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京都嵐山①  嵐山～野々宮神社 

 

０：００ みなさん、こんにちは。てれんぽの井上ゆき子です。 

今日私は、嵐山にやってきております。”秋の嵐山”ということで、私

の背景に見える山が非常にきれいな錦を彩っているわけですけれど

も、手前に見えますのが、有名な渡月橋（とげつきょう）です。 

下に流れるのは、大堰川（おおいがわ）。川の流れ、聞こえますでし

ょうかね。今日は水量もとてもいい感じで流れております。 

 

私のこのあたりのお気に入りスポットをいくつかご紹介したいと思

います。 

後ろの屋根、お寺の屋根がちょっと見えるかと思うんですけれども、

法輪寺（ほうりんじ）というお寺になりまして、こちらは京都の１３

歳になった子供さんですね、男女共々にお参りに行くお寺になりま

す。 

非常に静かできれいなお寺なので、もし嵐山にいらっしゃいました

ら、ぜひ行っていただきたいスポットです。 

 

今日はこちらから、動画は渡月橋の西側から天龍寺（てんりゅうじ）

の前を通って、野々宮神社（ののみやじんじゃ）、竹林（ちくりん）

で有名なエリアですね、そちらのほうまで向かいたいと思います。 

では、動画の方、始まります。 

 

１：４９ みなさま、こんにちは。さわやかな水の音をお聞きいただ

いております。 



 

こちらに見えておりますのは「大堰川（おおいがわ）」、源は桂川（か

つらがわ）となっており、丹波（たんば）を走るあたり、流れるあた

りでは「保津川（ほづがわ）」と名を変えてまいりまして、大きな堰

（せき）と書きます。 

このあたりでは大堰川（おおいがわ）と呼ばれ、こちらから先は再び

桂川となりまして、大阪湾に注ぎ込む淀川水流（よどがわすいりゅう）

のひとつの川となってございます。 

 

こちら嵐山（あらしやま）地区となっておりますが、名前の由来とな

っております嵐山は、ちょうど正面あたり、色づいておりますこちら

の山一帯を申し上げております。 

遠い昔は、「小倉山（おぐらやま）」のほうが地名として利用されてお

りましたが、現在ではお馴染み（なじみ）、このような嵐山というと

ころを地名として利用することとなってまいりました。 

一角には「岩田山（いわたやま）」と呼ばれるところもありまして、

モンキーパークなども設けられているところでございます。 

 

３：０８ さて、見えております「渡月橋（とげつきょう）」でござ

いますが、こちらの渡月橋、渡る月の橋という字を書き当てておりま

すように、元々は８３６年に架けられた橋ということで、それが起源

となってまいります。 

ただ流れが非常に速くございますので、こちらのほうはですね、その

ために再三再四流されることがあったということです。 

 

「道昌（どうしょう）」により架けられてまいりましたが、お向かい

側は「十三（じゅうさん）まいり」でお馴染みとなってございます。 

京のお子たちは、数え１３となってまいりますと、お向かい側は法輪



 

寺というお寺さんがございますが、こちらに知恵をもらいに行かれ

ます。 

この知恵は、「虚空蔵菩薩（こくうぞうぼさつ）」様がお祀（まつ）り

されておりますので、その知恵をいただくということになるのです

が、きれいに着飾っていただき、橋を渡りお参りをしてお帰りいただ

くときに、わざとご両親やお付きの方々が「何々ちゃん」と声をかけ

ます。 

その時でも振り返ってしまいましたら、もらった知恵がまた帰って

いってしまうと言われていますので、それを必死にこらえながら渡

っていただくような姿なども、美しい光景としてご覧いただけるよ

うでございます。 

 

こちらのほうの上流には、屋形船、また、ボート遊びもできるような

ところなどもありますが、保津川下り（ほづがわくだり）がちょうど

降車場所ということで、降りていただく場所にもなっております。 

亀山公園（かめやまこうえん）の周辺ですので、お歩きいただくのに

も適しているところとなってまいりました。 

 

４：４９ さて、そのような周辺を歩きながら進めていくわけでござ

いますけれど、信号は渡月橋という名前の信号になっております。 

こちらのほうは、さまざま分岐点がございます。 

遠く平安時代の歌人たちは、こちらに船を浮かべて楽しんでおられ

たわけでございますが、その周辺の名残の別荘地などが残されると

ころとなりました。 

お宮さんが多いのも、そのような貴族の方々が詣でられるために誕

生したものも多ございます。 

先ほどお通りいただきましたあたりには、「車折神社（くるまざきじ



 

んじゃ）」の頓宮（とんぐう）なども控えてございました。 

 

この道は「長辻通（ながつじどおり）」と申します。 

この道、渡月橋から向かってまいりまして、さらには JR 嵯峨野線（山

陰本線）（さがのせん・さんいんほんせん）、こちらの踏切を渡ってま

いり、さらに清滝（きよたき）方面にと連絡しているというルートで

ございます。 

その途中からは、「大覚寺（だいかくじ）」方面に分かれていく観光道

路のひとつ、「きぬかけの路（みち）」との分岐にもなってございまし

た。 

 

６：０１ この周辺は、以前は芸能人の方のショップも多いところで

ございましたが、近年では、どちらかというとキャラクターのお店も

多いのでございます。 

世界的に愛されておりますようなスヌーピーでありましたりとか、

また、日本のリラックマでございますとか、最近ではすみっコぐらし

というキャラクターもいるようですが、そのようなショップなどが

次から次にとオープンして、多くのお客様で賑わうということにと

なっているようでございます。 

 

京都のお土産物のお店も非常に多ございますので、新スポットとい

うことで設けているところもあり、そちらに初出店となるようなお

店が出たりなどということで、話題をさらうところにもなってござ

います。 

竹の店でありましたり、また、お漬物の店でありましたり、京名物の

八ツ橋（やつはし）のお店でありましたりと、様々こちらのほうには

並びますが、お食事をお召しいただけるところや、体験のお店なども



 

あるということでございます。 

 

お向かい側は、「嵐電（らんでん）」とお呼びしております、京福電車

嵐山線（けいふくでんしゃあらしやません）の通称名だったものを、

今現在は正式名称としてお使いいただいている電車、京都は四条大

宮（しじょうおおみや）を始発としてまいりまして、帷子ノ辻（かた

びらのつじ）というところで北野線と分かれてまいります。 

本線となります嵐山線の嵐山駅がこちらとなりまして、ここには足

湯も設けられています。 

ほっこりとお休みいただくお時間も取っていただけるというところ

になりました。 

京友禅（きょうゆうぜん）を利用してまいりましたポールなども立て

られておりまして、京都らしさを大いに楽しんでいただけるところ

でございます。 

 

７：５５ また、「天龍寺（てんりゅうじ）」の一部のところに、もう

すでに進めております。 

ほどなくいたしますと、まずは車の入り口となるのですが、ここを通

り越えてまいりましたら、人道の、山門の少し手前側にあるあたりを

ご覧いただくということになってまいります。 

臨済宗（りんざいしゅう）の大本山「天龍寺」、「曹源池庭園（そうげ

んちていえん）」と呼ばれるお庭も大変に有名でございます。 

方丈（ほうじょう）から眺めていただくその庭園は、「曹源一滴（そ

うげんいってき）」と呼ばれるものが、池をさらいましたときに石碑

が見つかったそうでございますので、その曹源一滴にちなんで「曹源

池（そうげんち）」と呼ばれる池の名前となり、庭園は回遊式（かい

ゆうしき）、こちらの池泉式（ちせんしき）となってまいりますが、



 

こちらのほうをぐるっと巡っていただいて、少し高台のところから

も眼下に眺めていただけるような素晴らしい庭園として、知られて

ございます。 

 

また、そちらのほうなどは、「鯉魚石（りぎょいし）」と呼ばれる、「登

竜門（とうりゅうもん）」の名の起こりともなっておりますね。 

ご存知のように、鯉がそのまま川をさかのぼっていき、そして龍に変

わるということでございまして、また龍に変わってまいりました後

は、下ってくるといったように考えられております。 

登竜門は、それが非常に狭く難しいということの言葉として使われ

てございますが、天のほうにと上がっていくさまというような意味

合いで使われております。 

 

９：４２ さてでは、こちらのほうの御門をご覧いただいております。 

亀山天皇（かめやまてんのう）の別荘のあった周辺ということでござ

いますので、こちらのほうなどは、天皇陵の石碑なども設けられてお

ります。 

そして、奥側のところに見えております大きなお屋根には「雲龍図

（うんりゅうず）」もございますので、天井の絵は龍がにらみを利か

すということになります。 

お寺さんにはこのような龍の絵が多いのですけれども、これはやは

り、龍は水に縁があり、水神様（すいじんさま）のようにもなってお

りますので、お寺さんには火災というのは大敵でございますから、火

事よけ・火よけということで、龍の図をお描きになられることが多い

ようでございます。 

 

さてそちらのほうとあわせてまいり、「達磨大師（だるまだいし）」の



 

絵などでも知られるところでございます。 

先ほどの「曹源池庭園」は、特別名勝に指定されているところでござ

います。 

方丈に腰をかけていただき、ぼうっと心を無にしてお考えいただき

ながら、何かに思いを寄せながら楽しんでいただくのもよし、ご自身

の足で歩いていただきながら、上から眺めていただくもよしといっ

たところでございます。 

 

１１：０３ また、こちらのほうにお入りいただくと、後醍醐天皇（ご

だいごてんのう）の陵なども設けられております。 

と申し上げますのも、そもそもこのお寺さんが作られたきっかけ、

元々、その先に申し上げましたような別荘地になっているようなと

ころなのですが、ここ足利尊氏（あしかがたかうじ）が後醍醐天皇の

ために改められまして、お寺となさったところでございます。 

 

後醍醐天皇とは志を分けることとなりました。 

元々は朝廷を盛り上げる、またそれによりまして、いい政治が行われ

ると信じていたのですが、残念ながら「建武の新政（けんむのしんせ

い）」のうちには、うまく立ち行かなかったようでございます。 

考えが分かれてしまったことにより敵に分かれましたが、後醍醐天

皇の冥福を祈るためにお寺を建て、またこちらのほうでは、船を利用

してまいりましての船賃を稼ぐことによりまして、周辺を整備した

といったようなことでも知られるところとなっております。 

 

１２：１７ そのような天龍寺を後にしてまいりまして、私たちはこ

の先、竹林の小径（ちくりんのこみち）のほうに進めることになりま

す。 



 

この周辺ですが、「臨川寺（りんせんじ）」さんなどを始めといたしま

して、塔頭（たっちゅう）なども多くございます。 

ただ塔頭は非公開にしているところも多ございますので、春や秋の

特別公開の時期しかお入りいただけないということもあるようでご

ざいます。 

 

その時期にお訪ねいただきますと、普段は見ていただけないような

ものを見ていただけるのですが、天龍寺さんのお隣にございます「宝

厳院（ほうごんいん）」さんなどは、紅葉のシーズンはオープンして

おりまして、こちらも「獅子吼の庭（ししくのにわ）」というお庭が

ございますので、花などを愛でていただくのともまたちょっと違っ

た雰囲気ではございますが、紅葉を大いに楽しんでいただけるとこ

ろとなります。 

 

１３：１９ では、こちらから長辻通（ながつじどおり）とお別れを

してまいります。 

「竹林の小径」ということでございますが、お入りいただきますと、

少し進んだ先、私たちが通ります人道とあわせてまいりまして、人力

車が通るような道になっております。 

この周辺、人力車も通っています。 

人力車のほうでくぐっていただきますと、このあたりの雰囲気を一

層楽しんでいただけるかなといったところでございます。 

 

竹林自体は西山に多ございますが、これも元々の由来というのは、古

くの豪族たちのお墓に由来をしています。 

と申し上げますのが、この周辺、元々は「かどの」というのを「葛野

（かずの）」とお呼びしたりなどしておりました。 



 

「葛野井宮（かずのいぐう）」と呼ばれるような宮があったなどとも

されておりますが、もう今から１８００年ぐらい前のことになるの

だそうでございます。 

 

１４：２６ さて、そんな方々が勢力を握っておりましたが、それよ

り以前から人々の住まいがあり、権力を握っていた方の豪族のお墓

が崩れないように竹を植えられたとされておりますので、特に西山

周辺は竹が多く、タケノコなども「西山筍（にしやまたけのこ）」と

して知られております。 

 

では、立入禁止の看板なども上がっておりますが、こちら柴垣（しば

がき）に囲まれてまいりましたところ、そしてその垣根（かきね）の

上のところには竹林が広がってございます。 

この中を人力車などでお通りいただくと、一層趣があるということ

でございまして、人気のスポットにもなっております。 

そしてこの道、所々に灯りを灯す灯路（とうろ）の準備が始まってい

ます。 

「嵐山花灯路（あらしやまはなとうろ）」が毎年１２月に行われてお

りまして、東山（ひがしやま）のほうでは３月に行われますが、この

灯りにより、より一層とこの雰囲気を楽しんでいただけるようにな

っております。 

 

今の時間帯も大いに楽しくお時間をお過ごしいただけるのですが、

夜のひととき、ライトアップをされている中でお過ごしいただくと、

当時の貴族たちが、今のような現代のように灯りがない頃に、月明か

りでありましたり、牛車の方がお持ちになられますような灯りを、か

がり火などをご利用なさって歩いていらっしゃるような、そんなイ



 

メージでタイムトリップしたような感じでお楽しみいただけるかな

といったところです。 

 

１６：０９ さて、竹の種類などは「孟宗竹（もうそうちく）」など

も多いところとなっておりました。 

いろいろな竹の種類がありますが、竹のほうも下でつながっている

形になりますので、竹も最後は花を咲かせるということなのですが、

花を見ますと、その竹がもうまるごと最期を迎えるということにな

ってしまうのだそうです。 

１０本、２０本の単位ではなく、ほとんどが一気に枯れてしまうとい

うことになりますので、そのような竹はできれば、最期を迎えるよう

な時期には見たくないところではあるのですけれども、周辺の整備

ということにとなっておりました。 

 

そして、そのような竹林の小径を歩いていますが、竹林の小径は、今

私たちが歩いている範囲のところと、この後の分岐のところがあり

ます。 

分岐の道からは、左に取ってまいりますと、天龍寺の北門を通り越え、

さらに「大河内傳次郎（おおこうちでんじろう）」の別荘となってお

ります大河内山荘方面、また、亀山公園のほうに通ずるルートになっ

てございます。 

 

１７：２６ そして、ちょうど今電車が通っていた音がいたしました、

踏切に近いところとなっております。 

「野々宮神社（ののみやじんじゃ）」まで歩いてまいりましたが、こ

ちらは源氏物語（げんじものがたり）、賢木（さかき）などでも知ら

れる場所となってございます。 



 

野宮大神（ののみやおおかみ）というのは、「天照皇大神（あまてら

すおおみかみ）」となってまいりました。 

 

学問の神、縁結びの神といったようにも記されておりますが、ここの

特徴は鳥居でございます。 

「黒木の鳥居（くろぎのとりい）」といったように申し上げますよう

に、通常魔除けを兼ねて赤く色を塗られているものが多いのですが、

こちらはそのままにお使いいただいているものです。 

クヌギを使ってということでございますが、お入りいただきますと

境内（けいだい）巡っていただく範囲は非常に短いのですけれども、

こちら源氏物語の中に出てきますように、「潔斎（けっさい）」をする

場となっておりました。 

 

「斎宮（さいぐう／いつきのみや）」は、本来現世と別れるために身

を清める場所ということになるのですが、こちらのほうで現世と離

れているところ、娘さんがその斎宮（さいぐう／いつきのみや）とな

られることになりまして、「六条御息所（ろくじょうみやすどころ）」、

お母様がご一緒にこちらのほうでお過ごしになっているところに光

源氏（ひかるげんじ）がお越しになるのですが、再会することは許さ

れなかったといったようなシーンでも知られています。 

こちらのほうの有名どころでもございますけれども、縁結び・学問と

いうことで、修学旅行でお越しいただく学生さんなども、多くお足を

運んでいただくところとなっております。 

 

１９：１６ そして、この先が踏切となっていますけれども、JR 嵯

峨野線（山陰本線）（さがのせん・さんいんほんせん）とお呼びし、

またトロッコ列車などもこちらのほうに通っておりますので、その



 

踏切ということになります。 

先ほどは JR が通っていきましたが、観光の列車でございますトロッ

コ列車は、観光の時間に合わせて行き来をするのですが、嵯峨駅（さ

がえき）と呼ばれるところが始点となってまいります。 

そして、この先に嵐山駅がございまして、さらにその先、保津峡（ほ

づきょう）などの近くを通り、保津川下りをしている船の姿を見てい

ただきながら、そして亀岡のほうまで向かうということになってま

いります。 

 

ちょうどそのトンネルにお入りいただく手前に駅舎が設けられてお

ります。 

あちらがトロッコの嵐山駅ということになりますので、下のほうか

ら上の階段を上がっていただいて、ようやくお出いただくという駅

になるのですけれども、その上がっていただいた奥側、今正面に見え

ております左側のあたりが、大河内山荘（おおこうちさんそう）とな

っており、大河内山荘は、大きくお庭を巡っていただき、最後にお茶

をいただいてひとときをお過ごしいただくところとなります。 

拝観料が１,０００円ということではあるのですが、大河内傳次郎が

が３４歳から約３０年ということで、６４歳までこちらのほうを整

えてまいりました素晴らしい庭園ということでございます。 

 

そのようなところと竹林がまた幾筋か分かれておりますので、渡っ

た先のほうから左に行っていただきましても、竹林を楽しんでいた

だくことができる場所となってございます。 

このような嵐山から嵯峨野（さがの）に行くまでの道中を楽しんでい

ただきました。ありがとうございました。 


