
2022-12-10 

奈良・京都～紅葉巡り～その１ 奈良 

山本雅晴 

コロナ禍の拡大が懸念されているが、今春の京都・奈良桜巡りに続いて敢えて紅葉巡りをすることにした。当

初は 3 泊 4 日の京都のみにする予定だったが、出発予定の 1 週間前に 2 週間天気予報を見たら予定の 3 日前から

好天が続くとのことで急遽前の 3 日間を奈良行きに追加した。めぼしい奈良のホテルや旅館はすでに満杯で、奈

良の 3 泊はやむなく高いマリオットホテルを予約した。8 泊 9 日で全般に好天に恵まれ、夫婦で 160 才にはやや

厳しい行程の日もあったが十分紅葉を満喫できた。その行程と主な訪問地について簡単にまとめてみました。 

１． 日程と訪問地 

 1 日目：11 月 17 日(木)：船橋発 6：07→東京発 7：03→京都着 9：37、近鉄京都発 9：46→大和西大寺着 10：30 

    11 時にホテルにチェック・インした後、近鉄奈良駅のインフォメーション・センターに立ち寄り地図・

観光情報を入手した。奈良公園→春日大社周辺→東大寺周辺を散策し紅葉の状況を観察し→17：30 ホテ

ルへ。穏やかな晴天でイチョウやもみじを楽しめた。市中のもみじの紅葉にはまだやや早い。 

    歩行数：20,000 歩、約 10ｋｍ 

2 日目：11 月 18 日(金)：今回の奈良でのハイライト、山の辺の道の半分（柳本～三輪）、桜井(バス)→談山神社 

    JR 奈良駅 8：38→柳本 9：00 →長岳寺(入場・拝観)→崇神天皇陵→景行天皇陵→檜原神社→狭井神社→

大神神社(入場・参拝)12：15、昼食後、三輪駅→桜井駅からバス 14：00 →談山神社 14:30 ～ 16:30 →

桜井 17:36 →奈良駅 18:00 → ホテル 18:30 

       快晴で温暖、初めてのコースで道しるべのあいまいな所もあり道に迷うところもあったが、長岳寺の紅

葉や古代の遺跡にロマンを感じつつ楽しく散策できた。大神神社は日本最古の神社の一つといわれその

境内を訪れ参拝し、近鉄沿線からも大きな黒い一の鳥居が以前から気になっていたが、その間近に行っ

て確認した。JR 線の日中は 1 本/時間で三輪→桜井へ、新緑・桜の季節には 2016 年に訪問しているが、

紅葉の談山神社に行くことは長年の念願であった。当初は 17：30 からのライト・アップも見ることにし

ていたが、疲れ・冷え込みと足元も暗く安全性が心配されたので残念ながらギブ・アップした。 

    歩行数：33,000 歩、約 16ｋｍ 

3 日目：11 月 19 日(土)：急遽正暦寺の紅葉を見に行くことにした。午後は二月堂、吉城園と近辺の散策。 

   JR 奈良駅バス停から臨時便があることをインフォメーションで確認した。今春には定期観光便で正暦

寺・弘仁寺を巡る 3 時間くらいの観光をしたが、その際は大型バス・ガイド付きにたった私 1 人だけ

で、大いに恐縮した。正暦寺は奈良の中心からはやや遠く、公共の交通機関では行きにくい。しかし 

    もみじは新緑・紅葉ともに有名で人気があるところらしい。私がこのお寺を知ったのは NHK の音楽番

組で、「イーヴォ・ポゴレリチ(クロアチア人)のピアノ演奏」がこの寺の福寿院客殿で録画された。 

   JR 奈良駅バス停 10 時→正暦寺 10:30 ~ 12:45 拝観・庭園などでもみじ見学。→ 近鉄奈良駅 昼食 

   → 二月堂 → 東大寺・鏡池 → 吉城園 → 入江泰吉記念館 → 転害門 → イタリアン・レストランで夕 

食 → ホテルへ ：今日も天候に恵まれ、歩行数：23,000 歩、約 11.5 km 

   正暦寺のもみじは見ごろだったが、観光客が多くまたもみじのビューポイントである福寿院の内から 

写真撮影が禁止されていて、せっかく 1.6 kg もある一眼レフを持って行ったのでやや不満！ 

二月堂からの眺めもよかったが、吉城園の庭園の紅葉や入場者が少ない静かな雰囲気は抜群！ここは奈良 

市が管理し、高齢者は無料でお薦めの場所です。私は春・秋で 4 回訪問。隣接の依水園も若草山を借景と 

する新緑・紅葉ともに良い所で一見に値するが今までに 3 回訪れているので今回は割愛した。 

有名な写真家の入江泰吉氏の旧居でここも 3～4 年前に訪れ良い印象があったので再度訪れ邸内と庭を見 

学した。奈良市が管理し無料で、ボランティアの人たちが丁寧に説明してくれ好感がもてた。 



奈良では夕食はあまり見映えのしない駅弁で我慢したが、最後の日は以前に 2～3 回利用したことのあ 

る、こぢんまりとしたリストランテの予約が取れたのでイタリアンを味わった。 

 4 日目：11 月 20 日(日)：天気予報は曇り～小雨、奈良のホテルを 10：30 にチェック・アウト。京都への移 

動日であるが、そこでのチェック・インは 15 時なので、ホテル近辺の観光地を廻ることにした。 

   ホテル 10:30 → 法華寺(入場・拝観) 11~11:30 → 平城宮跡(東院庭園・荻の原・朱雀門) /昼食 12~14  

→ ホテル → 大和西大寺駅 15:18 → 京都駅 16:05 → 枳殻邸別館にチェック・イン 17:00 

      日照は少なかったが、雨は降らなかった。法華寺は庭園の植物は冬枯れであまり見るものはなかった。 

   平城宮跡は 10 年ほど前の奈良遷都 1300 年の博覧会で第 1 大極殿などは見たことがあるが、その後の 

状況は把握していなかったのでよくわかった。また、近鉄電車から見えるススキの原が気になっていた 

が、これは“荻“でイネ科ススキ属とのこと、この中を探索できる”荻の美術館“が設置され通り抜けた。 

歩行数：15,000 歩、約 7.5 km 

奈良での 4 日間天候にも恵まれ、初見の場所もいろいろ楽しめ意義深い楽しい日々であった。 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      写真１ 東大寺・鏡池                  写真 2 東大寺・大仏池 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 山の辺の道・柳本駅から 15 分の長岳寺 

                                

  

 

 

 

 

 

 

 

写真４ 大神神社一の鳥居と三輪山            写真 5 談山神社の国宝十三重塔 
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奈良・京都～紅葉巡り～その２ 京都・大阪 

山本雅晴 

 京都・大阪は長くなるのでこのレポートでは行程と写真は僅かにとどめます。 

 

5 日目：11 月 21 日(月)：朝はやや雲が多かったが大原に早めに出かけることにした。その後府立植物園へ。 

  ホテル → 京都駅(バス) 8:07 → 大原バス停 9:15 → 寂光院(入場・拝観) 9:30~10:30 → 宝泉院・勝林 

院 (入場・拝観) 10:50~11:40 → 三千院(入場・拝観) 11:45~13:30 昼食 → 大原バス停 14:30 →国際 

会館駅 (地下鉄) → 北山駅(地下鉄)  → 陶器美術館(入場・15 分) → 府立植物園(入場) 16~18 → 北山 

駅 (地下鉄)→ 京都駅 18:30     歩行数：22,000 、約 11km 

    朝は曇っていたが観光地に着くころには晴れてきて紅葉狩り日和になった。昨日の日曜日は大原は大混だ 

ったとのこと、今日は月曜日で朝早かったので、あまり混雑なく紅葉も最高の状態で見れた。三千院には 

春・秋に数回訪れているが混んでいなければ何回来ても良い所である。宝泉院・勝林院は今回初めてだっ 

たが、宝泉院は抹茶のサービスもあり、こぢんまりとした庭園だがよく整備され紅葉も良かった。日テレ 

ビの「ぶらぶら美術館」でも放映されたことがあるせいか？ 外国人も目立った。 

   府立植物園は私のお薦めの場所です。春の桜、秋のもみじいずれの場合も広々としていて混雑しない。 

  また、ライト・アップもあり、駅からの地下鉄によるアクセスもよく、しかも 65 才以上は無料です。今 

年の春も日中～ライト・アップと 2 度も訪れた。紅葉のライト・アップを見るのは今回が初めてです。夕 

方～日没～夜のライト・アップと温室の植物も堪能できました。 

6 日目：11 月 22 日(火)：今日は朝から天気がよいので、仁和寺、竜安寺を訪れ、時間がゆるすなら、初めて 

の訪問地でやや遠く不安なところもあるが山科の毘沙門堂門跡を訪れたい！ 

  ホテル → 京都駅(バス) 9:00 → 仁和寺 (入場・拝観) 9:40~11:30 → 竜安寺(入場・拝観) 11:40~13:20 → 

バスで京都市役所 (地下鉄・東西線) → 山科駅 15 時頃 → 毘沙門堂門跡 15:30~16:50 → JR 山科駅 → JR 

京都駅 17:40 → ホテル 18 時頃   歩行数：19,000 歩、約 9.5 km 

仁和寺は 3～4 回来たことがあるが、春のさくらの満開時に来たのは今年が初めてだった。今回は紅葉を 

楽しむために訪れた。寺宝展は以前にも見ているので紅葉をじっくり見ることにした。御殿内の見学ルー 

トに沿って庭を見ながら一通り見学した。宸殿内の一室で去年・今年と藤井聡太との竜王戦が戦われ、そ 

の写真も展示されていた。金堂や五重塔とその周辺のもみじを写真に収めた。 

   竜安寺も春・秋に数回来ているが、何度来ても見飽きない魅力がある。今回も紅葉が見ごろでかなりの観

光客がいた。石庭のある方丈広間の襖に元総理の細川護熙の龍を描いた水墨画が披露されていた。なかな

か見映えのする襖絵だった。40 面の襖絵を来春までに仕上げるとのこと。石庭と紅葉との組み合わせで写

真を数枚撮った。庭の鏡容池の周りをゆっくり散策しながら景色を楽しんだ。近辺の茶屋で軽い昼食を済

ませ次の目的地に向かった。竜安寺から市役所までのバスは大いに混みあい時間もかかった。 

   毘沙門堂門跡：京都地下鉄・東西線の山科駅で降りるのは初めてで、毘沙門堂門跡までは何度か人にきき

ながら到達した。薄曇りで夕方になっていたのでもみじもややくすんでいたが、急な石段を登りながら沿

道と階段に敷き詰められた落ち葉を見ながら謂われある古刹の仁王門・本殿・霊殿・宸殿・晩翠園を廻っ

た。紅葉見ごろのもみじは風情を感じたが、前庭にある枝垂れ桜の大木が目につき桜の季節にも訪れてみ

たいという誘惑にかられた。うす暗くなった山科駅への帰り道を急いだ。 

  7 日目：11 月 23 日(水)：今日は曇り～雨という予報で、ホテルのチェック・アウトと移動日である。あいに

く小雨も降り始めた。京都駅のグランヴィア・ホテルまで数百メートルあり荷物を持ちながら移動した。

そこで荷物を預け、JR 山陰線で嵯峨嵐山駅まで行きそこから初めて訪れる清凉寺に行く。雨がひどくなれ

ば嵐山の美術館に行く予定にした。 



   ホテルのチェック・アウト 10 時 → ホテル・グランヴィア京都 → JR 京都駅(山陰線) → 嵯峨嵐山駅  

      10:50 → 清凉寺 (入場・拝観) 11:20~13:20 → 福田美術館(入館・昼食) 14:10~16:30 → 嵯峨嵐山駅 →  

      京都駅 17:30    歩行数：15,000 約 7.5km        

夕食：イタリアン・レストラン(サルヴァトール・クオモ予約) 18:15~20:30 

      今回の旅行で初めて雨に見舞われた、しかも予報より激しく遅くまで降った。祝日のためこの雨の中でも

嵐山の周辺は異常な人出で車道の半分は人が歩く道となっていた。食べ物屋も行列ができていた。当初か

ら雨が降る場合は美術館に行く予定にしていたので、何とかしのげた。 

   清凉寺：テレビでは見たことがある有名なお寺だが訪れるのは初めてである。山門(仁王門) → 本堂 (釈

迦堂) → 霊宝館 → 庭園 と見て回った。本堂の「釈迦如来立像」は国宝で像内に絹製の五臓六腑や造立

の記録や膨大な品々が納められそれらは国宝の「阿弥陀如来座像」や「観音菩薩坐像」などの両脇侍坐像

と共に霊宝館に展示されていた。著名な国宝を有するお寺だが、なぜか入場・拝観する人はまばらだっ

た。本堂から裏の回廊を廻り方丈・枯山水庭園・弁天堂・放生池・鐘楼など紅葉もあちこちに見られた。 

   福田美術館：確か 2～3 年前に開館し、日テレの「ぶらぶら美術館」番組でも放映されたことがある。江

戸時代から近代の日本画家の作品のコレクションを所蔵している。今回の展示は「芭蕉と蕪村と若冲」で

あった。若冲は大作ではないが個人所蔵の作品も含めて 20 点くらい展示されていた。私の未見の作品もか

なりあった。蕪村の作品は屏風絵の大作もありかなり充実していた。芭蕉の「野ざらし紀行図巻」は新し

く発見され福田美術館が所蔵した作品の特別展示とのこと。また、芭蕉の「奥の細道」を題材にした小野

竹喬の習作なども展示されていた。内容的にも展示方法も満足のいく内容だった。また、日本画の展覧会

でかつ私立の美術館としては珍しくフラッシュなしなら写真撮影が可能だった。 

   桂川に面し、やや高台にあり段差を付けた池がある。嵐山の山々が間近に見える瀟洒な美術館で好印象。

鑑賞の前にやっと遅めの軽い昼食をこの美術館のカフェでとった。 

8 日目：11 月 24 日(木)：今日は昨日と打って変わって快晴、最後の宿泊地の大阪への移動日だがホテルに荷物

を預けて早めに高山寺・西明寺・神護寺に出かけることにした。ここも春・秋に 3～4 回来ているが今回が

最後のつもりで敢えて行くことにした！ 

   京都駅前 JR バス停 7:50 → 高山寺 (入場・拝観) 9:00 ~ 10:20 → 西明寺 (入場・拝観)10:40~11:30 →  

神護寺 (入場・拝観) 12:00～13:50 → 神護寺前バス停 14:20 → 京都駅 15:30 → 大阪駅 16:20 → ホテ

ル・グランヴィア大阪チェック・イン 16:50       歩行数：13,000 歩、約 6.5 km 

高山寺：栂ノ尾のバス停は栂尾山高山寺の裏参道側なのでそこから山門・書院・石水院へ登って行った。

前日の雨に洗われ朝日に映える紅葉は一段と輝いて見えた。団体のツアー客を乗せた 2台のバスより一足

早く着いたので、国宝の石水院に入場・拝観した時は 3～4人しかいなく、朝日を浴びながら静かに鑑賞で

きた。ここには国宝 7件、重要文化財 50件あると記載されているが建物以外の実物は展示されていない。 

複写の「明恵上人樹上坐禅像」を見ていたら、50～60人の団体客が押し寄せてきたので、早々に石水院か

ら外の庭に出た。日本最初の茶園・開山堂・仏足石・金堂と廻り表参道を経て西明寺に向かった。 

西明寺：槇尾山西明寺ということで境内に槇の大木があるこじんまりとしたお寺で、ここの紅葉は終わり

かけていた。山門・本堂・客殿・鐘楼などを見て、小さな庭園の名残のもみじを写真に収め早々に次の神

護寺に向かった。 

神護寺：高尾山神護寺は洛西の三尾。高雄(尾)、槇尾、栂尾を総称して呼ばれているがこの中で神護寺が 

歴史的にも規模・格式ともに最も偉大といわれている。国宝 9件、重要文化財 20件を有すると記載されて

いるが、伝源頼朝像以外はあまり見た記憶がない。また、立ち並ぶ伽藍の中の仏像の彫刻や仏像の絵など

も見たことがない。建物内は解放されていないのだろうか？ パンフレットを見ると年間数日しか拝観でき

ないようだ！ 

山門への長くて急こう配の階段は並大抵ではない、杖を頼りにゆっくりと登る人も認められる。楼門を

潜り広い境内のあちこちに木々が植えられ紅葉も綺麗だった。伽藍の外観だけを一通り見た。隋分前に来



た時に「かわらけ投げ」でかなり遠方まで投げた記憶が蘇り再度トライしたが、思うようにはいかなかっ

た。紅葉は十分楽しめたので、急な階段をゆっくりと下り、途中の茶屋で「もみじそば」なるものを食べ

た。ここいらでは“もみじ”は山菜のこと！ バス停まではかなり長い道のりで、バス本数も少なくかなり

混んでいたが京都駅に着き、大阪のホテルに無事着いた。 

   ホテル・グランヴィア大阪は初めてだが、大阪駅に直結し便利なところだ。観光シーズンの京都や奈良の

ホテルや旅館は割高のため、大阪の便利なホテルを当ってみたが正解だった。おまけに、旅行支援の枠も

利用できクーポンまでもらったので、多少贅沢な夕食にありつけた。 

 9日目：11月 25日(金)：今日が今回の旅行の最後の日だがあまりにも良い天気なのでどこかに出かけようとラ

ウンジの大阪の観光地や美術館の本を見ていたら、藤田美術館の新館開館の記事を見つけそこに行くこと

にした。 

藤田美術館：ここの以前の古い蔵を利用した美術館には数回来たことがあり、場所は元と同じらしい。環

状線の京橋から東西線に乗り換え大阪城北詰駅の出口のすぐ横にガラス張りの白亜の建物がありそれが、

今年４月にリニューアル・オープンした藤田美術館である。この美術館は明治の初期に事業を起こし財を

築いた藤田伝三郎(1841～1912)が主に蒐集した日本及び東洋の優れた陶磁器、書画や工芸品が主体で、国

宝９件、重要文化財は５０件近く所蔵する。中でも世界/日本にある３件しかない曜変天目茶碗のうち１

件を所蔵し、あちこちの美術展で展示されている。最近ではサントリー美術館(2015年)、京都国立博物館

(2017年)、奈良国立博物館(2019年)など。その他「紫式部日記」や「玄奘三蔵絵」なども有名である。こ

の美術館がリニューアル・オープンできたのは、２０１７年に所蔵品の南宋末期の画家の陳容の「六龍図

巻」や紀元前 13～11世紀に造られた青銅器などの中国美術品２９点をクリスティーズＮＹのオークション

で予想を上回る約３００億円で落札され、その資金で施設の建て替えやコレクションの充実を図ったから

である。・・・ウィキペディアにも記載。 

   今回の展示会は再開第 2回目で曜変天目茶碗は展示されていなかったが、上述の 2点の国宝の絵と「柴門

新月図」、「絹本着色両部大経感得図２幀」、「仏功徳蒔絵経箱」などの国宝５点と快慶作の「木造地蔵菩薩

立像」などの重用文化財数点が展示されていた。庭も整備され、元の藤田家の広い敷地は大阪市の公園と

して整備されここの紅葉も綺麗だった。辺りをゆっくり散策した後、大阪駅に戻り帰途に就いた。 

   大阪駅 → 新大阪駅 12:48 → 品川駅 15:35 → 船橋 16:30 

歩行数：10500 歩 約 5.5 km  

   以上、８泊９日の奈良・京都・大阪の紅葉と 2 つの美術館を巡る旅は楽しく無事に終えることができた。 

総歩行数：約１７万歩、約８５㎞ でした。 

                 

 

 

 

 

 

 

 

                 写真２ 龍安寺・方丈石庭      写真３ 高山寺・石水院 善財童子  

 

 

 

 

   写真 1 仁和寺・五重塔               


