
【京都の紅葉2022 Photo Album】 2022.11.28.

京都 市バス・路線バス共通市街地 One Day チケットで紅葉探勝風来坊

３年ぶりの京都の紅葉探勝 周囲一面を真っ赤にする紅葉を訪ねたくて
北野天満宮御土居の紅葉・高雄高山寺&神護寺の真っ赤な紅葉見物は初めて
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３年ぶりの京都の紅葉探勝 関西ではなかなか見られぬ
周囲一面を真っ赤にする紅葉を訪ねたいと

紅葉の時節 関西ではなかなか見られぬ東北の山紅葉
森全体が真っ赤に色づく東北の紅葉をいつも思い浮かべる。

３年ぶりの京都紅葉探勝
「周囲一面を真っ赤にする紅葉をながめたいと」
ふと頭に浮かんだのは学生時代よく眺めた
「 樹木に包まれた御土居の周囲一面をを真っ赤にする
京都北野天満宮北門周辺の紅葉」。

毎年定番にしてきた京都の紅葉見物は東山なのですが、
今年はぜひとも北野天満宮 御土居の紅葉を加え、
ちょっと北へ足を延ばして、紅葉で有名な高雄の里の
山腹にある高山寺&神護寺にも訪ねたい。
京都の市街地近くですが、秋の紅葉探勝を目的に出か
けたことがない。
また、京都市内路線バス共通均一運賃区間２３０円で
行けるのもうれしい。
京都共同バス均一one Day チケットを一枚入手すれば、
これ一枚で丸一日一日京都巡りをやってみたいと。
風来坊の一人旅には持ってこいの京都巡り。

天気は快晴 神戸から阪急四条大宮で下車。
京都共同バスone Day チケット(７００円)を買って
久し振りの京都紅葉探勝。
孫の受験のお願いも兼ねての北野の天神さんからスタート。
真っ赤な京都の山紅葉の風来坊
嬉しい一日になりました。

東北安達太良山 くろがね小屋周辺の紅葉

JR西日本バス・京都バス・京都市営バスの京都市街地均
一運賃区間共通のチケット
京都駅から北側 京都市街地・北山・東山の山裾周辺の
広い観光地もokに。



京都の真っ赤な紅葉 One Day 探勝Map

法然院★

★周山街道
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盛りだくさんの「京都の紅葉2022」walk記録になりましたが、
なんとかPhoto Albumにまとめることができました。
私にとっては思いで一杯の京都 久し振りの京都の紅葉
はじめて訪れた紅葉の御土居 & 高雄 高山寺・神護寺の映像記録。
私蔵版として残しておきたくて ついついページ数の大きな映像記録に
お許しください。孫の受験のお願いも兼ねて北野の天神さんからスタート。
真っ赤な京都の山紅葉の風来坊 私の好きな京都 思い入れたっぷり。
嬉しい一日になりました。
京都の紅葉の私蔵保存版としてスライド動画ほかど
れも大容量Fileになりましたがお許しください。

2022.12.1. Mutsu Nakanishi



秀吉が京都の街の改造のため、張り巡らした御土居
その都市遺構の一部が北野天満宮のの境内にそっくりそのまままま残り、
北野天満宮の紅葉園として整備保存され、
秋には真っ赤な紅葉に彩られる。
久し振りに北野天満宮の紅葉見物に

秀吉が京都の街の改造のため、張り巡らした御土居
その都市遺構の一部が北野天満宮のの境内にそっくりそのまままま残り、
北野天満宮の紅葉園として整備保存されされ、
秋には真っ赤な紅葉に彩られる。
久し振りに北野天満宮の紅葉見物に

【1】北野天満宮 御土居の紅葉 2022.11.28.【1】北野天満宮 御土居の紅葉 2022.11.28.
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史跡 御土居
御土居は天下統一を成し遂げた豊臣秀吉公
が、長い戦乱で荒れ果てた京都の都市改造
の一環として外敵の来襲に備える防塁と、
鴨川の氾濫から市街地を守る堤防として、
天正19年(1591)に多くの経費と労力を費や
して築いた土塁です。
台形の土塁と堀(堀の一部は川、池、沼

を利用)からなり、その延長は22.5kmに及
び、東は鴨川、北は鷹峯、西は紙屋川、南
は九条あたりに沿って築かれました。
土塁の内側を洛中、外側を洛外と呼び、
要所にきいわゆる七口を設け、洛外との出
入口としました。
鞍馬口、丹波口などの地名はその名残です。
京都の沿革を知るうえに、都市の発達をた
どる重要な遺跡として「史跡」に指定され
ました

北野天満宮境内もみじ苑 紙屋川沿いの御土居



北の白梅町から 東へ 北野天満宮正面 一の鳥居前
東に通り越しに比叡山が見える 2022.11.29.

この左手が北野天満宮 一の鳥居で参道が本殿へと続く。



さらに中門から本殿に入り、お参りを澄ませる 2022.11.29.

一の鳥居・二の鳥居をくぐり楼門へ



もう ちょっと遅れたかと思いましたが、北野天満宮もみじ苑御土居の紅葉は真っ盛り
真っ赤な紅葉の森を抜けたいと長いことで駆けていない北野天満宮御土居の紅葉へ
期待一杯で 本殿西横のもみじ苑入口から御土居の散策路へ



もみじ苑
入口★





北野天満宮本殿から中門をぬけ、絵馬所の前がもみじ苑入口
そこから西へ 真っ赤に紅葉した坂道を登って 御土居の上へ



直ぐ横に史跡御土居の案内板がありました 2022.11.28.





北野天満宮本殿の横から西へ もみじ苑 御土居の散策路で 2022.11.28.

真っ赤に紅葉した御土居への坂道は今が紅葉満開
平日ですが多くの人が詰め透けていました
学生時代に何度かきましたが、紅葉満開で御土居へ行くのは初めて



北野天満宮 もみじ苑 真っ赤に紅葉した御土居の上で 2022.11.28.



北野天満宮本殿の横から西へ もみじ苑 御土居の散策路で 2022.11.28.

御土居の上から眺める一面真っ赤な御土居の斜面



御土居の天端に堂々と立つ樹齢600年北野天満宮の大欅「東風（こち）」

北野天満宮本殿の横から西へ もみじ苑 御土居の散策路で 2022.11.28.



御土居の天端に堂々と立つ
樹齢600年北野天満宮の大欅「東風（こち）」



の社殿をの

北野天満宮本殿の横から西へ もみじ苑 御土居の散策路で 2022.11.28.



もみじ苑 御土居の散策路で 2022.11.28.

御土居の散策路の東側 北野天満宮の社殿を眺める 2022.11.28.



御土居の上から紙屋川が流れる谷間に降りる
この周囲の森も紅葉で真っ赤です



もみじ苑 御土居の散策路から斜面を降りて 紙屋川沿いへ 2022.11.28.



もみじ苑 御土居の下を流れる紙屋川 2022.11.28.

この神屋川は天満宮の境内をぬけると天神川に名前を変える



北野天満宮本殿がある神聖な地が御土居で
せき止められるのを防ぐ土塁の悪水抜き
御土居の縁を流れる紙屋川への水抜き



御土居の下の紙屋川にかかる鶯橋 2022.11.28.
真っ赤な紅葉と一緒にPhotoに収まる人で一杯





御土居の下の紙屋川にかかる鶯橋 2022.11.28.
真っ赤な紅葉と一緒にPhotoに収まる人たちで一杯



もみじ苑 御土居の下の紙屋川沿いの散策路で 2022.11.28.
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もみじ苑 御土居の下の紙屋川沿いの散策路で 2022.11.28.



もみじ苑 御土居の下の紙屋川沿いの散策路で 2022.11.28.



もみじ苑 御土居の下から御土居の上へ戻る 2022.11.28.



もみじ苑 御土居の上の散策路に戻って もう一度 大欅を眺めに
2022.11.28.



何度も四季折々 訪ねたことのある北野天満宮
紅葉の時も北野天満宮北門を出て北側 紙屋川の上流側から真っ赤に紅葉した御土居
の谷を眺めたことがありましたが、もみじ苑の中が、一面真っ赤に紅葉した森になってい
るとは初めて知りました。 中々関西の街中では 真っ赤な紅葉に包まれることがないの
ですが、 今年はドンピシャ。 2022.11.28.



もみじ苑から楼門の横へ出ました 2022.11.28.



もみじ苑をでたところで、
茶菓とお茶を貰って休憩 2022.11.28.



茶菓とお茶で休憩して もみじ苑を後にする 2022.11.28.
昼前に北野天満宮の紅葉見物ができたので、
北野白梅町からJRバスで高雄の紅葉を訪ねてから
毎年秋の定番 東山法然院-真如堂-黒谷の金戒光明寺をた
ずねることに・・・・。 どこで日が暮れてもOKの風来坊です。
高雄は周山街道の奥ですが、市バス・JRバス・京都バス共同
の一日乗車券周遊区間なので追加運賃いらずラッキー。
一日乗車券を目いっぱい有効に使っての京都walkです。
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京都の紅葉というと「嵐山・高雄」と称される山紅葉

【2】京都 周山街道 高雄北山杉林立の山紅葉

古刹 高山寺 &  神護寺

何度も周山街道 高雄の山郷を通った事はあるのですが、有名な高雄の里の
古刹高山寺・神護寺も含め、高雄を目的に訪れたことはなし。
北野天満宮御土居の紅葉を訪れたのを機会に思い立って高雄へ、

市内バス均一運賃区間
になった高尾地区
230円の均一料金

京都の紅葉というと「嵐山・高雄」と称される山紅葉

【2】京都 周山街道 高雄北山杉林立の山紅葉

古刹 高山寺 &  神護寺

Google Earth



北野
天満宮

福王子
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竜安寺

仁和寺高雄

栂尾 高山寺゛

神護寺

北山杉の里
中川

上賀茂 府立植物園

今宮神社

金閣寺

京都北山周山街道の山郷ですが、高雄は京都の市街地区域
市内バス均一運賃地区 ７００円の市バス・京都バス・JRバス
共同の１日チケットを買えば一日周遊チケットで乗降自由。
高雄もこの範囲内。
市内均一区間なので 視界とと同じ 均一２３０円区間です。
一日チケットを買って 今日は高雄にも足をのばそうと‥…

Google Earth
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周山街道の紅葉の名所「高雄」は京都北山への入口として
何度も通った記憶はあるのですが、国宝を有する古刹 栂尾「高山
寺」 高雄「神護寺」を訪ねた記憶なし。
嵐山から清滝川沿いを高尾へ歩いた記憶や周山街道歩きの記憶はあ
るのですが、お寺の記憶はなし。

周山街道にあるバス停から清滝川へ降りて、再度山腹を登らねばな
らず、高雄・栂尾の里 バス停から離れているので、
目的にして 訪れたことがなく、毎度パスしたくなったのだろう。
今日は紅葉見物の風来坊 お寺を訪ねることを目標に

Google Earth



高山寺 表参道 階段下から眺める金堂 2022.1128.
北山杉の木立・紅葉にうずもれて眺める高山寺 金堂

■ 北山杉の木立・紅葉にうずもれて
眺める栂ノ尾 高山寺





清滝川の崖の上 バス停のある高山寺 駐車場より少し戻って 高山寺裏参道を登る 2022.11.28.
観光Gはもう少し先の表参道から登るらしいが、グループから離れて 逆道を道を辿ることに。



高山寺裏参道 zigzagの階段道を登る 2022.11.28.



高山寺裏参道 zigzagの階段道を登りきると、山中の山腹に所持店が立ち並ぶ自域の坂道に
右手に表参道からこの寺域への道が見える 2022.11.28.



ささ

国宝の石水院や宝物収蔵庫などがある区画の横の坂道をまっすぐのぼり、開山堂へ
国宝鳥獣戯画もここに収蔵されていると思いますが、
展示は模写したものだと聞き、何度も現物見たこともあってパス
静かな山中 紅葉の山の秋景色を楽しむ 2022.11.28. 栂ノ尾高山寺で



静かな山中 紅葉の山に建物が点在する高山寺の秋景色を楽しむ
栂ノ尾高山寺 開山堂 2022.1128.



静かな山中 紅葉の山の秋景色を楽しむ 2022.11.28.
栂ノ尾高山寺 開山堂横より、登ってきた坂道の紅葉



紅葉の山に建物が点在する高山寺の秋景色を楽しむ
静かな山中すぎ木立に囲まれて さらに上方に高山寺 金堂 2022.1128.



静かな山中すぎ木立に囲まれて 高山寺 金堂 2022.1128.



金堂階段うえから眺める高山寺 表参道 2022.1128.



金堂階段下から眺める高山寺 表参道 2022.1128.



高山寺 表参道 階段下から眺める金堂 2022.1128.
北山杉の木立・紅葉にうずもれて眺める高山寺 金堂



裏参道の坂道越しに紅葉に包まれて建つ高山寺の諸寺院
一番右端に石水院が見える 2022.1128.



高山寺 国宝 石水院を眺めて表参道入口へ 2022.1128.



高山寺 表参道入口 2022.1128.



高山寺 表参道入口 2022.1128.



高山寺 表参道 清滝川沿い周山街道 2022.1128.





栂ノ尾「高山寺」から高雄「神護寺」へ清滝川に沿って歩く
栂ノ尾から高雄「神護寺」へはバスで高雄に戻ると理解していましたが、一つ手前 高雄の丘
に登る手前の神護寺前で降りて、清清滝川を歩くのが一番。この高山寺バス停から歩いてもし
れてると教えてもらった。 バス待つより、歩いて神護寺前から清滝川に降りて、川沿いの神
護寺参道を登るのがみんなのコースと。確かに高雄のバス停からだとV字の上り下りになると。
また、神護寺への登り参道はきついとも・・・・。

高山寺

神
護
寺

Google Earth



栂ノ尾「高山寺」から高雄「神護寺」へ
清滝川に沿って歩く
高山寺のバス停から崖の下を流れる清滝川
に沿って、周山街道を戻る。
錦水亭のてまえの赤い橋を渡ると高雄の里
街道はΩループの登り道で高雄の岡の頂上へ
Ωループの付け根が高雄梅ケ畑の里神護寺前バス停
里の中を清滝川に下るY分岐。
家並を抜けると狭いV字渓谷を清滝川が流れ下る
対岸に西明寺 よく知らないが観光の人たちの姿
清滝川に沿って谷間を少し下れば
赤い高尾橋 川岸に大きな料理旅館
ここが神護寺への参道口
見上げる山へ
きつい階段道が見えている

高雄梅ケ畑の里神護寺前バス停前 周山街道が高雄の丘へΩループの登り道

栂ノ尾高山寺バス停前 高雄錦水亭横

梅ケ畑の里の家並みの中の坂道を南へ下ると山合を清滝川が流れ下る狭いV字の渓谷 斉明寺前

Google Earh Street View



栂ノ尾「高山寺」から清滝川に沿って高雄「神護寺」へ 2022.11.28

西明寺周辺 清滝川の紅葉



栂ノ尾「高山寺」から清滝川に沿って高雄「神護寺」へ 2022.11.28

神護寺への参道登り口 高雄橋 清滝川の紅葉



栂ノ尾「高山寺」から清滝川に沿って高雄「神護寺」へ 2022.11.28

神護寺への参道登り口 高雄橋 清滝川の紅葉
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清滝川岸からzigzagに登る急な階段道の 神護寺参道 2022.11.28.
途中に紅葉して真っ赤な山紅葉を楽しめるに幾つか茶屋があり、ほっと一息



高雄紅葉の展覧休憩場所として有名と聞く硯石亭
高雄 神護寺参道山門下で 2022.11.28.



高雄 神護寺参道山門(楼門)前 2022.11.28.



やっとこれた!!  一度 訪ねたかった神護寺
高雄の里の中にあると思っていましたが、高雄の里とは清滝川を挟んで西側 高雄山の山腹
どんな秋景色が見られるか期待一杯で山門をくぐる
高雄 神護寺参道山門(楼門) 2022.11.28.



高尾山山腹 神護寺境内に広がる真っ赤になった山紅葉
多くの人が急な階段道を登ってくるのが良くわかる
高山寺の北山杉の中にみる山紅葉とはまた一つ違った
高雄の山紅葉の美しさ

2022.11.28.



高雄 神護寺 境内 五大堂横で2022.11.28.



高雄 神護寺境内で 紅葉越しに多宝塔 2022.11.28.



高雄山山腹 神護寺 金堂

金堂の中にはいり、見たかったご本尊薬師如来と
日光月光菩薩像・四天王・十二神将像を近くで
拝観きました。
デジカメ故障で神護寺金堂周辺のphoto 撮れず
私のイメージに近いphoto をGoogle Earth & 
internetから拝借させていただきました



一度拝観したかった神護寺と高雄の紅葉をゆっくり見られた満足感一杯で山門に戻り来た参道を下る。
午後３時前 急がねば東山で日が暮れると 2022.11.28.
夜のライトアップがあるのか まだ山を登ってくる人が大勢 高雄はやっぱり京都の街中の山中です



帰りは清滝川の元の参道入口まで戻り、高雄橋からまっすぐ高雄の丘へ登り、高雄のバス停へ
運よくすぐにバスが来て、一機に京都市街へ 北野白梅町まで戻ることができました。
市バスに乗り換えて午後3時半過ぎ東山界隈に 日暮れに間に合って毎年定番にしている京都東山紅葉を見て帰れる。
清滝川岸から川沿いを南へ 清滝川の紅葉を楽しみながら「清滝」に出で嵐山へ帰る選択肢もあったのですが、
ここから清滝まで 約１時間と教えてもらって、今回は高雄に出ることにしました。

2022.11.28. 高雄橋からまっすぐ高雄の丘へ登り、高雄のバス停へ



大文字山
火床

法然院

銀閣寺

真如堂

金戒光明寺

黒谷

銀閣寺道

神楽岡

吉田山

【3】夕闇迫る中 毎年京都の紅葉で訪れる東山界隈
法然院・真如堂・金戒光明寺

真如堂の紅葉が見たくて 駆け足で巡りました

【3】夕闇迫る中 毎年京都の紅葉で訪れる東山界隈
法然院・真如堂・金戒光明寺

真如堂の紅葉が見たくて 駆け足で巡りました

Google Earth



白川通 浄土寺でバスを降りて 東へまっすく法然院ヘ上がってゆく
夕暮れ 疎水べりの哲学の小道 もう日差しが弱い 2022.11.28.



法然院の山門前
午後４時 法然院の鐘がりはじめ、残念ながら山門の扉が閉まりなかへ入れず。
私の好きな静寂に包まれた法然院の山門前の紅葉 2022.11.28.



法然院の山門前 山門前の紅葉 2022.11.28.

やっぱり閉まりましたか・・・ 時々遅れることもあるのですが・・・と
掃除をしていた寺の人に残念がられる
すぐ横の法然院の墓地を訪ねてから 西へ白川通をクロスして
神楽岡へ上がって 真っ赤な紅葉がみられる真如堂へ



法然院の山門前
私の好きな静寂に包まれた法然院の山門前の紅葉 2022.11.28.



真っ赤な紅葉で
最近訪れる人が多くなった神楽ヶ岡 真如堂



最近訪れる人が多くなった神楽ヶ岡 真如堂の山門前 2022.11.28.

まだ 山門前には多くの人が真っ赤に紅葉をカメラに収めている

北に比叡山 東に大文字山を背に夕闇近く神楽ヶ岡を登って 真如堂へ 2022.11.28.



神楽ヶ岡 真如堂の山門前の紅葉 2022.11.28.



神楽ヶ岡 真如堂境内 本堂前 2022.11.28.

毎年 真っ赤に紅葉する真如堂の 右に三重塔



神楽ヶ岡 真如堂境内 本堂前 2022.11.28.

毎年 真っ赤に紅葉する真如堂



神楽ヶ岡 真如堂境内 本堂前 2022.11.28.

三重塔の裏手に回り込むと真っ赤な絨毯が敷き詰められたごとくに



神楽ヶ岡 真如堂境内 2022.11.28.

三重塔の裏手に回り込むと真っ赤な絨毯が敷き詰められたごとくに



神楽ヶ岡 真如堂境内 2022.11.28.

三重塔の裏手に回り込むと真っ赤な絨毯が敷き詰められたごとくに



神楽ヶ岡 真如堂山門前 2022.11.28.

ことしも真如堂の真っ赤な紅葉に出会えました



もう薄暗くなっていますが、真如堂から南西の黒谷金戒光明寺を抜けて
岡崎 丸太町通りへ降る 2022.11.28.



黒谷 金戒光明寺の山門前にでてきたときには薄暮に 2022.11.28.



京都市バス共同の市街地 one dayチケットを手に
京都の秋紅葉を訪ねて一日風来坊
またひとつ 京都の秋の楽しみ方が増えました

2022.11.28. From Kobe  Mutsu Nakanishi



黒谷金戒光明寺の石段から眺める京都夕景 左:東山清水 将軍塚 中:岡崎 右:西山

京都 四条河原町 交差点 神戸三宮 阪急ビル前

神戸にたどり着いた時にはすっかり夜に JR三宮駅前 人出が多くなり街に活気 2022.11.28.夜



３年ぶりの京都の紅葉探勝
周囲一面を真っ赤にする紅葉にも出逢えて
うれしい一日に

３年ぶりの京都紅葉探勝
「周囲一面を真っ赤にする紅葉をながめたい」と
京都路線バス市内One Dayチケット持っての
風来坊
樹木に包まれた御土居を真っ赤に色づく
御土居の紅葉
紅葉で有名な高雄の里
山腹にある高山寺&神護寺にも足を延ばせました。
京都北山がこんなに近いと感じたのも初めて。
林立する北山杉を背景に紅葉する古刹 高山寺
そして神護寺の紅葉もまた格別。
まさに”京に田舎あり”山里の美しい山紅葉。
そして 夕闇迫る中 駆け足で訪れた京都銀閣寺
界隈。 真如堂の真っ赤な紅葉も健在でした。
京都共同バス均一one Day チケット一枚を
入手すれば、一日京都巡りができる。
風来坊には持ってこいの京都巡り。

天気は快晴 神戸から阪急四条大宮で下車。
京都共同バス均一one Day チケットを買って
久し振りの京都紅葉探勝。
北野の天神さんからスタートした真っ赤な紅葉を
訪ねての京都の山紅葉風来坊
嬉しい一日になりました。



Google Earth



京都の真っ赤な紅葉 One Day 探勝Map

法然院★

★周山街道

Google Earth



【京都の紅葉2022 Photo Album】 2022.11.28.

京都 市バス・路線バス共通市街地 One Day チケットで紅葉探勝風来坊
３年ぶりの京都の紅葉探勝 周囲一面を真っ赤にする紅葉を訪ねたくて
北野天満宮御土居の紅葉・高雄高山寺&神護寺の真っ赤な紅葉見物は初めて

盛りだくさんの「京都の紅葉2022」walk記録になりましたが、
なんとかPhoto Albumにまとめることができました。
私にとっては思いで一杯の京都 久し振りの京都の紅葉
はじめて訪れた紅葉の御土居 & 高雄 高山寺・神護寺の映像記録。
私蔵版として残しておきたくて ついついページ数の大きな映像記録に
お許しください。孫の受験のお願いも兼ねて北野の天神さんからスタート。
真っ赤な京都の山紅葉の風来坊 私の好きな京都 思い入れたっぷり。
嬉しい一日になりました。
京都の紅葉の私蔵保存版としてスライド動画ほかど
れも大容量Fileになりましたがお許しください。

2022.12.1. Mutsu Nakanishi


