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京都① ねねの道・一念坂・二寧坂・産寧坂・清水坂・清水寺 

 

０：００ みなさん、こんにちは。てれんぽの井上ゆき子です。 

今、私は京都を代表する展望台といわれている、「将軍塚（しょうぐ

んづか）」というところにやってきています。 

私の背後に見えるのは、京都市内一望です。 

これからこの京都市内の魅力的なスポットを、動画で配信してまい

ります。 

 

今日ご案内するのは、ねねの道から清水寺までのエリア「東山（ひが

しやま）エリア」をご案内したいと思います。 

それでは、動画のほうスタートいたします。 

 

０：５０ みなさま、こんにちは。私は今、ねねの道に立っておりま

す。 

「高台寺（こうだいじ）」の門前となってまいります石畳が敷かれて

おります道、こちらのすぐそばには、「石塀小路（いしべこうじ）」

と呼ばれるところもございますが、京都を走っておりました市電に

使われておりました石を利用して、石畳になさっているといったよ

うなところでございます。 

 

今日はこのねねの道、おねさん、ねねさんと呼ばれます「北政所（き

たのまんどころ）」のお名前を、高台寺でございますので、そちらか

らお取りしてございますが、こちらのほうコースを進んでまいり、さ

らには「法観寺（ほうかんじ）」というところの「八坂の塔（やさか



 

のとう）」と呼ばれる塔をご覧いただきながら、さらに一年坂・二年

坂・三年坂と呼ばれる道を通ってまいりまして、清水寺（きよみずで

ら）の門前は、清水坂（きよみずざか）のほうにと進めてまいります。 

 

さて、高台寺をこちらのほうのすぐそばと控えてございますが、こち

らの周辺は石畳に整備をされておりますけれど、あわせまして「電柱

の地中化」というのをおこなってございます。 

そのため、いろいろなところで見ていただきましても、電柱が見当た

らないのが特徴のひとつではございますが、やはり観光地・観光資源

を大いに生かしたいということもございまして、このような取り組

みをしてございます。 

 

２：１８ さて、私たちはこのまままっすぐ進んで、一年坂のほうに

と進めるのですが、こちらから東の方角を見ていただきますと、何や

ら大きな建物が見えてございます。 

「霊山護国神社（りょうぜんごこくじんじゃ）」のすぐそばにござい

ます「歴史資料館（れきししりょうかん）」なるものがこちらのほう

にと控えてございます。 

 

幕末がお好きな方にはたまらない場所かもしれません。 

あの坂本龍馬（さかもとりょうま）さんが斬られてしまったときの刀

なども展示をされているということでございますが、そういった幕

末関連のものを展示している周辺です。 

 

また、霊の山と書いて「霊山（りょうぜん）」と申し上げますが、世

界の平和を祈るための霊山観音（りょうぜんかんのん）さん、高さ２

４メートルにも及ぶものでございますが、その少し後ろに控えます



 

のが霊山護国神社で、さらにはそちらの周辺に墓地があるのですけ

れども、ここ一時は「京都神社（きょうとじんじゃ）」と呼ばれる頃

もございました。 

 

また、こちらの霊山護国神社からお上がりいただきました墓地の方

では、１３５６名もの方が眠っていらっしゃいます。 

その中には、坂本龍馬さんや、また同時にお亡くなりになられており

ます中岡慎太郎（なかおかしんたろう）さんのお墓もここに設けられ

ていますので、このお墓参りにと訪ねられる方も多いところでござ

います。 

 

３：４４ そちらの霊山護国神社の方面は、維新につながっていきま

したので、後に「維新の道（いしんのみち）」と呼ばれることにとな

ってまいりました。 

また、反対側、大きなお屋根が見えておりますが、これは高台寺の表

門になります。 

この通り自体も、高台寺の南門の前の道ということで、そのような通

り名がついてございます。 

 

またちょっと雰囲気のいいような建物が見えておりますが、「ザ・ソ

ード（THE SODOH）」と申し上げまして、こちらのほうは元々、日

本画家の「竹内栖鳳（たけうちせいほう）」さんのお屋敷のあったと

ころでございます。 

この旧邸を整備してまいりまして、レストランや、近年では結婚式場

としてお使いをいただいているところでございます。 

 

お庭も１７００坪ぐらいあるということでございますので、そのよ



 

うな庭園を見ていただきながら、雰囲気のいいこちらの涼やかなと

ころでお過ごしいただける、あこがれの結婚式場といったところで

ございましょうか。 

建物も修築はされてございますけれども、こちらのほうを利用して

いただいております。 

 

４：５７ では、すでに歩き始めておりますこの道が「一念坂（いち

ねんざか）」と申し上げます。 

こちらなのですが、一は漢数字の一（いち）、念は念ずるの字をあて

てまいりまして、「一念坂」といったようにお呼びしているところで

す。 

この後続いてまいります、二年坂・三年坂とちなんでまいりまして、

こちらもそのような「一に念ずる」という字ではございますが、「一

念坂」と名付けられることとなってまいりました。 

 

さて、二年坂を進めていきますが、ここも元々は大同（だいどう）２

年につくられた道でございますので、「二年坂（にねんざか）」とい

ったようにお呼びするのですが、近年では産寧坂の「寧（ねい）」と

あわせて、「二寧坂（にねいざか）」といったようにお書きしてお呼

びすることもございます。 

 

「寧（ねい）」という字なのですが、丁寧（ていねい）の「寧」とい

う字です。 

これを「年（ねん）」と読ませておりまして、「二年坂（にねんざか）」

といったようにお呼びするところとなりました。 

先のほうに緩やかな階段が見えてくるのですが、そちらのほうが二

年坂になります。 



 

６：０６ 上がってまいりますと、ここも分岐点となってまいりまし

て、この分岐の方面から、私たちの進行方向で申し上げますと、右の

方向に、右に曲がりましたら、先ほどご紹介した「法観寺」という、

こちらの塔のほうにと連絡をしてございます。 

「夢見坂（ゆめみざか）」というロマンチックなお名前が付けられて

いるところとなっております。 

 

こちらのほうで法観寺（ほうかんじ）さん、ご覧いただいてございま

す。 

高さ４６メートルということでございますので、日本で最も高い五

重塔（ごじゅうのとう）は、京都は「東寺（とうじ）」さんの五重塔

が５５メートル、また第２位は、奈良にございます「興福寺（こうふ

くじ）」の五重塔が５０メートル、これに次いで第３位の高さという

ことになります。 

 

ただ年代はですね、実は１４４０年ということでございますので、足

利（あしかが）の時代でございますね、再建（さいこん）された姿が

今も留められているところ、元々の御遠忌（ごえんき）というのは、

５００年代にまでさかのぼってまいりまして、聖徳太子（しょうとく

たいし）の頃ということになってまいります。 

 

７：２０ さて、こちら「竹久夢二寓居跡（たけひさゆめじ ぐうき

ょあと）」といったように書いてございます。 

こちらなのですが、夢二さんは奥様もいらっしゃいましたが、よく恋

をされました、そんな中のひとりということになりますが、笠井彦乃

（かさいひこの）さんという方と会われてしまいまして、恋に落ちて

しまわれました。 



 

また、東京におられたのですが、先にこちらに入られた夢二さんを追

って、彦乃さんもお越しになられたのが大正５年、しばらくはこちら

のほうでお過ごしになられたとのことでございます。 

 

７：５７ では、夢見坂とお別れをしてまいります。 

今の道までが「二年坂」となってまいりまして、こちらは「三年坂（さ

んねんざか）」と呼ばれる道につながっていくルートということにな

ります。 

 

また、三年坂から二年坂の分岐の先は、今ご紹介申し上げましたよう

な夢見坂という名前になっていますので、またそれまで道が別とい

うことになるわけでございます。 

「八坂庚申堂（やさかこうしんどう）」と呼ばれるところがありまし

て、「くくり猿（ざる）」と呼ばれる、おさるさんで大変知られると

ころです。 

名前の通り、庚申（こうしん）さんをお祀（まつ）りしているところ

となってございます。 

 

８：４０ さて、おみやげもののお店も大変多い周辺ということにな

るのですが、この先のところは、霊山（りょうぜん）の前の方から連

絡をしてきた、維新の道との分岐になります。 

「維新の道」は、ご紹介申し上げました「霊山護国神社」の前のほう

から、「霊山」という山のふもとを通ってまいりまして、それにこち

らのほうはですね、西村京太郎（にしむらきょうたろう）さんと山村

美紗（やまむらみさ）さんの邸宅の前を通ってきていただくというこ

とになるのですね。 

 



 

こちらのほうを抜けてまいりましたら、「清水寺（きよみずでら）」

への連絡道のほうにと接続をするということになってまいります。 

 

９：２３ いつぞやブラタモリということで、あのタモリさんもお越

しになられたところではございますが、タモリさんはどちらかとい

うと、暗渠（あんきょ）と呼ばれる川の流れとかもお好きでいらっし

ゃいますので、そちらの回ではこの周辺をご案内なさったというよ

りは、またちょっと一風変わったところのご案内ということになっ

たようです。 

では、ご紹介申し上げました分岐の道にとやってまいりました。 

 

ちょうどこちらのほうがですね、本廟（ほんびょう）といったように

書いてございますが、「霊山御本廟（りょうぜんごほんびょう）」と

いったようにございます。 

こちらのすぐ横に控えております道が「維新の道（いしんのみち）」

となっておりますので、山村美紗さんと西村京太郎さんのお家の前

を通ったら、大きく北向けのほうにと向きを変えてまいりまして、ご

紹介を申し上げました「霊山観音（りょうぜんかんのん）」さんのす

ぐ近くのところを通っていくことになります。 

 

１０：２０ そして、「浄土真宗（じょうどしんしゅう）」は「真宗

十派（しんしゅうじゅっぱ）」と申し上げますように、今、十（とう）

に分かれているのですけれども、そのうちのほとんどと申しましょ

うか、こちらの京都市内のほうにと控えてございます。 

有名な「本願寺派（ほんがんじは）」はお西さん、西本願寺（にしほ

んがんじ）となってまいりますし、またお東さんのほうはですね、「大

谷派（おおたには）」と呼ばれてございますが、そちらのほうとあわ



 

せ、お西さんから分かれました「興正寺（こうしょうじ）」、そちら

のご本廟になりますのが、今の「興正派（こうしょうは）」のご本廟

ということになります。 

 

１０：５９ では、いよいよ三年坂を上がってまいります。 

三年坂ですが、これも大同（だいどう）３年につくられましたところ

から「三年坂（さんねんざか）」と申し上げますので、元は漢数字の

「三」に年、としという字を合わせてまいりまして、お呼びしており

ました。 

 

しかしながら、今現在表記をされる字に関しましては、お産の産に丁

寧の寧という字を書きあてまして、「産寧坂（さんねいざか）」とお

呼びしているのです。 

これは「清水寺」のちょうど舞台、本堂（ほんどう）の前のところか

らですね、正面に見えます「子安の塔（こやすのとう）」の前の通り

なのですが、安産を祈られていた塔でもございます。 

そちらのほうを目指して行かれる妊婦さんたちがお通りになられま

した。 

 

やはり昔は今のように医療が発達しているわけではございませんの

で、出産というのが必ずしも安全にできるものではありませんでし

た。 

お母さん、もしくは子供さんが亡くなってしまうというようなこと

もございましたので、安産などに関しましては、特に心配をしておら

れたのですね。 

 

そのような方々がお越しになられるということもあったので、お産



 

が軽く済むようにと願われ、お産の産に丁寧の寧というのは、安易

（あんい）の易の字、易し（やすし）、易学（えきがく）の易という

字がなってまいりますが、そのようなものと同じ意味を持つ漢字で

ございますので、よりお産が軽く済むように願われてついた地でご

ざいます。 

 

一昔前は、あちらの三年坂で転ぶと三年以内に死んでしまうなんて

お話があったのですけれども、現在ではそのようなお話はあくまで

逸話ということで紹介をされるのみのようでございます。 

当初、もちろん転げてしまうようなことがあれば、イコール（＝）安

全ではないということになってまいりますので、そんなところで、そ

ちらのほうの話が出たのではないかと考えられます。 

 

１３：０１ では、三年坂を上がりましたので、いよいよ「清水坂（き

よみずざか）」のほうにと、私たちは進めてまいりました。 

ちょうど時計が見えておりますところ、これ「五条大橋（ごじょうお

おはし）」のイメージなのです。 

 

「大文字（だいもんじ）」が刻まれておりますので、「大」という字

も書いてありますし、また塔の姿は、おそらくは「法観寺」かなと思

われるのですが、ひょっとしたら東寺の塔かもしれないのですけれ

ども、位置的に申し上げましたら、おそらくは「法観寺」の「八坂の

塔」を記しているかと思われます。 

 

１３：３４ 「鴨川（かもがわ）」に架かる五条大橋（ごじょうおお

はし）におきまして、あの「牛若丸（うしわかまる）」と「弁慶（べ

んけい）」が出会われたとされますので、お時間ぴったりでございま



 

したら、こちらのほうが、仕掛けがございますので、牛若丸と弁慶が

出てきて戦うような姿をご覧いただけるところとなっています。 

 

「♪京の五条の橋の上 大の男の弁慶は」というお歌でも知られてご

ざいますように、ひらりひらりとかわされていきましたので、その姿

をご覧になられてですね、見るからにはひ弱なのですが、かなうわけ

がないと最終的には降伏をした、そしてお亡くなりになりますまで

長きに及んでまいりまして、主従関係を結んだという弁慶とこの牛

若丸、「遮那王（しゃなおう）」と読みを申し上げました「義経（よ

しつね）さん」のお話で知られるところでございます。 

 

１４：２８ では、こちら「大日堂（だいにちどう）」と申し上げま

して、清水寺の「塔頭（たっちゅう）」のひとつでございます。 

正しくは「真福寺（しんぷくじ）」と書いてございますように、こち

らのほうは清水寺の一部ではあるのですが、塔頭（たっちゅう）の扱

いになっております。 

 

実はこちらにも記されてございますように、「大日如来（だいにちに

ょらい）様」がご本尊様（ごほんぞんさま）となっている大日堂（だ

いにちどう）と呼ばれるお堂になっているのですが、東北の震災（し

んさい）の後に、陸前高田（りくぜんたかた）の、こちらのほうの木

を使ってまいりまして、「ひとミノひと削（けず）り」というこちら

のほうで行われてまいりました。 

これによってできたのが、現在のご本尊様にされているところでご

ざいます。 

 

その当時はですね、送り火のときにその木を薪（たきぎ）として使わ



 

れたらどうかとかいろいろなお話があったのですが、残念ながらそ

れがかないませんでしたが、京都の方々や、またお越しいただく方々

の思いも込めまして、こちらのほうにお気持ちを寄せると、そんなよ

うな意味合いで、この大日如来様が納められているということでご

ざいます。 

 

では、清水寺のほうを今、目指して進めているというところとなって

まいりますが、この後は清水寺の入り口の周辺からまたご案内をさ

せていただきたいと思います。 

 

１５：５５ おつかれさまでございました。 

「清水坂」はちょっと傾斜が高うございますので、息が上がるぐらい

というところにはなってまいりますが、お偉い方もこちらのほうま

では、道中「音羽山（おとわやま）」の中腹でございます。 

 

馬で来られた場合には、こちらのほうにございます「馬駐（うまとど

め）」と呼ばれる、現在、重要文化財に指定をされてございますとこ

ろに馬を留め、そこから先はどんな方でも歩いてお参りをなさった

ということでございます。 

おそらくは天皇家の皇族の方でありましても、また将軍家の方々で

ありましてもということになろうかと思いますが、通常の方は、みな

さん山のふもとから歩いて、登山のように上がってこられていたと

いうことでございます。 

 

１６：５０ さて、この「清水寺（きよみずでら）」でございますが、

こちら平安京（へいあんきょう）よりも前でございます、７７８年に

こちらのほうで「僧堂（そうどう）」が結ばれたのが始まりとなりま



 

した。 

おとなりの大和（やまと）の国、現在の奈良県の「子嶋寺（こじまで

ら）」の「延鎮（えんちん）」というお坊さんによって、その方が大

和の国から、北のほうに何やら明かりを見つけました。 

その光の筋の元は何であろうかと訪ねてこられまして、お越しにな

られましたところ、清水寺の名の由来となっております「音羽（おと

わ）の滝」にその元を見つけられたということです。 

これにご縁をかけてまいりまして、こちらに僧堂を設けてまいり、こ

れが現在の奥の院になっているということでございます。 

 

１７：３９ さて、それからしばらくいたしました、こちらにとある

方がお越しになったのです。 

「坂上田村麻呂（さかのうえたむらまろ）」将軍でございます。 

この「坂上田村麻呂」将軍なのですが、実は当時奥様がご病気にかか

っておられまして、そしてこのイノシシを捕まえに来ていたのです

が、このイノシシを生け捕りにいたしまして、生き血を飲ませると病

気が治ると信じられていたそうで、そのためこちらのほうの殺生（せ

っしょう）をするために、山に入ってこられていたのです。 

しかし、「行叡居士（ぎょうえいこじ）」という方に出会われ、「殺

生はならぬ」ということを諭されました。 

そして、このご縁をかけることとなってまいりましたが、坂上田村麻

呂将軍の奥様もちゃんとご病気も治られましたので、行叡居士、また

こちらの清水寺のほうに、延鎮（えんちん）にと縁をかけてまいりま

して、そして大きなお堂を建てたというのが清水寺の起源となりま

すので、そのため清水寺を建てたのは誰かということになると、延鎮

ではなく坂上田村麻呂将軍ということに取れるようでございます。 

 



 

１８：５１ さて、そんな清水寺でございますが、申し上げましたよ

うに音羽山（おとわやま）の中腹にございまして、至るところにお堂

も設けられています。 

もちろん中にも「成就院（じょうじゅいん）」と呼ばれるところがあ

り、「月の庭（つきのにわ）」と呼ばれるお庭などでも知られるとこ

ろとなりました。 

 

また、実はこちらに「清水善光寺（きよみずぜんこうじ）」と書いて

あるのですが、ここにもお堂があるのです。 

中には「如意輪観音（にょいりんかんのん）」様をお祀（まつ）りし

ているところとなりまして、長野の善光寺（ぜんこうじ）さんと同じ

くご縁をかけているのです。 

こちらのほうの向かって右側に、さらに小さな屋根のあるお堂がご

ざいます。 

 

これ「首振り地蔵（くびふりじぞう）」と書いてあるのですが、一応

ですね、この木の扉がありますが、そちらの奥にお地蔵さんがいらっ

しゃるのですけれども、触ってもいいことになっています。 

ですので、こちらのほうの木戸を開けていただきましてですね、お地

蔵さん、実は首が動きます。 

胴体と首が離れておりまして、念願がある方、だいたいどなたかに想

いを寄せている方とかですね、そういうようなことに、特に想いを寄

せられるというような御利益（ごりやく）ということで知られていま

すが、その方のいらっしゃる方角に首振り地蔵さんの首を向けまし

て、お願いをなさるとよいといわれています。 

実際にしていらっしゃるお姿はなかなか見ることができないかもし

れませんが、お越しいただいた折にはお試しいただくのもいいかも



 

しれません。 

 

２０：２９ さて、ではこちらの「仁王門（におうもん）」、さらに

は奥のほうに、西の門と書く「西門（さいもん）」の姿が見えてござ

います。 

こちらのほうをご覧いただきながら、進めていきたいなと思うので

すが、先にご紹介申し上げました「馬駐（うまとどめ）」が、馬がと

められるように、ちゃんと金具が今もこちらのほうにと置かれてご

ざいます。 

そして、そのような金具のところに馬を結んで、ご本人様方はお参り

に行かれたということです。 

 

そして、お寺さんなのですが、狛犬（こまいぬ）がおります。ただ、

口を開けておりますので、正しくは獅子（しし）でございます。 

口を閉じておりますのが狛犬、開いているのが獅子といったように

一般的にはいうそうなのですが、ただ神社に行きましたら、だいたい

それを一対で狛犬という呼び方をするのですけれども、実はどちら

かが口を閉じて、どちらかが開いている「阿吽（あうん）」になるの

が通常なのですが、ここは両方口を開けております。 

 

この笑っている姿ですので、「笑い獅子（わらいじし）・笑い狛犬（わ

らいこまいぬ）」と呼ばれているのですが、先ほどから申し上げてお

りますように山の中腹、ここに来るまでが大変な思いでございます。 

ただそんな大変な思いにも負けずに、ここから先も笑ってお参りく

ださいというような意味だとか言われています。 

 

これは神社にあるものですので、清水寺の本堂の横にあり、もともと



 

が「神仏習合（しんぶつしゅうごう）」ということでございました「地

主神社（じしゅじんじゃ）」、今もそのおとなりにありますが、今は

一応別れわかれでご案内されておりますので、地主神社、縁結びの神

様をお祀りするところと知られております。 

その狛犬に当たるのだそうでございます。 

 

２２：１３ さて、この仁王門でございますが、お名前の通り、お寺

に邪悪なものが入らないような「仁王像（におうぞう）」がにらみを

こちらのほうで控えていらっしゃいますので、邪悪なものがお寺に

入らないようにということになるのですけれども、こちらのほうを

くぐっていただきましたら、さらに西の門「西門（さいもん）」があ

るのですが、実はもともとこの仁王門はなかったのです。 

西の門である西門のほうから、この山の中腹にあるところから、眼下

に町をのぞみましたら、天皇のお住まい地、皇居に当たる場所なども

下に見ることになりました。 

 

そのため、このような皇居をお隠しするために、目隠し代わりに設け

られましたので「目隠し門（めかくしもん）」とか、また色は割とど

こも赤いのですが、これも赤いですので「赤門（あかもん）」とかい

ったようにお呼びしてございます。 

 

２３：０７ では、そちらの赤門・目隠し門・仁王門と呼ばれており

ます、こちらの階段を上がってまいりましょう。 

常夜灯の姿をご覧いただきながらお並びいただきますと、朱色のこ

ちらの柱のお色、そしてまた緑、昔の青ということにもなってまいり

ますが、こちらのほうが塗られていたという跡がおわかりいただけ

るかと思います。 



 

中では、にらみを利かせておりますね、仁王様が両方から、というこ

とになってまいりましたが、邪悪な心を持っていなければ、堂々とお

寺さんの中にお入りいただけるということになります。 

では、こちらのほうの「西門（さいもん）」のふもとは、「青龍（せ

いりゅう）」ということでございまして、龍の姿がこちらに置かれて

ございます。 

 

この西門や後ろにある「三重塔（さんじゅうのとう）」などは、寛永

（かんえい）８年、寛永９年につくられたもの、また現在の清水寺の

本堂も同じく再建（さいこん）ということになってまいりますが、寛

永１０年ということですので、８年９年１０年と続けてまいりまし

て、次々に再建をされたものでございました。 

三重塔なども、その江戸時代・寛永年間のものを、近年になりまして

色の塗り直しなどをいたしましたので、大変に新しいものに見えま

すが、当時の面影を残しているところとなってございます。 

 

２４：３６ さて、「青龍（せいりゅう）」と申し上げましたが、こ

ちら京の都から見ていただきますと、東でございます。 

「四神相応の地（しじんそうおうのち）」といわれました「平安京」、

北は「玄武（げんぶ）」、現在は「船岡山（ふなおかやま）」とお呼

びし、「建勲神社（ケンクンジンジャ、正しくはたけいさおじんじゃ）」

のございますところに、織田信長（おだのぶなが）・信忠（のぶただ）

親子が納められておりますが、この方をお祀りしておりますがそち

らが、北を守るのには丘があるのがよしとされていた場所となりま

した。 

また、東は水に縁のあるところ、「青龍」が守りますので、こちらの

清水寺の名の通りの「音羽の滝」であるとか、または「鴨川（かもが



 

わ）」を示すということもございます。 

そのようなことで、東を守る「青龍」に縁をかけてございます。 

 

ちなみに、南は「朱雀（すざく）」でございますが、昭和の初め頃に

埋め立てられまして、今は姿がなくなってしまいましたが、巨大な

「巨椋池（おぐらいけ）」という池がございました。 

こちらのほうが、「朱雀」が守るのには大きな池があるのがよしとさ

れるものでございます。 

西はと申しますと、大きな道「大道（おおどう）」があるのがよしと

されました。 

現在は国道９号線となっております「山陰道（さんいんどう）」など

が、こちらのほうの「白虎（びゃっこ）」が守る西大道に当たるとい

うことでございます。 

 

さて、そのような四方を守ってまいります中でも、青龍は、こちら清

水寺で「青龍会（せいりゅうえ）」というのが行われます。 

これはもうずっと設置をされているのですが、龍頭（りゅうず）を使

ってまいりました龍の頭を付けてまいりまして、その龍の胴体など

もみなさんで持たれてですね、大きなこちらのほうは行事のひとつ

ということでございますので、ご見学の方々もお集まりいただくよ

うな周辺ということになってまいります。 

そして、そちらのほうの「青龍会」は、ゴールデンウィークのあたり

で行いますので、またご縁をかけていただけまして、お越しいただく

のもよろしいかと思います。 

 

２６：４０ もう少し進めてまいりますと、この西門のほうでは、眼

下に景色がよく見えると申し上げましたように、現在でも隙間から



 

京の町、市街地がよくご覧いただけます。 

こちらのほうなどでは、ちょっと南側ですね、そのため洛中（らくち

ゅう）というよりは洛中から洛南（らくなん）にかけまして、さらに

は、ひいては西側のほうなども見えておりますので、淀（よど）から

さらに大阪方面がご覧いただけることになります。 

 

西門のほうから洛中中心部、さらには先ほど実は「愛宕山（あたごや

ま）」と呼ばれる北山連峰（きたやまれんぽう）と西山連峰（にしや

まれんぽう）の分岐のあたりに位置しております、京都の町中から見

ると最も高いといったように理解をされていますが、実際にはです

ね、「皆子山（みなごやま）」という山のほうが高いのですけれども、

そちらのほうの山の姿も見えておりました。 

そのように、今はあるこのような建物が当時はありませんでしたの

で、スカッとこちらのほうの市街地を眼下におさめることができた

ということでございます。 

 

２７：４８ なお、現在ございますような建物、鉄筋コンクリートの

お店屋さんも多いです。 

清水寺などはおみやげ回廊のように、清水坂の周辺、得られないもの

がないというぐらいに、おみやげものなどを販売しているというこ

とになるのですが、そんな中には「清水焼（きよみずやき）」のお店

もたくさん並んでいるのです。 

 

「清水焼」は名前の通りでございます。 

もともと京都では、京焼（きょうやき）とか、楽焼（らくやき）とお

呼びいたしますような焼き物が焼かれておりました。 

そして、「御室（おむろ）」と申しましたら「仁和寺（にんなじ）」



 

というお寺さんになるのですが、そちらのほうにおられました方が、

この「野々村仁清（ののむらにんせい）」という、京都でも丹波（た

んば）地方になるのですがね、現在は茅葺き（かやぶき）で知られま

す美山（みやま）のほうのご出身でいらっしゃるのですが、そちらの

ほうでまたお越しに、京の町にとお越しになり、焼き物のほうをして

いらっしゃったのですけれども、縁をかけまして、この清水の周辺に

と移ってこられました。 

 

特に今まではこちらのほうなど、絵がですね、中国の逸話を描かれて

いるものが多かったのですけれども、日本の故事にちなんだものを

お描きになられたのが人気になりまして、それが「清水焼」の始まり

ということになりました。 

清水焼なのですが、こちらのほうの清水焼と申し上げますのは、「青

木木米（あおきもくべい）」といったような方々などもございまして、

大いに有名になりました。 

今でも作品として見ていただく方も多いところとなってございます。 

清水焼の他にも、京扇子（きょうせんす）やまた、京団扇（きょうう

ちわ）と呼ばれるような伝統の工芸品などを手に入れていただくこ

ともできます。 

 

２９：３４ そして、こちらのほうの階段をただいまは下りてござい

まして、実はこの坂道の名前なのですが、「延命坂（えんめいざか）」

と申し上げます。「命が延びる（いのちがのびる）」と書いてあるの

ですね。 

今、先ほどに上がってくる途中の三年坂のほうなどもご紹介を申し

上げましたが、三年坂で転ぶと3年以内に死んでしまうというような

ことが言い伝えられていたのですけれども、その言い伝え、もし転ん



 

でしまった方はどうなるのかということで、「延命坂を上ればまた命

が戻る」といったようにもいわれておりますので、この坂道を上がっ

ていただいたら、元に戻るということでございますね。 

 

３０：２０ そして、こちらのほうでは、本来は本堂のほうからお上

がりいただきまして、眼下にのぞんでいただく、この木々のございま

す周辺を「鳥辺野（とりべの）」と申し上げます。 

あんまりいい場所ではありませんでした。 

都の中に、亡くなった方をそのままにすることができません。 

「風葬（ふうそう）」と申し上げまして、亡くなった方はそのまま都

の外に捨てられていたのです。 

 

その場所は3ヶ所ほどありました。 

東の方は、こちらの「鳥辺野」と呼ばれる地域、また北のほうは「蓮

台野（れんだいの）」と呼ばれる地域、さらに西のほうは「化野（あ

だしの）」と呼ばれる地域でございます。 

こちらの３ヶ所を風葬地（ふうそうち）ということになっておりまし

たが、現在は紅葉や桜なども多い周辺ということになりますので、こ

のように景色を楽しみにお越しになられる方も多いところとなって

ございます。 

 

３１：２２ 木々の合間に、そのような心の癒しを見ていただくとい

うことにとなってまいりますと、ほどなくいたしまして、本堂の姿は

上のほうにご覧をいただくことにとなってまいります。 

「清水の舞台から飛び降りる気で」というふうによく言われており

ますが、そちらのほうもですね、実際に飛び降りた方が多くあったそ

うでございます。 



 

当時は「飛び落ち（とびおち）」と申し上げました。 

それはこんなお話があります。 

ある男が賊（ぞく）に追われてまいりまして、もはやこれまでと覚悟

を決めて、本堂のこの舞台から実際に飛び降りたのです。 

 

これはなぜかと申しましたら、ご本堂に納められておりますご本尊

様（ほんぞんさま）、「十一面千手千眼観世音菩薩（じゅういちめん

せんじゅせんげんかんぜおんぼさつ）」と申し上げまして、名前の通

りですが、十一のお顔、千本の手、さらにその手には目があると考え

られていますので、千本の手と千本の目があるといったように考え

られてございます。 

そのようなすばらしい観音様（かんのんさま）のお力を、自分の信心

（しんじん）の心が正しければ、このような高いところから落ちても

大丈夫だとお考えなられまして飛び降りたのですが、この方どうな

ったかと申し上げますと、ちゃんと生きておりました。 

そんな話が京都に知れ渡ることになると、では自分の信心の心はど

うなのか、ということをお考えになりました。 

 

３２：５７ 真似をする方が出てきたのですね。 

塔頭のひとつでございます「成就院（じょうじゅいん）」というとこ

ろの、伝わってまいります日記、「成就院日記」といわれるものがあ

るのですが、そちらに記録が残っております。 

その記録によりますと、２４５人の方が飛び降りたとかされていま

すが、この数字がですね、いろいろな資料で２３４とおっしゃるとこ

ろもあれば、２３５とおっしゃるところもあって、あいまいで大変恐

縮なのですが、そのような方々が飛び落ちをなさったとのことです。 

 



 

その生存率ですが、おおよそ８５％ぐらいだということですので、大

半の方が生きておられたということですね。 

残念ながらそのまま天に召された方は、石仏などがこちらで無縁仏

（むえんぼとけ）のようにしてございますので、おそらくはそちらの

ほうでご冥福を祈られたということになろうかと思います。 

 

３３：５５ さて、それが流行ってしまったものですから、明治（め

いじ）に入ると飛び落ち禁止、という禁止令がちゃんとつくられたの

だそうです。 

もちろん今は飛び降りをすることはできませんが、舞台の高さ、いっ

たいどれぐらいあるのか、実は舞台自体が欅（けやき）の丸柱を使っ

ておりまして、長いものが１２メートルほどございます。 

その１２メートルの高さから下りるわけですから、足して下の段差

のところなども含めたら、１３～４メートルぐらいになるかもしれ

ません。 

 

そのような高さのところ、そちらのほうから飛び降りるわけですか

ら、何か思い切ったことをするときとか、また大きな買い物をすると

きなどに、「清水の舞台（きよみずのぶたい）から飛び降りる気で」

ということわざに使われたということです。 

「懸崖造り（けんがいづくり）」または「舞台造りの地獄止め（ぶた

いづくりのじごくどめ）」とか、「懸造りの地獄止め（かけづくりの

じごくどめ）」といったようにも紹介をされることがございます。 

 

タテの木に穴を開け、ヨコの木を通す、ただそれだけです。 

また、緩みのあるところに楔（くさび）を打ちます、その手法により

まして、釘が一本も使われていないというのが特徴でございます。 



 

本来のご本尊様、いつも秘仏なのですけれども、３３年に一度はご開

帳という時期がございますので、縁をかけてみていただいたりとか、

また数年前からですね、こちらのほうでは西国三十三ヶ所（さいごく

さんじゅうさんかしょ）の霊場（れいじょう）のひとつに数えられて

ございますので、１６番の札所（ふだしょ）になっておりますから、

縁をかけて、こちらのほうはご開帳なさったりということもござい

ました。 

 

３５：２９ さて、そちらのほうの舞台下が、この後に少しだけ行っ

ていただこうかなと思うのですが、この手前のところに、とある石碑

があるのです。 

「阿弖流為（アテルイ）」と「母禮（モレ）」という方の顕彰碑（け

んしょうひ）になっているのですけれども、「北天の雄（ほくてんの

ゆう）」といったように書いてございます。 

 

先ほど、坂上田村麻呂将軍のお名前を出させていただきました。 

この方と縁をかけてまいりましたお寺でございますが、坂上田村麻

呂将軍と申し上げましたら、東北地方を治めるために行かれていた

方ですね。 

そのときに、アテルイやモレという方々は、自分たちの地元を守るた

めに大きく活躍をなさったのですが、最終的にはお亡くなりになっ

てしまうのですけれども、命乞いをなさったのは、実は坂上田村麻呂

将軍なのです。 

素晴らしい、敵ながらあっぱれという言葉がよくありますように、そ

のような大事な方々ですので、なんとか命を助けてほしいと懇願し

ましたが、残念ながらそれがかなうことはできませんでした。 

 



 

縁をかけて、この観音様に守られる清水寺のこの境内（けいだい）の

一角に、これらの顕彰碑を設けたということでございます。 

そのため、みちのくとかいろいろ書いてございますけれども、こちら

のほうなども、縁をかけて東北方面からお越しの方も多いところと

なっています。 

 

３６：５５ では、まだちょっと工事の名残が残っています。 

実は舞台、長いことこちらのほうは工事をしておりまして、今はちょ

っと、この舞台の造りは工事で見えにくいかなと思うのですが、それ

でもちょっと足元などはわかりますでしょうか。 

木組みのところが、申し上げましたような「舞台造り（ぶたいづく

り）」でございますので、こちらのほうの、釘が一本も使われていな

い造りは、ここから見ていただくことができます。 

 

この本堂、こちらのほうにおさめられておりますご本尊様、「十一面

千手千眼観世音菩薩様（じゅういちめんせんじゅせんげんかんぜお

んぼさつさま）」のために、舞を舞ったり、奉納する場所ということ

で設けられたのが舞台でございますので、舞台は当時からあったも

のではありませんが、江戸時代になってから設けられた、再建（さい

こん）されたというものでございます。 

 

３７：４６ そしてさらには、「延鎮（えんちん）」が最初に草庵（そ

うあん）を結んでまいりました奥の院（おくのいん）との間に、「釈

迦堂（しゃかどう）」「阿弥陀堂（あみだどう）」「奥の院」とつな

がっているのですが、奥の院のほうからこの本堂のほうを見ていた

だくと、よくポスターでございますとか、雑誌であったりテレビであ

ったりと、いろいろな媒体で楽しんでいただけるような姿、「懸崖造



 

り（けんがいづくり）」の姿を楽しんでいただけるということになり

ますので、ご覧いただきました折にはですね、ぜひこちらの奥の院の

ほうまで足を運んでいただければと思います。 

 

奥の院のふもとに「音羽の滝（おとわのたき）」がございまして、元々

一本の滝なのですが、三つに分かれています。 

昔から、「長寿・学問・恋愛の滝」とかいったようによく紹介をされ

ているのですが、本来はもともと一本ですので、何か心の中で心願

（しんがん）を奏でていただけるように願って、一口ぐらい飲んでい

ただくのがいいのだそうです。 

そちらのほうの「音羽の滝」に、清水寺の名前の由来がございました。 

 

ではこちら、お参りをいただきましたところで、ひとまず終了とさせ

ていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。 


