
 

カルチャーオンラインツアー 

 

京都③  平安神宮・インクライン跡・南禅寺・水路閣 

 

０：００ みなさん、こんにちは。てれんぽの井上ゆき子です。 

今日は、京都の「岡崎（おかざき）エリア」、今、私の後ろにあるの

が平安神宮（へいあんじんぐう）の大鳥居なのですが、このエリア、

ここからスタートして、南禅寺（なんぜんじ）のほうまでご案内する

動画になっております。 

 

私の個人的なおすすめ、このエリアのおすすめなのですけれども、こ

ちら私の右手に見えております「京セラ美術館（きょうせらびじゅつ

かん）」、こちら今年オープンになっているのですが、コロナ禍という

こともあって予約制になっていまして、非常に中が、近代美術の美し

い内容になっておりますけれども、まだまだ見ていない方がたくさ

んいらっしゃると思いますので、ぜひ次回京都にいらっしゃったと

きには、見ていただきたいなと思います。 

 

あと、私のこの後ろに琵琶湖（びわこ）からの疎水（そすい）が流れ

ているのですが、この疎水の上を「十石舟（じゅっこくぶね）」が春

になると運航されています。 

期間が非常に短いのですけれども、非常に優雅な桜を満喫していた

だけるので、おすすめです。 

 

あと向かい側に、ちょっと今見えないと思うのですが、「ロームシア

ター」というコンサートホールがありまして、そちらの１階に、非常

に雰囲気のいいスターバックスもあり、この辺では私のおすすめと



 

なっております。 

 

みなさん、ぜひ京都にいらっしゃった際には、このようなエリアを楽

しんでいただければなと思います。 

では、動画のほう、どうぞお楽しみください。 

 

１：４１ みなさま、こんにちは。 

こちらは「岡崎公園（おかざきこうえん）」と呼ばれる区域でござい

ます。 

ちょうど、赤いこの橋の欄干が見えてございますが、下の流れは「琵

琶湖疎水（びわこそすい）」でございます。 

 

また、大きな建物が見えておりますが、「京都国立近代美術館（きょ

うとこくりつきんだいびじゅつかん）」となってございまして、また

この後移りますが、京都市美術館だったところは、現在「京都市京セ

ラ美術館（きょうとしきょうせらびじゅつかん）」と名を変えてござ

います。 

 

その他、「府立図書館（ふりつとしょかん）」や、「勧業館（かんぎょ

うかん）みやこめっせ」、以前は京都会館（きょうとかいかん）とい

われました現在の「ロームシアター」など、さまざまな建物がこちら

の中の、公園の中にあるわけですが、これは「第 4 回内国博覧会（な

いこくはくらんかい）」が行われました、「勧業博覧会（かんぎょうか

くらんかい）」のその舞台となりました場所を整備いたしまして、現

在このような形となってございます。 

 

２：４５ さて、見えております気になる赤い鳥居、こちら高さ２４



 

メートル、またこちらは奥のほうまで進めてまいりましたら、「平安

神宮（へいあんじんぐう）」の「應天門（おうてんもん）」が見えてく

るのですが、その前の鳥居ということで、もちろんこの平安神宮の大

鳥居ということになってまいります。 

幅も１８メートルほどということでございますが、この柱のほうな

どは、大人９人がかりぐらいでようやく手が届くぐらいの幅になっ

ているのだそうです。 

 

では、こちらの「神宮道（じんぐうみち）」と呼ばれる道を進めてま

いります。 

この周辺は緑豊かなところでございます。 

なお、方向で申し上げましたら、今は北の方向に進めていることにな

ってまいります。 

南に進めてまいりましたら、「神宮道」からは「青蓮院門跡（しょう

れんいんもんぜき）」、また大きくカーブをしてまいりまして、「浄土

宗（じょうどしゅう）」の本山（ほんざん）となります「知恩院（ち

おんいん）」のほうに突入し、さらには「円山公園（まるやまこうえ

ん）」から「八坂神社（やさかじんじゃ）」の方面にと連絡をしている

道でございます。 

 

３：５６ さて、そのようなお話をしながらでございますが、早速ま

ずはこちら、「近代美術館」が見えてまいりました。 

現在は都の暮らしの展示がなされておりますが、月曜日が休館とい

うことになってまいりますので、もちろん全国的にも美術館・博物館

は月曜日がお休みのところが多くございますので、そちらのほうな

どは、曜日に気をつけてお越しいただければと存じます。 

 



 

さて、こちらの大きな鳥居を下からご覧をいただきましたら、結構な

迫力のあるところとなってまいります。 

下のところにも「登録有形文化財」といったように記されてございま

す。 

 

実は、「平安神宮」自体は京都の中では比較的新しいということにな

ってまいりまして、約百年少々ということになるわけなのですが、そ

うは申し上げましても、平安遷都（へいあんせんと）１１００年を記

念してまいりました明治の２８年、１８９５年に、まずはこちら平安

神宮のほうが建てられることとなり、また周辺のほうなども徐々に

整備をされてまいりまして、そして、その「勧業博覧会」の舞台にな

ったというところでございます。 

 

５：１９ お向かいに見えてまいりました京都市美術館、現在の「京

都市京セラ美術館」は、ネーミングライツにおきましてお名前が変わ

りました。実は、２０２０年の３月２１日にオープンをしております。 

１９年からすでにお名前は変わっておりまして、そしてこちらのほ

うはですね、１９３３年に建てられました当時のよさをそのままに、

内部はずいぶんと、ガラリと変わりました。 

大きめの展覧会、展示会なども行われますので、例えばルーブル美術

館展でございましたりとか、フェルメール展などといったように、全

国的にも大変人気、わざわざご遠方からお越しいただく方も多いよ

うなところとなってまいります。 

 

その内部のほうがガラリと変わってしまったのですが、ガラスリボ

ンと呼ばれるところなどもございまして、また吹き抜けた先のとこ

ろは庭園になっております。 



 

以前は展示物を一方通行で見ていただくといったような流れになっ

ていたのですが、現在はそちらを通り越えていただきまして、お庭の

ほうも楽しんでいただけるような仕組みになってございます。 

機会がございましたらぜひ、お足を運んでいただきたいところでご

ざいます。 

 

また、こちらのほうなども、「前田健二郎（まえだけんじろう）」さん

という方によっての設計ということとなってまいりました。 

１階の部分が、以前は入り口でございましたが、今は地下のほうにお

入りをいただく形となってまいります。 

地下の方からお入りをいただいてまいりまして、そして地下のほう

から、徐々に上がっていっていただくということになってまいりま

す。 

 

７：０４ そのようなところを見ていただき、また府立の図書館を見

ていただきながら、さらにこちらのほうには、京都の「市電（しでん）」

の姿が見えてまいります。 

京都の「市電」でございますが、またご紹介をいたします「南禅寺（な

んぜんじ）」近くの「インクライン」、またさらには、こちらのほうは

「琵琶湖疎水」なるものがございますけれども、琵琶湖疎水の水を水

力発電として利用したことにより、その得られました発電によって

走ったのが、この京都の市電ということになってまいります。 

 

「岡崎・市電（おかざきしでん）コンシェルジュ」といったようなお

名前がついてございますけどね、中に入っていただいてご見学をい

ただくこともできるのですが、こちらのほうは公園の一部というこ

とになっています。 



 

建てられた当初は、京電（きょうでん）などといったように申しまし

て、「京都電鉄（きょうとでんてつ）」から始まっております。 

のちになりまして、京都市に委ねられることにとなってまいりまし

たので、現在では、こちらのほうなどが市電、市電といったようにお

呼びしています。 

 

８：１１ ちなみにですが、見えておりますこの幅、こちらのほうが、

京電のときはもうちょっと狭かったそうです。 

さらに市電になったときにちょっと幅が広くなったので、道のほう

の整備も、改めてなされたそうです。 

 

営業ということで申し上げましたら、日本で最初に走りました「路面

電車」というのがこの京都から始まってございまして、「竹田街道（た

けだかいどう）」といわれてございます、現在の国道２４号線のとこ

ろを、稲荷（いなり）のほうへと連絡をしていたものがはじまりとな

っております。 

その後は外周線でありましたり、中心地のところをそれぞれ結んで

いく、今では考えられないかもしれませんが、八坂神社の前の交差点

なども、こちらのほうをちょうどカーブをして入っていった道とい

うことで、ところどころ、道には名残はありませんので、このような

市電が飾られているところで楽しんでいただくということになるよ

うです。 

 

ちなみにですが、平安神宮の中にございます庭園は、「神苑（しんえ

ん）」という名前になってございます。 

その神苑のところに、またここにも京都の市電が飾られてございま

す。 



 

お入りをいただいた最初の南神苑（みなみしんえん）のところに設置

されてございます。 

 

では、奥側のほうに、また建物が見えてまいりました、元の京都会館

でございます。 

現在は「ロームシアター」となってございまして、こちらのほうでは

コンサートなども行われるようなところとなっております。 

なお、今は蔦屋書店（つたやしょてん）という字も見えてございます

が、そのような書店なども入っております。 

お店などもございますので、こちらのほうなどは、そういったような

カフェでくつろいでいただきながら、コンビニエンスストアもあっ

たりなどといったようなところで、お楽しみいただけます。 

 

１０：１１ では、平安神宮の、こちらご案内板も見えてまいりまし

た。 

奥側のほうには、この広い道の真正面に「應天門（おうてんもん）」

の姿も見えてございます。 

実はこちら、元々道路でございました。 

今の道をですね、まっすぐ進めていただいて、そのまま應天門の前の

ほうまで抜けることができていたのですが、今現在はこちらを車道

としては利用しないということになりまして、ご覧のように形を変

えてまいりました。 

 

以前は屋台なども設けてまいりまして、こちらのほうで大きなイベ

ントなども行われておりました。 

そのような大イベント会場にもなっておりまして、今ですね、こちら

のほうではイベントの一角ではございますが、お祭りなども行われ



 

たりなどいたします。 

その際には、全国からお越しいただくということでございますので、

大いににぎわうということにとなってまいります。 

 

１１：１５ では、こちらのほうでちょうどまた向きを変えていただ

きますと、先ほどの大きな鳥居の姿、また松の木の後ろにある、山の

上のところに建物が見えるのですが、左斜め上のあたりでございま

すね、こちらは「青龍殿（せいりゅうでん）」と呼ばれる建物になっ

てございます。 

「青龍殿」は「青蓮院門跡（しょうれんいんもんぜき）」の一部とい

うこととなってまいりまして、ここには大きな舞台が設けられてい

ます。 

その舞台はテラスのようになってございますので、そちらのほうか

ら眼下におさめていただく、京の町をながめていただくことができ

るようになっております。 

「青不動（あおふどう）」などでもおなじみのところとなってまいり

ました。 

 

では、このままお歩きいただきましたら、いよいよ應天門の姿を見て

いただき、平安神宮の内部のほうもご見学をたまわりたいと思いま

す。 

 

１２：２２ みなさま、おつかれさまでございました。 

では、この岡崎公園内、一番北の端のところまで進めていただいた形

となります。 

なお、ご紹介を申し上げましたこの岡崎公園は、そのような「内国勧

業博覧会（ないこくかんぎょうはくらんかい）」の舞台になった場所



 

と申し上げましたが、それより以前は、六つに勝つという字の寺と書

きまして、「六勝寺（りくしょうじ）」、それは勝つという字がつく、

六つのお寺さんのことを総称してお呼びするということになるので

すが、「法勝寺（ほっしょうじ）」を始めといたしまして、「最勝寺（さ

いしょうじ）」「尊勝寺（そんしょうじ）」、また「えんしょうじ」と呼

ばれるお寺さんが二つあるのですけれども、そちらのほうは漢字が

違いまして、１円 2 円の円（えん）という字と、延びるという字の延

（えん）という字の二つの「えんしょうじ（円勝寺・延勝寺）」、こち

らのほうなどと含めてまいりまして、こちらのほうも、その「六勝寺」

と呼ばれる中ということとなってまいります。 

 

さて、そのような跡地は残念ながら表には出ていませんが、発掘調査

などが行われてございます。 

そのため、こちらのほうの柱の跡などが、礎石などが見つかったりな

どということもございました。 

 

１３：４２ さて、そんな場に設けられました平安神宮、こちらは明

治２８年、１８９５年の３月１５日に完成をみたものになってまい

ります。 

御祭神（ごさいじん）といたしましては、天皇でございます。 

と申し上げますのは、こちらの平安京（へいあんきょう）にとお入り

になれられまして、第５０代「桓武天皇（かんむてんのう）」によっ

て、およそ１０００年にも及んでまいります都となったわけでござ

いますが、その最初の天皇「桓武天皇」をお祀（まつ）りするという

こととなってまいりました。 

 

そして、最初はこのお一方のみでいらっしゃったのですが、幕末の時



 

代を終えてまいりまして、そしてその大変な時期、明治維新を迎える

１年前、１８６６年にお亡くなりになられました１２１代の「孝明天

皇（こうめいてんのう）」もお祀りすべき、してはいいのではないか

という声が上がってまいりましたので、昭和１５年になりまして、ま

たこちらのほうにとお祀りをされることとなってまいりました。 

ですので、５０代の「桓武天皇」と１２１代の「孝明天皇」が御祭神

ということになってまいります。 

 

１５：０１ さて、こちらのほうでまた手水舎（てみずや）がござい

ます。 

こちらの場合は、「てみずしゃ」とお呼びします。 

手水舎（てみずしゃ）とか、手水場（ちょうずば）とか、いろいろな

言い方をしてございますけれども、こちらの場合ではそちらのよう

な読み方となりました。 

 

さて、「應天門」がすぐ近くに見えてございます。 

この應天門でございますが、奈良の都からまず「長岡京（ながおかき

ょう）」に７８４年に移り、その後１０年ほどいたしまして、この「平

安京」にと移ってまいりましたときの、最初の「大極殿（だいごくで

ん）」に設けられてまいりました、「正庁朝堂院（せいちょうちょうど

ういん）」と呼ばれる建物などを８分の５の大きさに縮めて、まずは

「大極殿」と呼ばれる建物を設けることを、「伊東忠太（いとうちゅ

うた）」さんという方の設計で設けられたわけでございますが、その

應天門は、正庁の朝堂院のほう（先ほど、朝集殿（ちょうしゅうでん）

と申し上げました、失礼いたしました）に、お入りいただく入り口の

ところに設けられていた御門（ごもん）ということになります。 

 



 

またその應天門、当時はあの「弘法大師空海（こうぼうだいしくうか

い）」がお書きになった「應天門」という額が掲げられていたそうで

す。 

應天門の應は、慶應大学（けいおうだいがく）の「應（おう）」とい

う字ですね。 

難しいほうの「應」の字でございますけれども、本来なら点がひとつ

あるところなのですが、額を掲げた後になりまして、弘法大師空海は

一点を付け忘れた（まだれをがんだれに書いてしまった）ことにお気

づきになりましたので、筆にたっぷりと墨をつけ、えいっと投げて、

後から一点を付け足したといわれますのが、「弘法にも筆の誤り（こ

うぼうにもふでのあやまり）」ということわざのはじまりなのだそう

でございます。 

 

１６：５１ では、こちらのほうで案内図といったように出てござい

ます。 

現在のこの應天門の額は、「宮小路康文（みやこうじやすふみ）」さん

という方によって描かれたものでございました。 

ご覧のように、左右対称になってございます。 

お庭のほうは対照ではないかもしれませんが、建物といたしまして

は左右対称ということになっておりまして、「應天門」をくぐってい

ただきましたら、まず左側、西側に「額殿（がくでん）」、また東側の

ほうには「神楽殿（かぐらでん）」がございます。 

「龍尾壇（りゅうびだん）」と呼ばれるちょっとした段差があるので

すけれども、こちらのほうは、お偉い方がそちらのほうに上られると

いう、一応仕切りになってございます。 

 

さらに、「大極殿（だいごくでん）」のところは、左近の桜（さこんの



 

さくら）、右近の橘（うこんのたちばな）の姿もございまして、「外拝

殿（げはいでん）」という形になってございますので、そちらのほう

から本来はお詣（まい）りをいただくことになります。 

また、さらに奥のほうにいわゆる本殿（ほんでん）があるわけでござ

いますので、特別にお詣りをされるとき以外は、みなさま方は「外拝

殿」である「大極殿」のほうからお詣りをしていただくということに

なるわけでございます。 

 

結婚式が行われるときはもちろん、本殿でということになるのです

が、そちらのほうはそのすぐ後ろ側に、先ほどの案内図のほうにもご

ざいましたような庭園がございますが、春の桜のころ、また秋の紅葉

のころも大変に美しく、南の神苑にお入りをいただきますと、そこが

まず入り口になります。 

「白虎楼（びゃっころう）」と呼ばれる、西のほうをお守りする「四

神相応（しじんそうおう）」のひとつということになりますね。 

白虎に合わせてこちらは「白虎楼」といったように申し上げましたが、

そちらのほうに入り口を設けております。 

 

１８：４６ そして、そちらからここだけは有料になるのですが、お

入りをいただきましたら、ご紹介を申し上げましたような市電が置

いてありましたり、また、「八重紅しだれ桜（やえべにしだれざくら）」

の姿を見ていただけるということにとってまいります。 

そのような花に恵まれたところから、さらに進んで奥のほうにと行

っていただきますと、西の神苑のほうにと進めてまいると、そちらは

「花菖蒲（はなしょうぶ）」などがございます。 

川の流れの音を聞いていただきながらということになるのですが、

その川の流れは、実は琵琶湖疎水の水を使ってございます。 



 

北のちょうど「大極殿（だいごくでん）」や、本殿となります建物の

後ろに位置してございますところ、こちらのほうは通路になってい

ます。 

 

そして、東側のほうに行くと、まず中の神苑というものにとなってま

いりまして、その中の神苑のほうには、「臥龍橋（がりゅうきょう）」

と呼ばれる橋もございます。 

飛び石のように行っていただくということになり、東の神苑のとこ

ろは、こちらのほうにも「泰平閣（たいへいかく）」と呼ばれる廊下

のところになっているような雰囲気なのですが、楽しんでいただく

ところがございます。 

「植治（うえじ）」の名前で知られました、７代目「小川治兵衛（お

がわじへえ）」さんの手によって作庭されたものでございました。 

 

では、こちらのほうは、左右対称、屋根の上には鴟尾（しび）の姿も

ご覧をいただきながら、おまいりをしていただきたいと思います。 

 

２０：２７ みなさま、おつかれさまでございました。 

噴水の音が近くに感じられるところに来ております。 

こちらは琵琶湖疎水、ちょうど船溜（ふなだまり）になるところでご

ざいまして、これらの噴水が涼やかな音を示してございます。 

 

また、その後ろ側にございます建物なのですが、ここから動物が見え

ますでしょうか。 

こちらのほうはですね、動物園になっておりまして、先ほどの岡崎公

園内の一部ということにとなってまいります。 

こちらのほうは、いろいろな取り組みをしているところでもござい



 

ますので、動物が好きな方も、そうでない方もということにはなりま

すけれども、いろいろとお試しいただき、また毎年人気ナンバーワン

が園長さんになられるという役割をしてございます。 

 

２１：２５ さて、そのような動物園と、さらに反対側には白い壁が

見えてございます。 

こちらは「無鄰菴（むりんあん）」と申し上げまして、「山縣有朋（や

まがたありとも）」公の別荘だったところになっております。 

ここも非常にしっとりとした趣のあるところ、先ほどご紹介を申し

上げましたが、平安神宮のお庭「神苑（しんえん）」の作庭をいたし

ました、植治（うえじ）７代目の「小川治兵衛（おがわじへえ）」さ

んの手によって作庭されたものでございます。 

 

お入りをいただくと、お抹茶も楽しんでいただけるということでご

ざいますので、茶室のほうで一服していただき、そしてさらにこちら

のほうのお庭は、歩いて、「池泉回遊式（ちせんかいゆうしき）」でご

ざいますので、行っていただくのですが、近くにせせらぎを感じてい

ただきながらお歩きをいただくと、その先のほうには突然、今度は滝

が現れるということでございます。 

 

そのようなところになっておりますので、なかなか意外とですね、京

都通の方でも、ここはお足を運ばれたことがないという方も多いの

ですが、ぜひお越しいただきたいところでございます。 

 

２２：４４ そして、こちらのほうは先ほどの噴水近く、建物は「琵

琶湖疎水記念館（びわこそすいきねんかん）」がお向かい側に見えて

ございます。 



 

そして今は閉まっているのですが、こちらのほうを下りていきまし

たら、お船に乗っていただくことができるのです。 

今の時期はしてはいないのですが、桜の時期には「桜十石舟（さくら

じゅっこくぶね）」、また若葉の時期には「若葉十石舟（わかばじゅっ

こくぶね）」ということでございまして、この疎水をお船で楽しんで

いただくということになります。 

 

岡崎公園は、桜に恵まれたところです。 

紅葉の時期になりましたら、桜ももちろん紅葉しますので、そのよう

な落葉も楽しんでいただけるところでございます。 

また先ほどですね、「六勝寺（りくしょうじ）」のところで「成勝寺（じ

ょうしょうじ）」のほうをご案内しそこねておりましたが、それらの

それぞれのお寺さんの跡地は、土地の名前として名残を残してござ

いますので、住所を見ていただくと、その「六勝寺」の跡であるとい

うことがおわかりをいただけるところでございました。 

 

２３：５０ 平安神宮は、有名な「時代祭（じだいまつり）」も行わ

れます。 

本来は、１０月２２日ということになっておりますけれども、初回と

なりました第１回は、明治２８年の１０月２５日に行われたのだそ

うです。 

その後こちらのほうは、さらに翌年からは２２日と変えられたので

すが、それには理由があります。 

第５０代「桓武天皇（かんむてんのう）」が平安京にお入りになられ

た、その日にちが７９４年の１０月２２日であったということにち

なんでまいりまして、お日にちをその日に設定なさったということ

です。 



 

京都では５月１５日の「葵祭（あおいまつり）」、また７月いっぱいか

けて行われます「祇園祭（ぎおんまつり）」、あわせて、この１０月２

２日の「時代祭（じだいまつり）」が「京都三大祭（きょうとさんだ

いまつり）」となってございます。 

今年は残念ながら隊列も中止ということになっておりますが、平安

時代から幕末維新の時代にかけてまでのそれぞれの時代の考察をし

てまいりましたお衣装を身につけておられるということでございま

すが、それらの隊列がおおよそ、約２キロぐらいの長さで、２０００

人の方がお歩きになられるということでございます。 

 

２５：１０ さて、そのようなご紹介を申し上げておりましたら、「南

禅寺」の参道に入っていく道のほうにと進んでまいりました。 

そしてこちらのほうですね、参道は車道にもなっておりますので、そ

の車道のほうは入り口のところに大きな看板が、またそちらを進む

と、今は湯豆腐のお店もたくさん並んでいます。 

 

「雲水料理（うんすいりょうり）」のひとつということにとなってま

いりますけれども、お坊さんたちが精進料理（しょうじんりょうり）

としてお召し上がりになっておられましたこの湯豆腐を、一般の方

に振る舞ったのがはじまりだということでございます。 

あの「種田山頭火（たねださんとうか）」さんなんかもお越しになら

れましたが、「順正書院（じゅんせいしょいん）」というところなども、

今は順正の本店として使われています。 

 

２６：０１ ではちょうど下のところに、水路この流れ、琵琶湖疎水

の流れと、またよく見ますと、下のところに鉄道の軌道が敷かれてご

ざいます。 



 

これ実は「インクライン」と呼ばれますが、「傾斜鉄道（けいしゃて

つどう）」といったように紹介をされるものでございます。 

水の流れは、こちらのほうを使っていくことができますけれども、や

はり船などはそのまま持ち運ぶことができません。 

 

実はこのあたり、「蹴上（けあげ）」と呼ばれるところになっておりま

すので、蹴り上げるという字を書きまして「蹴上」、この蹴上は、実

は源義経（みなもとのよしつね）公の時代にまでさかのぼるのですが、

源義経公、遮那王（しゃなおう）・牛若丸（うしわかまる）といわれ

ましたこの方が賊（ぞく）に追われたときに、水たまりの水を蹴り上

げたところから名付けられたのだそうですが、こちらには浄水場も

設けられています。 

結構な標高差があるのですね。 

そのためこちらのほうは、船を別のこの鉄道、傾斜鉄道というものを

使ってまいりまして、運ぶことにいたしました。 

 

現在はもちろん廃線となってございます。 

しかしながら、お歩きいただくことができる場所になっております

ので、こちらのほうに下りられて、特に桜のシーズンにお越しいただ

く方が多いところになっています。 

こちらのほうでは、よく結婚式の前撮り写真なんかをしていらっし

ゃる方もございますしね。 

もちろん楽しくポーズを取ってと、お写真を撮っておられる方も多

いのですが、今日もお二方ぐらいですかね、遠くにちょっといらっし

ゃるようではございますが、自由に歩いていただけるところとなっ

ておりました。 

 



 

明治の、まさにこちらのほうなどは、思いを馳せていただきながら楽

しんでいただける、体感いただける場でございます。 

お越しいただきました折には、歩いていただくのもよろしいかと思

います。 

 

２８：０６ みなさま、おつかれさまでございました。 

では、「〽 一帯の青松 路迷わず（いったいのせいしょう みちまよわ

ず）」といわれたように、松の木の参道の間のところを抜けていただ

きまして、こちら「南禅寺」の入り口のところにと進めてきておりま

す。 

 

今現在、私たちがくぐる最初の門はこちらになります。 

歩道の延長にございます門が人道の門となっておりまして、おとな

りは実は車道でございますので、お車が通るということにとなるの

ですが、こちらからまっすぐ行くと、もうそのまま方丈（ほうじょう）

のほうに行ってしまうのですけれども、私たちはこの後、勅使門（ち

ょくしもん）もご覧いただき、三門（さんもん）をくぐっていただき

ながら、法堂（はっとう）から方丈と分かれるところより、さらには

南禅寺にございます「琵琶湖疎水・水路閣（すいろかく）」のほうか

ら進めていきたいと思います。 

 

では、こちらの南禅寺でございますが、「臨済宗南禅寺派（りんざい

しゅうなんぜんじは）」の大本山（だいほんざん）でございまして、

京都五山（きょうとござん）の上に位置しているものでございます。 

京都五山が鎌倉五山（かまくらござん）と比較をされて、ということ

にとなってまいりますけれども、その五山よりも上に位置するとい

うような、非常に重要な場所でございます。 



 

元々は「亀山上皇（かめやまじょうこう）」がお住まいになられまし

たところ、「禅林寺殿（ぜんりんじどの）」というものにと始まってご

ざいまして、その「禅林寺殿」は、今の南禅院あたりであったという

ことなのですが、上（かみ）と下（しも）とに分かれてございました

ので、元々の上のほうでございました南禅院が一応は発祥の地とい

うことにとなってございます。 

では、その禅寺（ぜんでら）、臨済宗南禅寺派の大本山のお参り、ご

見学をいただきたいと思います。 

 

３０：００ では、こちらをくぐって入ってまいりますと、こちらの

ほうをひたすらまっすぐ進めたところにあるのが、「方丈（ほうじょ

う）」という建物になるのですが、私たちは一旦こちらから歩いて、

三門の見えるところ、「勅使門（ちょくしもん）」の見えるところにと

進んでまいります。 

 

こちらのほうから早速見えてまいりました「勅使門」でございますが、

「勅使」というのは、天皇の命を受けたり、またその命令の書状を持

っていらっしゃる方々ということになりますので、天皇がお越しに

なったのと同じ扱いでございますので、天皇がお越しいただくこと

はもちろんでございますが、勅使の方がお越しいただくときも、こち

らのほうをお使いいただくという特別な御門でございます。 

 

そのため、こちらのほうの前までと行っていただきましたら、もちろ

ん菊の御紋（きくのごもん）などということにとなってまいります。 

さて、勅使門とご紹介を申し上げましたが、いろいろなところに設け

られておりますけれども、こちらのほうが三門よりも手前側にござ

いますように、こちらが本来の入り口ということになるのですが、特



 

別な方しか入れないので、私たちはちょっと迂回したという形にと

なってまいります。 

 

あの「伏見城（ふしみじょう）」にございました御門を移築したとい

う説もあるものでございますけれども、とは申し上げましても、お城

の門ではないのですがね、お屋敷の門であるのだそうでございます

が、そちらを移築したといったようにもいわれてございます。 

 

３１：４７ では、こちらの三門の正面にと進めてまいりました。 

大きな灯籠（とうろう）の姿も見えてまいりました。 

よく見ていただくと、灯籠ひとつしかないのですね。 

大きな石灯籠は、三門に向かって右側に位置してございます。 

高さはおよそ６メートルといわれておりますが、「佐久間勝之（さく

まかつゆき）」という方によって奉納されたといわれてございます。 

「佐久間の片灯籠（かたどうろう）」などといったようにも呼ばれる

ものでございます。 

 

また、こちらのほうには銘文がちゃんと記されてございますが、これ

をお書きになったのは、「以心崇伝（いしんすうでん）」という方であ

るといったようにいわれています。 

「以心崇伝」という方は、あの「南光坊天海（なんこうぼうてんかい）」

この方と、徳川家康（とくがわいえやす）公が亡くなった後に、明神

様（みょうじんさま）になさるか、権現様（ごんげんさま）になさる

かということで戦われたとされている方なのですが、その「以心崇伝」

という方は、実はこの南禅寺の塔頭（たっちゅう）である「金地院（こ

んちいん）」というところにお住まいでございましたので、現在もそ

ちらに「東照宮（とうしょうぐう）」がございます。 



 

非常に切れる方だったそうでございますがね、そのような賢い方で

いらっしゃったのですが、その方のお書きになった字も、この片灯籠

の、石の灯籠のところにと刻まれているということでございます。 

 

３３：２１ では、目の前にしてございます大きな三門、こちらのほ

うは「山」という字ではなくて、漢数字の「三」に「門」という字を

書きあてております。 

割と禅宗（ぜんしゅう）のお寺さんでございましたら、「三解脱門（さ

んげだつもん）」の略であるので、漢数字の三をあてているというこ

とになりますが、こちらも同じようにその三解脱門という考え方で、

三門は漢数字の三を当てているということになるのですけれども、

よくご存じの方も多いと思うのですが、「楼門五三桐（さんもんごさ

んのきり）」の中で、あの大盗賊 石川五右衛門（いしかわごえもん）

が大見得（おおみえ）を切った、「〽 絶景かな、絶景かな」と、京の

市中を見回しておっしゃった、ということで有名な方でございます。 

 

この石川五右衛門は、豊臣秀吉（とよとみひでよし）などと同じ時代

でございます。 

ですので、秀吉の命を狙ったというお話でも知られる方なのですが、

夢を壊すようで恐縮ではございますけれども、こちらの三門は、石川

五右衛門が亡くなった後でございます。 

「藤堂高虎（とうどうたかとら）」の手によって、１６２８年に建て

られた、高さ２２メートルにも及んでまいりますような、大きな三門

ということになりました。 

 

これの目的といたしましては、実は「大坂の陣（おおさかのじん）」

で亡くなった方々の、冥福を祈るためといったようにもいわれてご



 

ざいます。 

 

中にお上がりいただくこともできるので、向かって右側のところに、

ちょっと斜めになっております、あれ階段なのですがね、あちらのほ

う結構な傾斜でございます。 

ちょっと手すりを使っていただいてようやく上がっていただくよう

なところになるのですが、こちらのほうからお上がりいただくと、上

からは石川五右衛門の気分で、市中を見渡していただくことができ

るようになってございます。 

 

では、そんな三解脱門（さんげだつもん）、三門をくぐっていただく

ということにとなってまいります。 

こちらのほうも、三門に上がるのには別で有料になってございます

ので、三門のみ料金を支払っていただいてお上がりいただくことも

可能でございます。 

この山内（さんない）のほうは比較的無料でお入りいただけるところ

が多ございますが、方丈とこちらの三門、また塔頭（たっちゅう）は、

別の料金がかかるということになってございます。 

 

３５：５７ ではこちらのほうも、もみじも非常にたくさんあるとこ

ろでございます。 

苔生したなか、さらにはこのようなもみじはご想像いただけますよ

うに、秋のシーズンには非常に素晴らしく、これを愛でにとお越しに

なられる方が多いところでございますが、桜の時期にも多いところ

でございます。 

 

実はこの「南禅寺」から「銀閣寺（ぎんかくじ）」の方面に連絡をし



 

ていく琵琶湖疎水沿いの道が、「哲学の道（てつがくのみち）」になっ

ています。 

その哲学の道なのですが、哲学者「西田幾多郎（にしだきたろう）」

さんがですね、思いにふけりながらその道を歩かれたとか、そんなお

話が残ってございますので、こちらのほうをぷらぷらと、桜の時期、

紅葉の時期にお越しいただく方も多いということでございました。 

 

後ろの山が禅林寺山（ぜんりんじやま）と申し上げますが、「禅林寺

殿」と呼ばれたところの範囲は非常に広く、現在もみじの「永観堂（え

いかんどう）」は、「みかえりの阿弥陀（あみだ）」ということで知ら

れておりまして、「永観堂」というお名前のほうが、通りがよろしい

ようでございますが、永久の「永」に観光の「観」と書きまして、「永

観堂」という名前なのですけれども、上人（しょうにん）の名前は、

永観（ようかん）と読みますので、阿弥陀様が「永観（ようかん）、

おそし」とくるっと振り返ったという逸話が残るところとなってご

ざいました。 

 

３７：２８ では、三門をくぐりまして、今度は正面「法堂（はっと

う）」でございます。 

「法堂」は、本堂（ほんどう）と同じということになりますので、こ

ちらにご本尊（ほんぞん）様が安置をされているということになるの

です。 

 

南禅寺のホームページなどでも紹介をされてございますが、ご本尊

様は「釈迦牟尼仏（しゃかむにぶつ）」とされておりますので、「釈迦

如来（しゃかにょらい）」様ということでございますね。 

仏教の大本となられるお釈迦様でいらっしゃるわけでございますの



 

で、そちらの方をお祀（まつ）りするということにとなってまいりま

した。 

 

さて、こちらの法堂なのですが、禅寺（ぜんでら）のお寺さんでよく

見られます、「花頭窓（かとうまど）」などと呼ばれる、ちょっと釣鐘

（つりがね）のような形の窓なども特徴でございます。 

またこちらのほうは、金網の部分と抜けて見ていただける木組みの

部分のところから見ていただけるのですが、「今尾景年（いまおけい

ねん）」という方がお描きになられました、天井の龍の絵で知られる

ところでございます。 

こちらのほうは、天井絵ですのでね、外から見るときにはちょっとし

ゃがみこんで上をのぞいていただくということになるのですが、い

ろいろなところに龍の絵が描かれているところが多ございます。 

 

その龍ということで申し上げましたら、「天龍寺（てんりゅうじ）」さ

んでございましたりとか、また「妙心寺（みょうしんじ）」さんなど

ですね、天井の龍の絵で知られるところが多いです。 

ときには八方睨み（はっぽうにらみ）であったりとかということにな

りますが、なぜそもそも龍の絵なのか、これはやはり龍神様（りゅう

じんさま）、龍というのはもちろん幻の生き物ということになるので

すけれど、水と非常にご縁がございますので、火事よけ、火よけとい

うことでございまして、こちらのほうの龍の絵が描かれているとい

うことでございます。 

 

３９：３１ では、正面は「方丈」でございます。 

「方丈」は、こちらのほうはまた有料になっていますので、お庭やま

た中の建物のほうを見ていただくのには、そのまままっすぐ行って



 

いただいて、方丈のほうにと行っていただくということになります。 

 

庭園がございまして、大小の方丈がありますが、「虎の子渡し（とら

のこわたし）」という名前でも知られますようなお庭なのですけれど

も、虎の子渡しと聞きましたら、龍安寺（りょうあんじ）さんもそち

らのほうで知られておりますが、石の配置によりまして、親虎（おや

とら）が子虎（ことら）を連れて渡っている姿などに見立てられてい

るということでございます。 

 

４０：１８ では、少し静かなところにと進めてまいりましたが、見

えてまいりました、煉瓦造りの建物、「琵琶湖疎水 水路閣（びわこそ

すい すいろかく）」でございます。 

こちらのほうは、一般的によくドラマなどでご覧いただくことが多

いのではないでしょうか。 

割とこちらのほうなど行っていただくと、なんとか京都殺人事件と

かいうドラマでですね、ここで犯人が打ち明けるとか、そのようなこ

となどもなされているところでございます。 

 

こちらが明治２１年、１８８８年に完成をみたものでございました。 

音が聞こえているかもしれませんが、現在も使われていますので、こ

ちらの上に水が流れています。 

この水は、おとなり滋賀県、日本の最も大きな湖、滋賀県の６分の１

の面積を占める「琵琶湖」から引き入れているお水ということになり

ます。 

 

４１：２７ このお水を引き入れるという構想を練られましたのは、

まず明治２年に、東京のほうに都が移りました。 



 

そのようなことがありましたら、当然ながらそこに住んでいた方々

は、人口が減られたりとか、また産業が落ち込んでいたりというよう

なことがございますので、これを何とかしよう、盛り上げようという

ようなことになります。 

 

三代目となりました京都府の知事「北垣国道（きたがきくにみち）」

公によりまして、琵琶湖の豊かなお水を京都に引き入れ、そしてさら

には、こちらのほうから宇治川（うじがわ）に結んでいく船の道、船

運を作ることを目的といたしました。 

そちらのほうの疎水をつくるにあたりまして、多くの方々にご協力

を仰いでおります。 

 

まずですが、ご研究をなさいますのにですね、視察をせねばなりませ

ん。 

福島の安積疎水（あさかそすい）というものがございますよね、そち

らのほうに行かれたそうでございます。 

そしてご見学をなさいまして、これをベースにいたしました。 

 

さらに、滋賀県の県庁所在地大津から、京都市のこちらの方面、蹴上

（けあげ）のあたりまでつなげていく調査をなさったり、そしてこの

疎水自体の計画・設計をされるということでございました。 

 

設計をなさいましたのは、現在の東大の工学部を出られたばかりの、

非常にお若い青年技師ということになるのですけれども、「田邉朔郎

（たなべさくろう）」さんという方でございます。 

この方によりまして、この設計がなされました。 

 



 

ちょっと今は封鎖をされていますので、（本来は）鐘楼（しょうろう）

近くのところで、割と近くまで行っていただくことができるのです

がね。 

後ろにも鐘楼があるのですけれども、本来ならばこのフェンスを越

えていただいて、疎水をまたいでいただくことができるというとこ

ろになってございました。 

 

４３：３６ さて、そんな田邉朔郎さん、この方もいろいろと視察に

行かれました。 

アメリカのコロラド州のほうまで行かれましてですね、水力発電と

いうヒントを得ることになりました。 

そしてこちらのヒントで、水力発電につなげるということになった

のです。 

 

水を落差で一気に落とすことによって、推力にとつなげ、また市電な

どが走りました大本の京電という、路面電車が走るきっかけになり

ました。 

これを中心にいたしまして、また多くの産業が生まれることとなり、

意気消沈しておりました京都の方々が再び力を得たといったところ

でございます。 

 

明治１８年頃に着工、そしておよそ５年ぐらいで完成をみたという

ことになるのですが、それが第一疎水（だいいちそすい）です。 

さらに２０年ぐらい経ちましてですね、第二疎水というものも作ら

れました。 

 

４４：３７ また、実はこちらに分かれております「水路閣」の水は、



 

疎水分流、疎水分線ですね、といったように申し上げまして、ずっと

北のほうになるのですが、松ヶ崎（まつがさき）と呼ばれるところ、

こちらのほうの浄水場のほうを経てまいりまして、さらには北山の、

西山のほうに向けてまいりまして流れる流れということでございま

すので、本線の疎水とはまた違って、向きを北に進めていくというよ

うな疎水の道になっています。 

 

そのような水を感じていただきながら、そして先ほどのように苔生

した空間など、あわせてお楽しみいただけるところとなっておりま

す。 

亀山上皇（かめやまじょうこう）のお住まいになられました元々のそ

のような離宮が、このような禅寺と改められましたのが、１２９１年

のこととなってまいりました。 

こちらは今でも多くの方がお足を運んでいただける場所となってお

ります。 

 

それぞれにご興味があろうかと思いますので、いろいろなところを

ピックアップしていただいて、お楽しみいただくのもよろしいかと

思います。 

ぜひいろいろな四季、変えていただきまして、お訪ねいただきたいと

思います。ありがとうございました。 


