
 

カルチャーオンラインツアー 

 

京都②  八坂神社・円山公園・高台寺 

 

０：００ みなさん、こんにちは。今、私は京都「祇園（ぎおん）エ

リア」にある、こちら「建仁寺（けんにんじ）」にやってきておりま

す。 

ここ祇園は、あの皆さんご存じの通り観光客の方が非常に多い場所

なのですが、今はこういう時期でもあり、非常に閑散としています。 

建仁寺の前から四条通り（しじょうどおり）まで、この「花見小路（は

なみこうじ）」という、祇園を象徴するお茶屋さん街が続いておりま

す。 

 

今日ご紹介するのは、「八坂神社（やさかじんじゃ）」から「円山公園

（まるやまこうえん）」を通って「高台寺（こうだいじ）」まで、その

エリアの動画をお楽しみいただきます。 

 

それでは、動画をスタートいたします。 

 

１：００ みなさま、こんにちは。こちらは「八坂神社（やさかじん

じゃ）」でございますが、古くから「祇園社（ぎおんしゃ）」と呼ばれ

たところでございます。 

ちょうどこちら交差点のすぐ横になっておりますが、京都の横の路

（みち）となります「四条通り（しじょうどおり）」と、また、縦の

路は「東山通り（ひがしやまどおり）」となってございますところの

交差点にあたり、一般的には「祇園石段下（ぎおんいしだんした）」

と呼ばれる交差点になっております。 



 

名前でお気づきのように、「祇園」と呼ばれる花街（はなまち）もす

ぐそばにあるところに位置してございます。 

 

さてでは、そんな八坂神社をお詣（まい）りしていただきたいと思い

ます。 

こちらでございますが、八坂神社、今ではそのようにお呼びしており

まして、「八坂（やさか）さん」とおっしゃる方も多いのですが、古

くただいま申し上げましたように「祇園社（ぎおんしゃ）」とお呼び

いたしましたので、「祇園（ぎおん）さん」といったようにお呼びさ

れている方も多いところとなりました。 

 

「感神院（かんしんいん）」と呼ばれるところでございまして、こち

らは大変歴史も古く、実は６５６年と申し上げますから、斉明天皇

（さいめいてんのう）２年ということにとなってまいりました。 

では、「随身門（ずいしんもん）」をおくぐりいただきまして、そして

いよいよ中となるのですが、八坂神社の中では西に位置しておりま

すので、今の御門（ごもん）は「西楼門（にしろうもん）」といった

ようにお呼びするところとなります。 

 

２：４２ さて、まずお入りをいただきましたら、当然ではございま

すが、このように手水（てみず）が設けられてございます。 

てみずや、ちょうずやなどといったようにお呼びするところではご

ざいますが、こちらのほうは柄杓（ひしゃく）はございませんので、

お手に汲んでいただくような形ではございますが、左手を清め、右手

を清め、また左で口をすすぎ、そしてまた、左手を清めるといったよ

うなこととなってまいりますが、こちらのほうの作法に従っていた

だき、お詣りをしていただく「穢れを祓う（けがれをはらう）」とい



 

うところから始まってまいります。 

 

また、お入りいただきますと、小さな摂社（せっしゃ）や末社（まっ

しゃ）が設けられてございまして、まずこちらのほうには、「疫神社

（えきじんじゃ）」と呼ばれるところが見えてまいりました。 

このようなところとなってまいりますもの、それぞれがこのような

御祭神（ごさいじん）がございまして、「蘇民将来（そみんしょうら

い）」とお呼びしております、「蘇民将来の尊（みこと）」は「素戔嗚

尊（すさのをのみこと）」と呼ばれる、この八坂神社の御祭神と同じ

だといったような説もあるところでございます。 

疫病（えきびょう）をはらうということでございますので、特に今年

はお詣りをなさる方も多いところとなりました。 

 

また、少し後ろ側、北の向きに目をやっていただきますと、「絵馬殿

（えまでん）」と呼ばれる建物が見えてございます。 

名前の通りではございますが、絵馬を納めているということころで

ございますので、このような建物がちらりとご覧をいただけました。 

私たちは表側のほうに行くのですが、今の絵馬殿のところからその

まま進んでいただきますと、実はこちらのほうにもいろいろな摂社・

末社が連なってございますので、そちら方面を抜け、さらには円山公

園のほうにと通じてございます。 

 

４：３６ さて、いろいろなと申し上げましたが、中でもちょっと大

きめなのが「えべっさん」でございます。 

こちらのほうの上がっていただいた場所になるのですが、小さなそ

れぞれのお社（やしろ）が、またこちらも太田社（おおたしゃ）とな

ってございますけれども、全国各地いろいろなところにございます、



 

それぞれの大きなお社からお移ししているということにとなってま

いりますので、小さなところが多いのですが、このえべっさんのほう

に関しましてはですね、ちょっと大きめでございます。 

そして、灯籠（とうろう）のところにも、「祇園えべっさん（北向蛭

子社）」といったように記してございます。 

 

いろいろと商売繁盛を望まれる方も多いのですが、そのようなとこ

ろなど、またにぎわいを見せるところとなってございまして、階段を

お上がりいただきますと、今度は出雲大社（いずもたいしゃ）などで

おなじみということになりますが、「大国主命（おおくにぬしのみこ

と）」、縁結び（えんむすび）の神様としておなじみでございます大黒

様（だいこくさま）をお祀（まつ）りするところとなっております。 

 

こちらも非常に立派なお社の姿でございますが、大黒様と白うさぎ

は大黒様のお歌で大変有名でございますけれども、こちらのほうに

も今はマスクをしていらっしゃるということで、今ならではといっ

たような印象ではございますが、そのようなお姿となっております。 

もちろん大国主命をお祀りしておりますが、「事代主命（ことしろぬ

しのみこと）」や「少彦名命（すくなひこなのみこと）」といったよう

にも記されておりますが、ご親戚に当たられる神様ということにと

なってまいります。 

 

６：１１ そして、こちらのほうからは、正面に「舞殿（ぶでん）」

の姿が見えてまいりました。 

提灯（ちょうちん）、いろいろとですね、一つひとつ見ていただきま

したら、もちろんお店屋さんの名前が書いてあるのですけれども、祇

園の花街のお店も連なっております。 



 

もちろんですね、こちらの八坂神社のほうにお越しになる方々のた

めできたお茶屋さんというのが現在の花街の起源となっております

ので、今もこちらのほうの氏子（うじこ）さんということになられる

わけでございますので、多くの方々、またお茶屋組合のほうなども提

灯をしてございます。 

 

夜になると点灯されるのですが、近年になりまして LED （エルイー

ディー、Light Emitting Diode の略）に変わりましたので、こちらの

ほう、夜に来ていただきましても、煌 （々こうこう）とその姿を見て

いただけます。 

また、「舞殿（ぶでん）」と申し上げましたように、こちらは舞を舞っ

て神様に奉納する場所、そのため神事（しんじ）なども行われるので

すが、結婚式などもこちらのほうで執り行われるということでござ

いますので、芸能人の方でいらっしゃいましたり、もちろんご一般の

方もということになるのですが、こちらのほうで婚礼ということを

望まれる方も多いところです。 

 

７：２８ また、少し後ろ側のほうを見ていただくと、南の門になっ

てございます。 

通常、正面のほうからお入りいただくということになりますので、南

側のほうがですね、正式な御門ということになるわけですが、今日は

西側の楼門（ろうもん）のところからお入りいただいた形となります。 

 

また、さらにその奥のところに、ちらりとちょっと長い槍（やり）の

ようなものが見えておりますが、「祇園祭（ぎおんまつり）」の山鉾

（やまほこ）の鉾のイメージの建物なのです。 

「祇園閣（ぎおんかく）」と呼ばれるのですけれども、こちらは「大



 

雲院（だいうんいん）」と呼ばれるお寺さんの中の建物になっていま

す。 

 

見に来たことがあるという方も、またテレビ・ポスター・雑誌などで

という方もおられると思いますが、こちら八坂神社は７月いっぱい

お祭りが行われるわけでございますけれども、「祇園祭」が行われま

すので、そちらのほうで使われる山や鉾でも特に有名なこのような

鉾というのが使われるということでございますので、こちらのほう

にと設置されてございます。 

 

８：４２ さて、本殿（ほんでん）のほうは、今は鈴緒（すずのお）

が使えない形になっておりますので、センサーのほうで反応いたし

まして、こちらの鐘の音が鳴るようにとなってございます。 

お気持ちでお詣りをしていただくということとなってまいりますが、

また、八坂造り（やさかづくり）・祇園造り（ぎおんづくり）と呼ば

れる造りとなってございます。 

一般的には、このような造りというのは八坂神社のみとされてござ

いますので、非常にめずらしい造りとなってございます。 

 

さて、では「稲荷社（いなりしゃ）」、また、少し北側のほうには「悪

王子社（あくおうじしゃ）」や「美御前社（うつくしごぜんしゃ）」と

いったようなところなどもございましたが、美御前は「宗像三女神

（むなかたさんじょしん）」をお祀りしているところで、美人になれ

るといったようなことでも知られる場所となっておりました。 

また、そちらのほうを美容液代わりに 3 滴つけていただくと美人に

なれるなどといったようにもいわれております。 

 



 

９：５０ では、東側の鳥居をくぐって出てまいりまして、八坂神社

とはお別れといったところでございまして、入ってまいりましたの

が「円山公園（まるやまこうえん）」でございます。 

１円、２円の「円」に、そして「山」で「円山公園」となってござい

ますが、このあたり実は「安養寺（あんようじ）」と呼ばれるお寺さ

んなどもございまして、このお寺さんの並ぶところの境内（けいだい）

の範囲であったようなところで、真葛（まくず）が多かったというこ

ともございまして、「真葛ヶ原（まくずがはら）」と呼ばれたところで

ありました。 

 

古い都の紹介する図などがございますが、そちらのほうなどを開い

て絵でご確認いただきましても、こちらのほうはそのような原っぱ

になっていたというのが、今でもおわかりをいただけます。 

現在のように整備をされてまいりまして、京都ではじめての公立の

公園という形にとなってまいりました。 

 

１０：５１ さて、そんな円山公園の中に蔵が設けられているのです。 

こちらなのですが、先ほど「祇園閣」というのをちらりとご案内申し

上げましたように、八坂神社さんのこのお祭りと申し上げましたら、

７月１７日には前祭（さきまつり）の山鉾巡行（やまほこじゅんこう）

が大変有名でございますので、祇園祭というのはその日だと思って

らっしゃる方が多いかもしれませんが、実際には１ヶ月かけて行わ

れます。 

 

１ヶ月の間に前祭と後祭（あとまつり）といったように分けるのです

が、その際に山や鉾などを設けるわけでございますけれども、それら

はそれぞれの鉾町（ほこちょう）、町内のほうがいいですね、保存会



 

を持ってらっしゃるようなところなどでは、そちらのほうに納める

ところがあるのですが、それが納められないようなところもありま

して、ちょうど太子山（たいしやま）とか、また油天神山（あぶらて

んじんやま）とかいったように、納められております山の名前が記さ

れておりますように、これは蔵になっているのです。 

 

この祇園祭でお使いいただけるそちらのほうを納め、また保存会の

方が、７月になりますと、前祭の場合は７月の１０日ぐらいから山を

組み始めたり、鉾を組み合わせたりということでございますので、そ

のようなことを行って、また終わりましたらですね、巡行（じゅんこ

う）が終わった後にはもうすぐにバラバラに解体してしまわれるの

ですね。 

それでそちらのほうを納めていただく場所がないところなどは、こ

ちらのほうにと納めているということになってまいります。 

 

１２：２９ そのような祇園祭は、７月２４日に後祭の巡行が行われ

るのですが、そのときは花街の舞妓（まいこ）さんたちが乗られます

「花傘巡行（はながさじゅんこう）」といったようなものなどもござ

いまして、非常に華やかな、といったような印象にもなっております。 

 

神様が、一旦「御旅所（おたびしょ）」と呼ばれる、京都の繁華街に

ございます四条寺町（しじょうてらまち）のところにとお移りになら

れて、しばらくはそちらにいらっしゃるのですが、また再びこちらの

ほうに「還幸祭（かんこうさい）」という形でお戻りになられ、７月

３１日に終えられるという、本当に７月１日の吉符入り（きっぷいり）

からですね、１ヶ月かけて行われるというようなお祭りになってお

り、１２月２８日の「白朮（をけら）詣り（おけらまいり）」は、３



 

１日にかけてまいりまして、その日をもらおうというをけら詣りの

方々でもにぎわうところでございました。 

 

「素戔嗚尊／須佐之男命（すさのをのみこと）」「牛頭天王（ごずてん

のう）」と同じというふうな存在ともなっておりますが、また奥様（お

くさま）に当たられます「櫛稲田姫命（くしいなだひめのみこと）／

櫛名田比売（くしなだひめ）」、またあわせまして、「八柱御子神（や

はしらのみこがみ）」をお祀りするところとなってございましたので、

こちらのほうは多くの方々がお詣りをなさるといったようなお社で

ございました。 

 

１３：４２ では、円山公園も一本の桜が大変有名でございます。 

いろいろな文学などでも紹介をされますが、現在でも雑誌、ポスター、

その他ドラマでありましたり、映画などに出てきたりということも

ございまして、有名でございます。 

 

「区民の誇りの木」といったように書いてございますね。 

「シダレザクラ（枝垂桜）」といったようになっておりますが、一部

が残念ながらちょっと朽ちてしまったりということもございますの

で、枝のところも切られている部分のところがありまして、一旦は半

分ぐらいになっていたのですが、そのご尽力を尽くしまして、今のよ

うに緑が爽やかではございますが、このようなところをご覧いただ

けるようにとなってございます。 

 

１４：２６ そしてそのような、こちらのほうのシダレザクラがある

真ん中の広場のようになっていますが、こちらは各方面に分かれて

いる、分かれ道にもなっているのです。 



 

今、わたくしたちが来ました西側のほうの道、また南側のほうの道を

進んでまいりますと、野外音楽堂からさらには「高台寺（こうだい

じ）」の方面にと進んでまいります「ねねの道」、そちら方面にと連絡

をし、ひいては、「一年坂・二年坂・三年坂」から「清水寺（きよみ

ずでら）」の方面にと連絡をしておりました。 

 

また、東の方向に向かってまいりますと、この後進めていきますが、

坂本龍馬（さかもとりょうま）さんや中岡慎太郎（なかおかしんたろ

う）さんの像が設けられているところにもなってございます。 

 

１５：１４ 反対側の北側は実は、「知恩院（ちおんいん）」の門にな

っているのですね。 

「知恩院」のほうにと進んでまいります、南門（みなみもん）となっ

ているところですので、あちらをくぐっていただくと、ちょっと実は

木々の合間に大きなお屋根が見えているのですが、知恩院さんもす

ぐそばとなっております。 

先日こちらも改修を終えたばかりということでございますので、「浄

土宗（じょうどしゅう）」の本山（ほんざん）「法然上人（ほうねんし

ょうにん）」によって開かれてまいりました、こちらのほうなどの大

きなお寺の姿は、また三門（さんもん）のほうなどは日本一といって

も過言ではないぐらいにはなっているのですが、下の階段から合わ

せましても３２メートル、門だけで２４メートルといったような高

さを持ちます大きな三門のほうにと通じてございました。 

 

１６：００ 円山公園はこのように日本庭園となっておりますので、

このような「池泉回遊式（ちせんかいゆうしき）」という形にもなり

ますので、ぐるりと巡っていただいて、ご自身の足でながめるだけで



 

なく、近くで水の音を感じていただきながら行っていただくことが

できるようにもなっております。 

 

また、少し西側のほうにと進めますと、お店屋さんが連なっているの

ですね。 

特に有名なのが、「平野屋（ひらのや）」さんという「いもぼう料理」

のお店でございます。 

この「いもぼう」というのはいったい何かと申し上げましたら、「海

老芋（えびいも）」という、海老のように背を丸めている、海老のよ

うな形に見える芋ですね、そんな「海老芋」と「棒鱈（ぼうだら）」、

これを炊き合わせたお料理の名前を、それぞれ海老芋の「いも」、そ

して棒鱈の「ぼう」ということで、「いもぼう料理」ということで京

料理のひとつということにもなってまいります。 

そのようなお料理の老舗（しにせ）のお店などがありましたり、また

「かがり火」さんといったところなどもございまして、こちらのほう

なども、お食事を召し上がっていただくお店がいくつかございます

ので、お足を運んでいただいて、食していただくのもよろしいかと思

います。 

 

１７：１９ せせらぎを感じていただけますように、こちらのほうは

浅瀬のようになっていますので、そのままジャブジャブと入ってい

けそうなような雰囲気でもございますがね、もちろん入らずに眺め

ていただく場所ということになるのですが、こちらのほう上がって

まいりますと、「安養寺（あんようじ）」さんのほうに連絡をしていく

道にもなってございます。 

実は展望台もありますので、そちらのほうまでお上がりいただきま

したら、京の町を眼下に望んでいただけるところにもなります。 



 

また、「霊山（りょうぜん）」と呼ばれる山は南側に位置してございま

すので、霊（れい）の山と書くのですが、そちらのほうなどは「霊山

護国神社（りょうぜんごこくじんじゃ）」なども納められ、一時は「京

都神社」という呼び方をしていたところになるのですが、そちらのほ

うなどもふもとにあるというような、「東山三十六峰（ひがしやまさ

んじゅうろっぽう）」のひとつとなってございました。 

 

北側のほうには、同じく山は「南禅寺山（なんぜんじやま）」「禅林寺

（ぜんりんじやま）」などといったように連なってございますので、

「南禅寺山」はいうまでもなく、こちらのほうも大本山（だいほんざ

ん）ということになってまいりますが、そちら南禅寺をふもとにとい

うことになってまいります「臨済宗大本山（りんざいしゅうだいほん

ざん）」の南禅寺、また、「みかえり阿弥陀（あみだ）」という名前で

知られる「永観堂（えいかんどう）」などの阿弥陀さまのお姿でも知

られますが、紅葉の名所で知られていますけれど、元々は「禅林寺（ぜ

んりんじ）」という大きなお寺さんでございましたので、山のお名前

が、そちらのほうが元ということにとなっております。 

 

１８：５６ では、この目の前に迫ってまいりました坂本龍馬先生、

そして中岡慎太郎先生といったように記されてございます。 

 

残念ながら、暴漢に襲われということにはなってまいりますが、それ

もですね、新選組（しんせんぐみ）に襲われたという説もあったりと

か、はたまた実は違ったとか、いろいろな方がですね、その襲われた

当時はどなたが犯人かというのがはっきりはしていなかったんです

けれども、後々こうであろうとか、また自分が犯人であるということ

を後でおっしゃった方がありますので、今では歴史をひも解いて明



 

らかにはなっているのですが、京都の町中、現在は大変華やかな場所

となっております「河原町六角（かわらまちろっかく）」のあたりに

ございます「近江屋（おうみや）」というところにおきまして、襲わ

れてお亡くなりになってしまいました。 

 

名前は別のお名前で偽名を使っていたのですが、それがばれてしま

われたのか、下のほうから駆け上がってきまして、また亡くなってし

まうわけなのですけれども、中岡慎太郎さんも共にそのときにおら

れまして、共々命を落とすということにとなってしまいました。 

 

さてそのような、この明治維新につながっていく重要な人物という

ことではございますが、土佐（とさ）のお生まれでいらっしゃいます

よね。 

そんなところで、現在の高知県でございますから、京都のほうにも高

知から出ておられる方もたくさんいらっしゃいまして、高知県人会

の方々の手によって、この円山公園内にお二方の像が設けられたと

いうことでございます。 

では、そちらの中岡慎太郎さんと龍馬さんのこの像をご覧いただき

ながら、ひとまずこのさわやかな緑の中、円山公園とお別れをしたい

と思います。 

 

２０：５２ おはようございます。こちらは、京都の東山区にある「高

台寺（こうだいじ）」と申します。蝉（せみ）の声が聞こえるように、

すごく今日は暑いです。 

本当はもうこの撮影も昼以降でやりたいということだったのですが、

この暑さで昼以降はとてもじゃない、無理だと思ったので、早朝から

していただくようにしました。 



 

それでは、どうもおはようございます。よろしくお願いいたします。 

では、こちらから。正面の建物は「庫裡（くり）」と申します。 

「庫裡」というのは、お勝手であったり、あるいはここのお寺の住ん

でいる人が住む場所ですね。 

ちょっと見えにくいかもしれませんが、「夢（ゆめ）」の衝立（ついた

て）があります。 

 

どうして夢なのかというと、秀吉公（ひでよしこう）の辞世の句（じ

せいのく）に、「〽 露と落ち 露と消えにし 我が身かな 浪速（なに

わ）のことも 夢のまた夢」という辞世の句があります。 

それから「夢」を取っています。 

（「夢」という字を書かれたのは、）前の高台寺のご住職の「湊素堂

（みなとそどう）」さん、建仁寺（けんにんじ）の管長（かんちょう）

さんでもありました。 

（衝立は）ずっとここですね、長年。割と評判がいいのですよ。 

 

２２：５４ 普通でしたら、そちらの拝観のところを通っていただく

のですが、今日は特別にこちらから。 

 

御朱印（ごしゅいん）もありますね。 

ちょうど今、ライトアップが終わって一ヶ月間暑いので、少しでもヒ

ヤッとするように、こういった妖怪の提灯（ようかいのちょうちん）

をつっています。 

割と目玉、ひとつ目小僧（こぞう）なんかは人気があるのですけどね、

毎年やっています。 

 

景色がぐっと変わるのですが、あの正面に見えている、あの鳥が上に



 

止まっていますね。 

あれが「祇園閣」という建物で、もともと大倉（おおくら）さんの別

荘を建てたものですね。 

京都には金閣・銀閣（きんかく・ぎんかく）があって、あれを銅閣（ど

うかく）とするといって、それで建てたものです。 

 

こちらのほうから見ていただくとわかるのですが、「大文字（だいも

んじ）」が見えます。 

本当でしたら、今年はあれが大の字に燃えて見えていたのです、送り

火（おくりび）が見えていたのですが、今年は無理です。 

ここは上に上がると、あの吉田山（よしだやま）のほうの台が見えな

いだけで、あとほとんど見えます。 

ちょうど「祇園閣」の向こう側が今、京都ホテルオークラになってい

ますから、大倉（おおくら）続きと。 

 

２５：１２ 割とここから見ると、景色が高いところから見ているよ

うに見えるのですが、高いところにあるから「高台寺」という意味で

はなくて、もともとこのお寺を建てた「北政所（きたのまんどころ）

ねね」さんが、天皇家からもらった院号（いんごう）が「高台院殿（こ

うだいいんでん）」という形で、「高台院」という院号をもらったので、

それで「高台寺」とつけています。 

（ねねさんは）そうですね、秀吉公の奥さん。 

 

高台寺にはいくつか茶室があるのですが、こちらの「湖月庵（こげつ

あん）」というのが一番新しい茶室になります。 

年間何度か、季節によってお茶会をします。 

例えば、今だったら浴衣（ゆかた）の茶会であったりとか、次は観月



 

（かんげつ）のお茶会、冬場になると夜咄（よばなし）とか、いろい

ろなお茶会を催していますね。 

 

２６：２６ 正面に見えてくるのが、これが「遺芳庵（いほうあん）」

といいまして、「吉野太夫（よしのだゆう）」好みの茶室だといわれて

います。 

正面の窓が「吉野窓（よしのまど）」といって、大きな明かり取りに

なっていますね。中が一畳台目（いちじょうだいめ）で、天井の高さ

もほぼ１間（けん）なので、中はキューブ（立方体）になっています

ね。 

これでもう十分、一客一亭（いっきゃくいってい）で、だいたい一人

のお客さんを迎えるため。 

 

これは古いですね、どこから移転されてきたのかはわからないので

すが、明治時代にこちらのほうに持ってこられたと。 

ちゃんとこちらのほうには水屋（みずや）もついていますので、です

からここの中で十分に煮炊きもできるし、お茶会ができる、お茶事

（ちゃじ）ができるようになっています。 

年に一度だけ、一週間ほど使いますね。 

 

２７：３０ この後ろのほう見ていただけますとね、そこにあの鬼瓦

が見えます。 

ちょっとかわいい「獅子頭（ししがしら）」ということになっていま

す。 

これは元々、あのらくさんが焼いていたものなのですが、これはレプ

リカになっています、本物は中に入っています。 

この鬼瓦がついていることで、これを「鬼瓦の茶室（おにがわらのち



 

ゃしつ）」といっていますね。 

「灰屋紹益（はいやじょうえき）」の屋敷跡から移されたといわれま

す、この四畳半の茶室が。 

灰屋紹益とこの吉野太夫は恋物語があって、実ったらすぐ吉野太夫

が死んでしまって、いろいろと悲しい物語でもあるのです。 

 

２８：２８ こちら側が、ちょっとあいているところがあるのですが、

ここは昔、「小堀遠州（こぼりえんしゅう）」のつくったといわれてい

る「八窓の茶室（はっそうのちゃしつ）」がここに立っていたといわ

れています、八つの窓と書くのですけどね。 

庭が、あの中に島があるのですが、あれを「亀島（かめしま）」とい

います。 

こちらのほうをちょっと見ると、築山（つきやま）のようになってい

るのが見えるのですが、あれを「鶴島（つるしま）」というので、「蓬

莱式（ほうらいしき）」の庭園でつくっているといわれるのですが、

どれが鶴なのかはちょっとわからない。 

 

４００年前にはこういった建物がここに立っていて、江戸末の火災

で焼け落ちてしまって、今それを復元しようとして、桃山時代（もも

やまじだい）のものを復元しようとして、今こういうことをしており

ます。 

（北政所さんがつくられた）頃より、ちょっと縮小版ですね。 

北政所が来て、こういったところを歩いて、雨風に遭わないように、

こういったところを歩いて、上にある「霊屋（おたまや）」というと

ころに行けるようにつくってあります。 

 

少なくとも、あそこの橋のようになっているところからこのあたり



 

までは、江戸時代の、江戸末の火災で焼けているのです。 

ですから、こちらの「方丈（ほうじょう）」も焼け落ちていますが、

今は復元されました。 

ですから、こちらから向こう側、東側がだいたい４００年前の建物だ

と思ってください。 

 

３０：３３ この橋の真ん中に小さい東屋（あずまや）が見えるので

すが、これを「観月台（かんげつだい）」といいます。 

観月台、あれだけで重要文化財になっています。すごく小さい。 

「伏見城（ふしみじょう）」から移築したものといわれていて、伏見

城でもやはりこういった池の中に立っていたのではないかと。 

ちょうどあそこから月を眺めて遊んでいたといういい伝えがあり、

それで「観月台」になっていますね。 

 

あと「開山堂（かいさんどう）」「霊屋（おたまや）」、ちょっとここか

らは見えませんが、茶室が二つあって、ずっと全部重要文化財が続い

ています。 

こちら側の庭は史跡名勝庭園（しせきめいしょうていえん）になって

いて、少しいじろうとするとやはり文化庁の許可を得なければいけ

ない。 

 

３１：４４ これが「波心庭（はしんてい）」という、なみのこころ

と書いて「波心庭」という庭になります。 

もともと江戸時代の中期の絵では、これが芝生の庭に変わっている

ときがあるのですよ。 

だけど、本来そちら側が勅使門（ちょくしもん）になっていますから、

勅使門からこっちへ来るのはやはり白砂を敷いているところが多い



 

ので、元々はこういう庭だったろうというので復元しました。 

ただ、こういうふうにして砂に色をつけているというのは、これはラ

イトアップのためにあえてしているものです。 

（ライトアップしても）これは光らないですね。 

 

３２：３７ あちらのほうの枝垂桜（しだれざくら）が、割と高台寺

では、春は有名ですね。 

一般の拝観の方はおことわりしたのですが、方丈（ほうじょう）にお

参りしに来る方は、もう無料でそこまで入ってもらって。 

まあ異常といえば異常なのですけどね、やはりお寺であるから、お参

りするということだけは止められないので。 

本来、お寺というのはお参りしに来るところですので。 

 

３３：５１ これは重要文化財にはなっていないですが、この門も古

いです、４００年以上前のものですね。 

欄間（らんま）が牡丹（ぼたん）になっているのです。 

やはり牡丹というと、王様の花になりますからね。 

割とこの欄間に気が付くという人はなかなか少ないです、皆すうっ

と通ってしまう。 

 

（池は）夜になるときれいになりますね。 

これ（紅葉）は早いのです、毎年。 

ここは、ちょうどあそこに霊屋（おたまや）という建物があるのです

が、それが元々「湖月堂（こげつどう）」といわれていたのですね。

それがちょうど映るようにつくってあります、きれいなものです。 

 

３５：０６ こちら側が、高台寺にとって一番大事な建物、「開山堂



 

（かいさんどう）」という建物ですね。 

このお寺をつくった一番最初、初代の住職のお墓になります。 

 

この正面に、「三江紹益禅師（さんこうじょうえきぜんじ）」、これは

臨済宗第一世（りんざいしゅうだいいっせい）としての「三江紹益禅

師」の木像があって、その下に甕棺（かめかん）に入れて埋葬されて

いるといわれています。 

この建物は、実は高台寺で最初に建てられたのではなく、この建物も、

御所（ごしょ）の近くの三本木に、「北政所（きたのまんどころ）」が

「康徳寺（こうとくじ）」というお寺を建てていて、そこの「康徳寺」

というところにあった持仏堂（じぶつどう）をこちら側に移してきて、

それで「開山堂」という建物に変えました。 

 

ですから、途中まではこの黒い丸柱になっているのですけれども、向

こう側は四角い、何も塗っていない柱になっていますね、途中で変わ

っています。 

だから向こう側が、開山堂として継ぎ足したものになっています。

（手前のほうが）古いということですね。 

 

３６：３６ ちょっと近づいていただいてのぞきこむと、上に龍が描

かれています。 

「狩野山楽（かのうさんらく）」の筆になるといわれているのですが、

この龍が「八方睨み（はっぽうにらみ）」になっています。 

どこから見ても睨まれているように。 

 

今いる場所の天井が、これが北政所が御所に参内（さんだい）すると

きに使っていた牛車（ぎっしゃ）の天井を持ってきているといわれて



 

います。 

大きいです、牛は大きいですからね。 

どこかの博物館だったか美術館だったかに、牛車の輪っかを置いて

あるところがあるのです、すごくでかい。 

 

北政所はこの秋草が好きだったみたいで、ですからここの天井にも

秋草、桔梗（ききょう）とか萩（はぎ）とか菊とか、そういったもの

が描かれていますね。 

これ（色）は４００年前そのままです。 

ただちょっとずつ色が褪（あ）せて剥落（はくらく）してきているの

ですよ。 

これをきれいにしたいのだけど、文化庁が許さない。 

剥落は止められる、現状維持するためのことはさせてもらえても、そ

れをきれいにするということは許されない、そういうことになりま

す。 

私がここ高台寺に来てだいたい３０年近くになるのかな、だから３

０年くらい前とちょっと色がやっぱり褪せてきています。 

 

３８：４２ こちらのほうの天井になるのですが、これがあの秀吉公

が乗っていた「安宅船（あたけぶね）」と書くのですけども、安宅船

のキャビンというか、安宅船自体がだいたい６０メートル以上あっ

て、その上に楼閣（ろうかく）が立っていたらしいのですよね。 

そういうところで秀吉公が居たといわれるので、そういったあの秀

吉公がいたところの天井を、ここへ持ってきて使っていると。 

 

ですからこれが、あそこに赤とかいろんな緑とか、色が残っているで

しょう？ 



 

ここもそういう色合いで、それであのちょうど海から反射した波の

きらきらが、こういうところに映って結構きれいだったといわれて

います。 

（秀吉公とねねさんの）両方がここで、二人の思いが。それをロマン

チックと考えるか、腐れ縁と考えるか。 

 

こちら側が北政所のお兄さん。 

ちょうど出ているのですが、そこに片足のない香炉があるのです、あ

れが中国の明（みん）の時代の香炉です。 

前はちゃんと三つ足、足が三つあったのですけど、いつの間にかふた

つになっているのです、取れているのですよ。 

その足もあったのだけど、それもなくなってしまった。 

 

４０：４４ 今日はもう特別に、この「臥龍廊（がりょうろう）」を

上がっていただいて霊屋に、これは特別です。 

何年かに一回は通しているのですけどね。 

ここからこう見ると、これ４００年前ですからね、何も立っていない

でしょう？ 

木が変わってきているけれども、木とか竹が。 

ほぼほぼ北政所は、こういった景色を眺めながら霊屋まで行ってい

たということです。 

 

足元気をつけてくださいね、階段の踏み込みが小さいです、幅が狭い

ですから。 

 

今の人だいたい真正面向いてこう上がったり下りたりするでしょ

う？ 



 

昔の人は着物を着ているから、まっすぐ足を上げるのではなくて、体

がちょっと斜（はす）になっていたと。 

 

４３：３８ こちらが、北政所のお墓になります。 

北政所はこの建物の下に埋葬されています。 

この建物が、一番高台寺では有名な「霊屋（おたまや）」という建物

になりますね。 

 

この正面、ちょっと光って見にくいのですが、ここに使われている蒔

絵（まきえ）が、あの「高台寺蒔絵（こうだいじまきえ）」といわれ

るもののオリジナルになります。 

だいたい「高台寺蒔絵」は、お茶の道具でいうと菊と桐を指すのです

が、基本的には、高台寺蒔絵という技法だと思っていただいたほうが

いいですね、模様ではなくて。 

普通「蒔絵」というと肉厚なのですよ、何度も塗っては磨いて、塗っ

ては磨いて。 

ところが、そういうことをしていると、こういった建物が建てられな

いので。 

だから、こういったふうにして簡略にして、しかも早くできて絵画性

があるという、そういった技法を使っていると。それで、高台寺蒔絵

と。 

 

ですからいろいろな建物に蒔絵を、秀吉公は使っていますからね。 

秀吉公というと「キンキラキンが大好き」というような表現をされる

のですが、本当をいえば、その金の美しさを一番わかっている人かも

しれない。 

秀吉公がつくったといわれる黄金の抹茶茶碗、それの本物、オリジナ



 

ルを見たことがあるのですが、徳川家（とくがわけ）のものとは全然

違います。 

徳川家の名古屋城にあるものは、割と金という感じがするのですが、

秀吉公がつくって毛利家（もうりけ）に下げ渡したものは、本当に渋

い、金の渋い、いいところを使っています。 

キラキラじゃないですね、持っても軽いし。 

 

４６：３６ 襖絵（ふすまえ）は、これは「狩野興以（かのうこうい）」

と「永徳（えいとく）」の合作（がっさく）といわれているのですけ

どね。 

ちょっとやはり江戸時代には、霊屋自体、そこの石垣がつぶれてしま

ったりいろいろなことをしているので、少しこういった絵画に関し

ては傷んでいますね。 

 

この蒔絵も大々的に修理に入ったのです。 

ところがその明くる年に、神戸の震災が起こって、だから少しひび割

れがしているところはある。 

どうしても建物に直ですからね、揺れるとちょっとひびが入ったり

します。 

 

４７：４０ こちらに重要文化財の二つの茶室があります。 

これは両方とも「伏見城（ふしみじょう）」から移されたといわれて

います。 

 

それでこちらの左のほうを「傘亭（かさてい）」と申しまして、その

名前の由来は、のぞきこんでいただいたらわかるように、傘の骨のよ

うに見えるということですね、中の竹垂木（たけだるき）が。 



 

床が少し高くなっていて、窓がその分大きくて低くなっています。 

 

これは伏見城にあったときに、池のほとり、あるいは水辺のほとりに

立っていて、それで湿気よけで床を高くして、やはりこれも水の反射

光を入れて、中の照明としたということ。 

ここから見ると、傘の骨のようになっているのがよくわかります。 

北政所（きたのまんどころ）はやはり、こういったものが好きだった

ので。 

 

４９：１５ 高台寺に持ってこられて、この土間廊下（どまろうか）

で二つつなぐことになるのですが、昔の構えのように炉は切ってい

ません。 

ですから、ああいった形で小さいお竈（くど）さんをつくってある。 

「竈構え（くどがまえ）」といって、こういうところでお点前（てま

え）をしていた。 

 

傘に時雨（しぐ）れるということで「時雨亭（しぐれてい）」という

ことになっていますが、二階建ての茶室になっています。 

二階が、お客さんが座って、なおかつ点前ができるようになっていて、

下がその準備をするための部屋です。 

 

５０：４０ この「時雨亭」の上に、北政所が大阪が落城したという

報告を受けてこの「時雨亭」の上まで来て、そこで大阪城が、大阪の

ほうが真っ赤になっているのを見て泣いたといわれるのが、ここの

「時雨亭」になります。 

 

この方角、ちょうど大阪ツインタワーが見えるようになっています。 



 

大阪城のほうが見えます、肉眼じゃ難しいですよ。 

第一次世界対戦の空襲のときに、皆やっぱり東山のほうに来て、大阪

のほうが真っ赤になっているのを見てというのがありましたから。 

 

その雨戸を取ってしまうと、本当に開放的ないい座敷になりますね。 

（雨戸は）取れます、引っかけてあるだけなので。 

昔はその雨戸を外して、この時雨亭の周りに、梯子（はしご）という

か、高い皆が歩けるような道をつくって、それでこの中を見せていた

というのが、「名所図会（めいしょずえ）」か何かに載っていましたね。 

 

５２：３９ ということで、ざくっと高台寺の中は終わりましたね。 

天蚕糸（てぐす）はあれですね、烏（からす）よけ。 

烏は、さっきの「遺芳庵（いほうあん）」のところで言わなかったの

だけれども、烏が巣をつくるとき、こういうのを抜いていくわけです。 

 

あの観音さんの頭の向こうが、山がちょうど抜けているでしょう、あ

れが大阪の方角なのですよ。 

この近くの「正法寺（しょうぼうじ）」というお寺のところからは、

双眼鏡を使うと見えます。 

ここからも、空気が澄んでるときは見えますけどね。 

大阪城に行ってこっちのほうを見て、双眼鏡で見ると、霊山観音（り

ょうぜんかんのん）とか、清水（きよみず）とか、ひょっとしたらこ

れ（時雨亭）も見えるかもしれない。 

 

５４：２７ このあたりが割と古墳地帯で、江戸時代に盗掘された古

墳がこの上にあるのですが、ばいだ墳というのですけどね。 

その盗掘したときにはもう何もなかったという、そういう記述があ



 

ります。 

 

ここからこう見ると、やっぱり日本の建物というより、どっちかとい

ったらあの南のほうの、フィリピンとかああいったところの民家の

ように見える。 

こういうのはやはりあれでしょうね、その当時グローバリゼーショ

ンがあって、日本にいろいろな海外のものが伝わってきて、あるいは

その「呂宋助左衛門（るそんすけざえもん）」のように、堺（さかい）

からフィリピンとか東南アジアに行って、いろいろなものを、文化を

持ってきた。 

それがこういう形になって残ってくるのでしょうね。 

 

結構日本の文化というと、外から入ってきたものを取り込んで、”見

立て使い” でうまく使っていって、それをお茶の道具にしたり、いろ

んな道具にしていますからね。 

 

５６：１９ この節の白いのは、今年の春生えたやつです、大きくな

ります。 

竹は何年放っておいても、そのたけのこで出てきた太さよりは大き

く、太くはならないのです。 

 

（竹は）先ほどの手すりとか、こういった砂利（じゃり）が流れない

ように階段をつくったりとか、そういうのでよく切っていますよ。 

ライトアップすると、割とこの竹林（ちくりん）の中でライトアップ

されたのが見れますから、結構きれいですよ。 

 

５８：１７ 今年の秋、ライトアップまたするのですが、そのときに



 

またこの龍を使います。 

この龍の頭は滋賀県で焼いてもらいました。 

瓦職人さん、鬼瓦師、鬼師かもしれませんね。 

 

この頭に胴体をつけて、秋はライトアップします。 

胴体というのは、例えば瓦であったり、あるいは木であったり、まあ

今年はどうするのかちょっとまだわからないのですけれども、割と

迫力のあるものです。 

 

ばらして移動します、で、また組み立てる。 

こんな大きいの焼けないのでね。 

だから、頭もおそらく４等分か５等分してあるのと違うかな。 

（ライトアップの中で見ると）迫力あると思いますよ。 

 

５９：２８ 今日は暑い中ありがとうございました。 

なかなか詳しく説明し始めると、もっともっとたくさん説明しない

といけないのですが、まあざっくりと、大まかに今日は説明させてい

ただきました。 

 

またあの秋には秋で紅葉（もみじ）がきれいになりますので、ぜひま

たお越しください。ありがとうございます。 


