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(1) Photographs of Gardens & Flowers in 2014 
Visits to Gardens & Flowers in 2014 雅子の花紀行（2014） 

◆Kawagoe on January 3, 2014：正月の川越（2014 年１月３日） 

Kita-in Temple：喜多院の境内で、達磨市がありました。七転び八起きの縁起を担

いで、中程度の達磨を買いました。 

   

  
 

Ko-Edo, Old Streets at Kawagoe  川越「小江戸の町並み」 
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◆Temples and Gardens at Arashi-yama in Kyotoat the End of January 
京都嵐山の寺院や庭園をご紹介。（2014 年１月末） 

 

今回、散策した道順：➀阪急嵐山駅→➁渡月橋→➂天竜寺前→➃落柿舎→➄嵯峨鳥

居本の町並→➅化野念仏寺→⑦大河内山荘庭園→⑧渡月橋→⑨阪急嵐山駅 

Time Bell Tower 

時の鐘は、寛永年間に

建てたものが最初とい

われています。 現在の

鐘楼は、1893 年に起き

た川越大火の翌年に再

建されたものです。 3
層構造で、高さ約 16 メ

ートル。江戸時代の初

期から、 暮らしに欠か

せない「時」を告げて

きた川越のシンボルで

す。 現在、１日に４回

蔵造りの町並みに 鐘の

音を響かせています。 

➀ 

➁ 

➂ 

➃ 

➄ ➅ 

⑦ 
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➁ Togetu-kyou bridge was made by a priest in the 9-th century. 渡月橋は

９世紀に僧道昌により建設されました。観光客は舞子さんの扮装をさせて貰えます。 

  
➂ Tenyru-ji was built in 1339 on the former site of Emperor Go-Daigo's villa after a 
priest dreamt of a dragon rising from the nearby river.  
天竜寺の前を通る。天竜寺の節分会は有名です。 

  
➃ Rakushisha, "Hut of Fallen Persimmons," is a famous landmark built by the great 
Edo-period (1603-1868) reciter of haiku, Mukai Kyorai (1651-1704). 落柿舎は俳人・

向井去来の別荘で、師の松尾芭蕉は 1691 年にここに滞在して嵯峨日記を著した。

  

節分の日、総門前で福笹を

受け、境内の塔頭七カ寺の

お札を受けて廻る、七福神

めぐりが行われます。 
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落柿舎の母屋             母屋の内部 

  
落柿舎の離れ。庭には句碑が沢山あります。芭蕉：五月雨や色紙へぎたる壁の跡 

  
 

➄ Old Street at Torii-moto 嵯峨鳥居本（さがとりいもと）は、古くは「化野

（あだしの）」と呼ばれ、京の人々の埋葬の地でした。現在の古い町並みは愛宕神

社の門前町として発展したもので、化野念仏寺を境に瓦屋根の町家風民家が並ぶ下

地区と茅葺きの農家が多い上地区と二つの風景が共存します。 

  

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9B%E5%AE%95%E7%A5%9E%E7%A4%BE
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9B%E5%AE%95%E7%A5%9E%E7%A4%BE


 5 

鳥居本の「まゆ村」は、恐らく世界中でもたった一軒の繭人形の専門店でしょう。 

  
 

➅ Adashino Nenbutsu-ji Temple was build in 811 by Kuukai. This temple is known for 
the thousand stone statues. 化野（あだしの）念仏寺は 811 年に空海により建立さ

れ、野ざらしになっていた遺骸を埋葬したのに始まると、云われています。境内の

約 8000 体という夥しい数の石仏・石塔は、1903 年頃に、化野に散在していた多く

の無縁仏を掘り出して集めたものです。境内には水子地蔵もあり、地蔵菩薩の縁日

には水子供養が行われます。下の写真は、「西院の河原」と呼ばれている所です。 

 

今年の干支の午の

人形を繭で作って

ありました。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/1903%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E5%AD%90
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E8%94%B5%E8%8F%A9%E8%96%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E5%AD%90
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念仏寺には立派な竹林がありました。  本堂には格言が書いてありました。 

  

 
⑦ Ōkōchi Sansō (Okochi Mountain Villa)  大河内山荘庭園 

    

化野念仏寺の千灯供養は、

「西院の河原」で地蔵盆の時

期（8 月 23 日、24 日）に行

なわれます。水子供養は、毎

月 24 日に行われます。 

This Villa is the former home and garden of the 
Japanese jidaigeki or period film actor Denjirō 
Ōkōchi (1898-1962). The main structures were 
built in the 1930s and 1940s. The various gardens 
were designed to show off each of the four 
seasons. Since the villa is located on top of a hill, 
the city of Kyoto, Mt. Hiei, and the Hozu River 
gorge are well visible from points on the grounds. 
大河内伝次郎（1898－1962）は昭和初期から

の映画界の大スターで、「丹下左膳」役で一世

を風靡しました。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E8%94%B5%E7%9B%86
http://ja.wikipedia.org/wiki/8%E6%9C%8823%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/8%E6%9C%8824%E6%97%A5
http://en.wikipedia.org/wiki/Jidaigeki
http://en.wikipedia.org/wiki/Denjir%C5%8D_%C5%8Ck%C5%8Dchi
http://en.wikipedia.org/wiki/Denjir%C5%8D_%C5%8Ck%C5%8Dchi
http://en.wikipedia.org/wiki/Kyoto
http://en.wikipedia.org/wiki/Mt._Hiei
http://en.wikipedia.org/wiki/Hozu_River


 7 

⑦大河内山荘庭園：この庭園は、大河内伝次郎が小倉山からの雄大な風光に魅せられ、

1931 年から 30 年に渡り丹精こめて、こつこつと造りあげた優美な庭園です。桜や楓が多

く植栽された園内からは、嵐山に保津川の清流、比叡山や京の町並みなども眺められ、四

季折々に趣があります。この庭園は近年、国の文化財に指定されました。 

  

  
 

◆Osaka: Abeno Harukas on March 18, 2014 

 

「 あ べのハルカ

ス」は大阪市阿倍

野区にある超高層

ビルで、本年３月

７日に全面開業し

ました。60 階建

て 、 高 さ 300 ｍ

で、日本で最も高

い 超 高層ビルで

す。開業早々の３

月 18 日に見物に

行きました。 
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あべのハルカスからの眺め。左：通天閣、右：ピカピカの近鉄百貨店の内部。 

  
 

◆Cherry Blossom Viewing in Osaka Mint  

４月 14 日に、有名な「大阪造幣局の通り抜け」に初めて行きました。 

  

「造幣局の通り抜け」には、品種改良による多種類の珍しい桜が植わっています。

造幣局のウェブサイト（次の行）には、桜樹一覧表が記載されています。

http://www.mint.go.jp/enjoy/toorinuke/ichiran_a.html 

  

http://www.mint.go.jp/enjoy/toorinuke/ichiran_a.html
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◆Cherry Blossom of Nose-Myoken Mountain (660m)  

４月 20 日に、能勢妙見山（660ｍ）に行きました。山頂には、阪急梅田から電車・

ゲーブル、又は車で約１時間で登れます。ここは、日蓮宗の霊場が有名です。 

  
山頂は平地より冷涼なので、桜が未だ満開でした。アセビも咲いていました。 

  

◆Sightseeing of Osaka  大阪見物（５月中旬） 
大阪・千里団地のシランが綺麗でした。  心斎橋筋商店街です。 
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◆Osaka and Kyoto in Middle September  大阪と京都（９月中旬） 

大阪・千里団地の銀杏並木では、もう実が鈴なりでした。 

  
JR 京都駅から歩いて三十三間堂まで行きました。その途中に、平安時代中期から

室町時代まで続いた、仏師の工房跡（七条仏所跡）がありました。 

  
三十三間堂（本堂は国宝）の創建は 1165 年です。その内陣には、千体の木像千手

観音像や多数の木像が並んでおり、その総ては国宝・重要文化財です。左：千手観

音坐像（国宝）、中：風神像（国宝）、右：雷神像（国宝）。これら三体の木像は、

七条仏所出身の湛慶（1173-1256：運慶の長男）が製作しました。 

   

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A2%A8%E7%A5%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%B7%E7%A5%9E
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三十三間堂の近くにある京都国立博物館で国宝展を見ました。旧本館は、1895 年

竣工の重要文化財です。 

  
久しぶりに、大阪城に行きました。今年は、「大阪冬の陣」の 400 年祭があります。 

  
 

◆Naruto Park on Nov. 2, 2014 鳴門公園（2014 年 11 月２日） 

Uzu-no-michi 大鳴門橋の下にある遊歩道・「渦の道」に行きました。 

左：鳴門海峡と大鳴門橋、対岸は淡路島。大橋の下部に遊歩道が見えます。 

右：「渦の道」は大鳴門橋の鳴門側に作られた遊歩道です。 

  



 12 

The Otsuka Museum of Art  大塚国際美術館 
The Otsuka Museum of Art is a ″Ceramic board masterpiece art museum″ with the largest 
exhibition space in Japan (total floor of 29,412 square meters), built in 1998 to commemorate 
the Otsuka Pharmaceutical Group’s 75th anniversary in Naruto City. Inside, there are 1,074 
replicas of priceless masterpieces of Western art.  大塚国際美術館は、陶板複製画を中心と

した博物館。大塚製薬グループの創業 75 周年事業として 1998 年に開設されました。オリ

ジナルと同じ大きさの複製画が展示されています。 

Reprica of Cappella Sistina システィーナ礼拝堂（ローマのバチカン宮殿にある） 

地下３階にはシスティーナ礼拝堂の内部が原寸大で再現されています。下の写真は地下２

階から撮影しました。ミケランジェロ（1475-1564）は 1508-1512 年に天井画「天地創

造」を、1533-1541 年に主祭壇背後の壁に「最後の審判」を描きました。 

 
地下３階の名画。左：ポンペイ遺跡の「秘儀の間」。鮮やかな「ポンペイ・レッド」は有

名です。右：エル・グレコの祭壇衝立復元で、枠は純金です。 

  
大塚国際美術館の詳細は、次ぎのサイトをご覧下さい：「大塚国際美術館」ひとり旅 (１) 

このホールで、

2004 年に衆議

院議員の後藤田

正純と女優の水

野真紀、2010

年に横綱白鵬

（夫人が徳島出

身）の結婚披露

宴が行われまし

た。2009 年か

らは将棋の王将

戦や松竹の歌舞

伎なども開催さ

れています。 

http://appletechlab.jp/blog-entry-546.html
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◆Nara National Museum in Nov.  奈良国立博物館の正倉院展（2014 年 11 月） 

   
 

主な展示品。左：桑木阮咸 （くわのきのげんかん）。阮咸という名前は「竹林七賢」の

一人で琵琶の名手とされた阮咸に由来すると言われています。左：鳥獣花背方鏡 （ちょ

うじゅうかはいのほうきょう）の裏面。ＮＨＫ特集で放送されましたが、現在の技術では、

像の凹凸を忠実に再現することは不可能のようです。 

 

Commemorating the 80th Birthdays 
of their Majesties the Emperor and 
Empress, the 66th Annual Exhibition 
of Shōsō-in Treasures was held in 
Nara National Museum.  
左：天皇ご夫妻の傘寿を記念して、

第 66 回正倉院展が奈良国立博物館

で開催されました。ポスターの絵

は、鳥毛立女屏風 （とりげりつじ

ょのびょうぶ）。下：近鉄奈良駅か

ら博物館に行く途中にある奈良公園

には、鹿が沢山いました。 
吉永小百合の「鹿のフン」の歌/k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qE7MXU2QFUk
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左：東大寺の正倉院は、修復のため長い間、カバーが架かっていましたが、今年の

11 月から拝観再開でした。右：大仏殿周辺では、紅葉が始まっていました。 

  
左：東大寺の大仏様。右：大仏殿の外に、「おびんずる様」が居られました。

  
 

◆Tofukuji Temple on Nov. 29, 2014  東福寺（11 月 29 日） 

境内の紅葉は一応綺麗でしたが、前夜の雨により前回より豪華さに欠けていました。 
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◆Fushimi Inari Taisha on Nov. 29, 2014 伏見稲荷大社（11 月 29 日） 

 
左：大鳥居の奥に楼門がある。 右：楼門は重文で、1589 年に豊臣秀吉が寄進しました。 

  

左：楼門の奥にある外拝殿（げはいでん）は重文で、本来はここから祝詞を奏上します。 

右：外拝殿の奥にある本殿（重文）は応仁の乱で焼失後、1499 年に再建されました。 

  

Fushimi Inari Taisha, located at Fushimi in Kyoto, is the 
head of the 30,000 Inari (God of rice) shines in Japan. 
This shrine was founded in 711. Usually shrines have 
only few Torii (shrine gate), but this shrine is famous for 
its thousands of Torii.  
京都市伏見区にある伏見稲荷大社は 711 年の創立

で、全国に約３万社あると言われる伏見神社の総本

山です。 

左の図は、大社全体の見取り図です。本殿裏の稲荷

山（標高 233ｍ）の峰々を巡拝する参道には多くの祠

や塚があり、朱塗り鳥居のトンネルです。全長約２

ｋｍで、約２時間かかります。今回は、④本殿と⑧

奥社を参拝しました。 

なお、次ぎのサイトに伏見稲荷の詳しい案内があり

ます。http://inariyama.com/shasinn/ 

稲荷山 

http://inariyama.com/shasinn/
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左：上の写真の石段を右に曲がると、大きな鳥居の列があります。こうした鳥居の寄進料

は、一基で三百万円とも五百万円とも言われています。ご利益があるのでしょうか？ 

右：大きな鳥居列の先は二手に分かれており、ここが有名な「千本鳥居」です。 

  

楼門の左右に居る狐は鍵と玉を喰えています。 本殿の左右に居る狐 

  

左： 2014 年、伏見稲荷が外国人には人気第１位の国内観光地になりました。人気の理由

は「日常とはまさに異世界のような光景が広がり、息を飲む神秘的な光景」、「山頂に行

くにつれて人が少なくなって穏やかな気持ちになる。朱い鳥居と山の緑の色合いに日本の

平和の心を感じる」、「ここは外せない。なぜならここは旅行中に見たどんなところにも

似ていない、唯一無二の場所だから」等々。右：参道は、外人や修学旅行生が多い。 

  


