとおし）」と呼んでいます。 

今回は切通しを見ようと、八幡宮から近い巨福呂坂

（こぶくろざか）に行きました。 
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◆Famous Katori Shrine and Old Town at Sawara：香取神宮と古い町並（３月上旬） 

茨城県潮来市の利根川の対岸には、千葉県香取市があります。左の写真は、東関東高速

道・佐原 PA から見た利根川両岸の潮来市と香取市との水郷地域です。香取市は関東では

有数の古社である香取神宮と、佐原地区の町並みが有名です。 

  

  

  

赤鳥居：鳥居の奥にあ

る参道にも桜並木が続

いており、沢山の灯篭

が奉納されています。

元・巨人軍の城之内投

手が奉納した灯篭もあ

りました。 

 
 
本殿前にある楼門（重

要文化財）。本殿（重

要文化財）は工事中で

覆いがあり外観は見え

ませんでした。 
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Old Town at Sawara：香取市佐原地区の町並 江戸時代から水運で栄え、古い町並

が保存されています。伊能忠敬の旧宅や記念館もあります。 

  

商店や食堂の中、町のあちらこちらに様々な雛人形が飾ってありました。 

  

旧・三菱銀行佐原支店（建造は 1914 年） 佐原の運河と町並み。 

  

さわら雛めぐりが開

催されていました。 
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ロテスリー吉庭（きってい）。銀座レカンのシェフだった吉塚義男氏が佐原にオープンし

た有名なビュフェ・レストランです。無農薬などの地産地消の材料を使ったお洒落な一品

一品が人気です。ランチは土日が 2200 円、平日が 1800 円。 

  

◆Flowers of Tokyo in Late March  東京・大泉学園の桜並木（３月下旬） 

 

伊能忠敬の旧宅 

江戸時代に正確な日本地図を作成

したことで有名な忠敬は、佐原の

商家に婿養子に入りました。家業

を再興し財産を築いた後、50 歳で

隠居をして暦学や天文学を学びま

した。幕府の要請で1800 年から

1816 年まで足かけ 17 年をかけ

て、数人の弟子を連れて全国を周

り、日本地図を作りました。 

東京では３月にな

り急に暖かくなり

ましたので、桜が

例年より 10 日も

早く満開になりま

した。左の写真

は、３月 22 日に

撮影した大泉学園

通りの桜並木で

す。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/1800%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1816%E5%B9%B4
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◆Osaka in Middle April (2013)  大阪に行きました（４月中旬） 
みのお山荘 風の杜：みのお山荘は 200ｍの山頂にあって、部屋からは大阪平野が一

望できます。温泉と料理は素晴らしく、料金はリーズナブル。 

  

 
◆Visit to Kamiyama Town in Tokysima  in Early May  
徳島県名西郡神山町に行きました。（５月上旬） 

神山温泉のホテルには、見事な藤棚がありました。 

  

娘の家（千里丘陵）の屋上から

は万博公園にある太陽の塔が見

えます。 
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◆Tokusima   City in Early May 徳島市に行きました。（５月上旬） 

 

  
 

◆Drive from Tokyo to Osaka (July 12 – 16)：大阪に車で行く（７月中旬）  
大阪に行く途中で長浜に寄りました。長浜城跡は豊公園にあります。 
長浜は、羽柴秀吉が領主としてはじめて自らの城を築き、城下町とした地です。 

  

上：徳島市の眉山

に、ロープウェー

で登りました。眉

山のまわりに、徳

島市街が広がって

います。中央の小

山が城山で、大河

が吉野川です。 
遠方の島は、左が

淡路島で右が沼島

です。 

下：眉山山頂に

は、ポルトガルの

文豪・モラエスの

記念館があり、書

斎が再現されてい

ます。 
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豊公園から琵琶湖を見る。       公園ではラベンダーが花盛りでした。 

  
長浜の街には北国街道の名残があります。 

  
山車（寿山）の倉庫 
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◆Drive to Daigo Town in the North Part of Ibaraki in Middle Oct. 
東京から茨城県大子町にリンゴ狩りに行く（10 月中旬） 

 
きね八から国道 118 号線で大子町に行く途中、立派な納豆屋（舟納豆）がありました。 

  
舟納豆から大子町に行く途中、まるしん食堂で鮎塩焼き定食（千円）を食べました。 

  

大子町は茨城県北部の山奥にあ

り、袋田の滝で有名です。大子

町では、寒冷な気候を利用した

リンゴ栽培も盛んです。常磐道

の那珂インターで降り、国道

118 号線に入った直後の、ナザ

レ園入口交差点にきね八という

商店あります。ここの焼きたて

アップルパイは絶品です。奥久

慈リンゴがたっぷり入っていて

大変美味ですし、値段も格安

（550 円）です。店内の喫茶店

で、アップルパイを食べること

も出来ます。 
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大子町には、リンゴ村が５ケ所あります。去年は、奥久慈りんごのふる里に行った

ので、今年は奥久慈りんごの村に行きました。 

  
本田りんご園では、専用車に乗ってリンゴ畑に登ります。 

  
木沢りんご園は豪邸です。試供品のリンゴは食べ放題です。訳有りのりんごも、安

く販売されています。 
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◆Sightseeing of  Coloured Leaves in Kyoto in Late Nov.  京都の紅葉（11 月下旬） 

Coloured Leaves at Kodai-ji Temple  高台寺の紅葉 

 

  

  

Kodai-ji Temple was 
established in 1606 by 
Kita-no-Mandokoro 
(1548-1624) in memory 
of her late husband 
Toyotomi Hideyoshi 
(1536-1598).  Kita-no-
Mandokoro was also 
known as Nene. 
高台寺は豊臣秀吉

(1536-1598)没後、そ

の菩提を弔うために秀

吉夫人の北政所・ねね

（出家して高台院湖月

尼と号す、1548-

1624）が 1606 年に開

創した寺です。 
高台寺の前の参道は

「ねねの道」と呼ばれ

ています。 
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Coloured Leaves at Chion-in Temple  知恩院の紅葉 
Chion-in Temple was built in 1175 by Hōnen (1133-1212), the founder of the Jōdo Shū (Pure 
Land Sect) of Buddhism.  
知恩院は、浄土宗の宗祖・法然（1133-1212）が東山吉水（よしみず）、現在の知恩院勢

至堂付近に営んだ草庵をその起源とします。創建は1175 年です。 
 
知恩院の山門（国宝）は 1621 年の建立で、高さ 24 メートル、日本最大の山門です。 

  
 

 

Coloured Leaves at Heian-Jingu Shrine  平安神宮付近の紅葉 
Marking the 1,100th year since the Heian Capital (Kyoto) was founded in 794, the citizens of 
Kyoto created a new shrine (Heian-Jingu Shrine) in 1895 in the style of Chodo-in, the main 
edifice of the Heian Capital.  
平安神宮は平安遷都 1100 年を記念して、1895 年に桓武天皇を祭神として創建されました。

社殿は平安京の内裏を縮小して復元したものです。 

 

平安神宮の鳥居              琵琶湖から水を引いてきた岡崎疏水 

  

http://ja.wikipedia.org/wiki/1175%E5%B9%B4
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Coloured Leaves at Nanzen-ji Temple  南禅寺の紅葉 
Nanzen-ji Temple was built in 1291.  
南禅寺は臨済宗南禅寺派の大本山で、1291 年亀山法皇の離宮の地に創建されました。 
南禅寺中門は哲学の路に面しています。  南禅寺山門は中門の奥にあります。 

  
 
Coloured Leaves at Eikan-dou Temple  永観堂の紅葉 

Eikan-dou Temple was built in 855. 禅林寺は、通称「永観堂」と呼ばれています。855 年、

空海の弟子真紹（しんしょう）が藤原関雄（せきお）の山荘を寺院としました。  
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◆Sightseeing of Kobe in Late Nov.  神戸の観光（11 月下旬） 
新幹線「新神戸駅」の裏山には、有名な「布引の四滝」があります。 

布引の滝：雌滝は落差 19ｍの優美な滝。  布引の滝：雄滝は落差 43ｍの豪壮な滝。 

  
 

外国人居留地跡には瀟洒な建物が沢山建っています。 外国人居留地跡の紅葉。 

  
外国人居留地跡には南京町があります。 外国人居留地跡の夜景。 

  


