
東山狸谷不動院参道から眺める瓜生山
2021.3.31.

東山一乗寺狸谷不動院奥
瓜生山 山スタンプwalk

2021.3.31.早朝
京都洛北のパワースポット 狸谷不動院奥の瓜生山へ
山スタンプを取りに春山Walk



■東山 瓜生山 山スタンプwalk 一乗寺狸谷不動院奥
◎ 2021.3.31.早朝

一乗寺下り松 - 詩仙堂 - 狸谷不動院舞台 - 奥の院瓜生山へ
３６童子巡回道 - 瓜生山 - 京都東山トレイルを北白川へ下る

-北白川仕伏町バス停

３月 京都東山トレイル大文字山の山スタンプWalkで、知ったすぐ近くの「瓜生
山」山スタンプ。よく知る北白川から北へ延びる東山の尾根筋にある小さな山。
トレイルはこの瓜生山からさらに尾根筋を詰め、比叡山へ登ってゆく。
比叡山に登るにはいつもきらら坂。 この南の尾根筋を登った記憶も「瓜生山」の
記憶もない。地図をよく見ると一乗寺狸谷不動院の奥の東山にある。
近場なのでぜひ山スタンプを採取したい。家内も乗り気。
午後には神戸に帰りたいので、朝早く一乗寺から狸谷不動院から頂上へ。
奥院があると知れた瓜生山頂上で山スタンプ獲得。頂上からの下山を京都トレイル
を下って北白川へ。
狸谷不動院は義兄から何度か聞いたゆかりの寺 周辺はきつい谷筋でほかの道か

ら狸谷に入った記憶はない。 今日はじっくり不動院への道を歩いてみようと。
３月３１日早朝に一乗寺下り松から真っすぐ東山にのびる狸谷不動院の参道へ。
マスク姿ながら 春の瓜生山 山スタンプ獲得のハイキング。

心地よい2021春の京都walkができました。
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■2021年京都の桜 2021.3.30 

京都御所 & 高野川堤ほか
■瓜生山 山スタンプwalk  2021.3.31 

東山一乗寺狸谷不動院奥



各地の桜が満開になるも 関西で新型コロナが拡大する中、神戸籠りが続く。
今年も京都の桜見物できずと残念がっていた矢先にガス会社から
「下鴨のガスメーター取替の為、家に入れてほしい」との電話。
「今やったらまだ京都の桜見物できる。
気になっていた東山トレイル瓜生山の山スタンプ採取に行ける」と家内も乗り気。
御所界隈の桜見物と東山瓜生山スタンプ採取の京都マスクwalkに出かけました。

ラッキーなことに以前は春秋特別見学でしか入れなかった御所内見学もOK
また、銀閣寺から比叡山へ続く京都東山トレイルは北白川から北へ延びる東山の尾根筋か
ら比叡山の山腹を登るコース。その途中狸谷不動院奥に瓜生山がある。
学生時代からよく知るところですが、瓜生山も北白川から比叡山へ登った記憶もなし。
マスク姿ながら 暖かくなって気持ち良い春のハイキング。

心地よい2021春の京都walkができました。
. ■2021年京都の桜 京都御所 & 高野川堤ほか
◎ 2021.3.30.午前中

京都御所桜見物と御所内見学 - 同志社構内の桜-相国寺境内
- 出町 - 加茂川出町合流点 - 高野川堤の桜 - 北大路橋

■東山 瓜生山 山スタンプwalk 一乗寺狸谷不動院奥
◎ 2021.3.31.早朝

一乗寺下がり松 - 詩仙堂 - 狸谷不動院舞台 - 奥の院瓜生山へ
３６童子巡回道 - 瓜生山 - 京都東山トレイルを北白川へ下る

-北白川仕伏町バス停



■2021年京都の桜 京都御所 & 高野川堤ほか 2021.3.30.

京都御所桜見物と御所内見学 - 同志社構内の桜-相国寺境内
- 出町 - 加茂川出町合流点 - 高野川堤の桜 - 北大路橋



京都御所 & 高野川堤の桜 瓜生山 山スタンプwalk 

東山一乗寺狸谷
不動院奥瓜生山



東山狸谷不動院参道から眺める瓜生山
2021.3.31.

東山一乗寺狸谷不動院奥
瓜生山 山スタンプwalk

2021.3.31.早朝



京都の街中すぐのところに今も信仰を集めるこんなパワースポットがある。びっくりでした



瓜生山中 林の中に眠っている古い歴史の数々にも出会えました。京都低山歩きの楽しみです



狸谷不動院●

●北白川
仕伏町

▲瓜生山

●一乗寺下り松

●詩仙堂
京都トレイル

京大農学部

銀
閣
寺
道

東山 瓜生山 山スタンプwalk

一乗寺狸谷不動院奥ルート標高図

東山 瓜生山 山スタンプwalk

一乗寺狸谷不動院奥 行程概略図



●一乗寺下り松

●詩仙堂

狸谷不動院●
本堂舞台

●狸谷不動院
祈祷殿・車祈祷所

▲瓜生山
狸谷不動院奥院

京都トレイル
北白川へ

三六童子巡回道

狸谷不動院入口●

八大神社●圓光寺 出発は宮本武蔵と吉岡兄弟の決闘の場とし
てよく知られる一乗寺下り松。
ここから集落の中の坂道を東へまっすぐ登
つて詩仙堂から奥へ入れば、狸谷不動院(不
動尊)。狸谷不動院の参道である。
東山の山裾一乗寺周辺は夕日を眺める絶好
の場所で、学生時代四季折々よく歩いた散
歩道。でも奥への狸谷の道はもう何十年も
歩いたことがない。
久しぶりの狸谷不動院。そして 瓜生山へ
登って北白川へ下る

東山 瓜生山 山スタンプwalk

一乗寺下り松から瓜生山へ



2021.3.31.



出発は宮本武蔵と吉岡兄弟の決闘の場としてよく知られる一乗寺下り松の十字路
正面の坂道が集落内を抜けて真っすぐ東山狸谷不動院への参道道。

左右の道は東山山裾銀閣寺から曼殊院・修学院への古い道 2021.3.31.08:20



宮本武蔵と吉岡兄弟の決闘の場としてよく知られる一乗寺下り松前の十字路
奥へ登ってゆく坂道が集落内を抜けて真っすぐ東山狸谷不動院へ東山を登る参道道
左右の道は東山山裾銀閣寺から曼殊院・修学院への古い道 2021.3.31.08:20



宮本武蔵と吉岡兄弟の決闘の場としてよく知られる一乗寺下り松前
集落内を抜けて真っすぐ東山狸谷不動院参道道への坂道。 2021.3.31.



集落内を抜けて真っすぐ東山狸谷不動院への坂道 京都市内ですが京都の田舎
狭い道の両側に農家が並ぶ古くからの集落 2021.3.31.08:20

週末は観光客でこの周辺は一杯ですが、朝早く静かで昔の儘の雰囲気



坂道がきつくなって 山道にかかる山裾 詩仙堂・八大神社前 2021.3.31.08:20

集落内を東へ、坂がきつくなる角の所に詩仙堂。 朝早かったのでまだ中には入れず、
何度も訪れたことがある詩仙堂 以前はもっと開放的だったなぁと



集落内を抜けて真っすぐ東山狸谷不動院への坂道 八大神社 2021.3.31.

集落の一番神のところで八大神社を過ぎると集落は終わりに



集落を抜けて 東山狸谷不動院の寺域へ もう随分高く登っている
一乗寺下り松が標高約80mこのあたりの標高163mほど 瓜生山が標高301m 



集落内を抜けて山間へ 東山 狸谷不動院の祈祷殿の入口が見えてくる



集落内を抜けて山間 祈祷殿の山肌が南から東へ回り込む先端に出て、
狸谷の向こう側が見え、北東にのびる尾根筋 瓜生山の尾根筋が見える

これが東山 瓜生山の尾根筋か・・・・・2021.3.31. 



狸谷の向こう東山 瓜生山 狸谷不動院 祈祷殿前より 2021.3.31.
google earth street viewで確認



狸谷不動院 祈祷殿前 2021.3.31.



狸谷不動院 祈祷殿前より 登ってきた西側を振り返る 2021.3.31.



狸谷不動院 祈祷殿 2021.3.31.08:44

ここには広い駐車場があり、この先 不動院本堂まで車道は続くが
谷合野の狭い道となり、ここが一般の駐車場のようだ



狸谷不動院 祈祷殿の上より 登ってきた西側を振り返る 2021.3.31.



車道が一機に狭い視界の開けぬ狸谷を不動院本堂へさらに登る 2021.3.31.



車道が一機に狭い視界の開けぬ狸谷を不動院本堂下 2021.3.31. 8:47

ここで車道は終わり、ここから本堂まで急な階段道を延々登ってゆく
脇にたくさんの狸が奉納されている。
階段上に鳥居が見え、不動院が修験道の本山 真言宗修験道の大本山
この狸谷の瓜生山は高さは低いが険しい修験の山の姿が浮かんでくる





狭くなった狸谷を不動院本堂へ続く参道 2021.3.31.



狭くなった谷間 薄暗い狸谷を不動院本堂へ続く階段の参道 2021.3.31
階段の上左手に輝く朝の陽ざしに懸崖造り本堂木組みがシルエットに



狭くなった谷間 薄暗い狸谷を不動院本堂へ続く階段道 2021.3.31
階段の上左手に朝の陽ざしに懸崖造り本堂がシルエットに

<階段から見上げる本堂>                                         <階段上から見下ろす階段道参道>                 



8:55 階段を登りきると狸谷のドン付き谷の東崖に建つ
懸崖造りの狸谷院不動院本堂舞台の下。 深山の真っただ中
奥に瓜生山への道がみえている



2021.3.31. 懸崖造りの舞台の上に立つ狸谷不動院本堂
崖の上に立つ本堂 本堂の奥に開祖木食上人が修行し、
不動明王の石像が祭られている洞窟内陣がある



2021.3.31. 懸崖造りの舞台の上に立つ狸谷不動院本堂
右手奥に舞台へ登る階段があり、本堂の奥東山尾根筋 瓜生山へ続く



2021.3.31. 懸崖造りの舞台 8:53
こんなに良く整備されているのかとびっくり 信仰の厚さが見える
まだ９時前で 不動明王が祭られている洞窟内陣へは入れず、舞台から。



2021.3.31. 狸谷不動院本堂舞台から眺める京都洛北
北山の山並を背に西加茂の五山送り火「舟形」が見える

一番手前 一乗寺から 京都工繊大の下鴨・松ヶ崎 その奥に上賀茂の家並み
一番奥山裾に西賀茂のゴルフ場も見えている



2021.3.31. 狸谷不動院本堂舞台横から瓜生山へ登る 9:03



2021.3.31. 狸谷から瓜生山山上へ
狸谷をよじ登る瓜生山ヘの道 瓜生山山頂にある狸谷不
動院奥の院への参道でもある細い山道 歩いた記憶なし



2021.3.31. 狸谷から瓜生山山上へ
瓜生山山頂にある狸谷不動院奥の院への参道 36童子巡回道



2021.3.31. 狸谷から瓜生山山上へ 36童子巡回道

誰もいない静かな山中の信仰の道を東山の尾根へ登る



2021.3.31.9:18 狸谷不動院から約15分ほどで東山の尾根に
周りが明るくなって尾根筋に登り切ったT字路で京都一周トレイルの標識に
左(北)へ行けば比叡山 右(南)へゆけば瓜生山から北白川への東山の尾根筋



2021.3.31. 瓜生山山頂 奥の院が見える
狸谷不動院３６童子巡回道から東山の尾根筋 京都トレイルとのT字路の標識から
南へすぐに瓜生山上が見える。反対に北へ行けば比叡山への京都トレイル



2021.3.31. 瓜生山山頂 奥の院 到着 9:22.
早速スマホ ヤマスタ プリにアクセス
チェックイン 山スタンプ獲得

採取した「京都東山瓜生山」
山スタンプ2021.3.31.



北東側 比叡山西北 洛北

東 比叡山山中越

南東山将軍塚 京都市街地

西 狸谷不動院

西 瓜生山山頂 奥の院前 樹木が取り囲む静寂の広場



2021.3.31. 瓜生山山頂 奥の院前
ぐるりを樹木が取り囲む静寂のひろば 到着 9:22

採取した「京都東山瓜生山」
山スタンプ2021.3.31.



2021.3.31. 瓜生山からの眺望 南 東山越 京都三条通の東端 蹴上・粟田口
東山 清水山から右手へ延びる尾根の西端上には将軍塚‣青龍殿の建物が見え

背後に京都市街地が遠く見えている。.



2021.3.31. 瓜生山からの眺望
大文字山 火床がみえ、山腹あちこちに点々と桜が咲き、美しい春の景色



2021.3.31. 瓜生山からの眺望 北東側 比叡山山頂が見えている.



瓜生山山頂の案内板
瓜生山の山裾や南の北白川には
数々の名所旧跡があり、それらに
ついては見聞きしたことがありま
すが、狸谷不動院のほかに「瓜生
山」がこんなにいろいろな側面を
持つ重要地などとはつゆ知らず。
「瓜生山」の名前も・・・・
麓からの道が狸谷を登る道しかな
く、山が低くて、東山の山並に埋
没しているとみえるためか? 

この山頂にお城や将軍地蔵の古い
祠があるなど初めて知りました。
また、改めて、狸谷が修験の山に
ふさわしい地形であることも再認
識しました。

一乗寺下り松から山頂まで約１時
間 こんなに変化にとんだ面白い
山とは・・・・
これにもびっくりです。
本当に低山にもかかわらず、山ス
タがスタンプ採取場所に選んだ理
由がわかりました。
京都人は「狸谷」走っていても
「瓜生山」は知っているのでしょ
うか? 

また、一つ京都の散歩道が増えま
した。



瓜生山山頂 奥の院の裏にある元将軍地蔵の石室



東山一乗寺狸谷不動院奥
瓜生山 山スタンプwalk

登り 不動院参道から頂上へ

瓜生山山上を楽しんだ後、京都トレイルを南へ東山の尾根筋を北白川へ下る 2021.3.31. 9:35



狸谷
不動院●

茶
山
●

●一乗寺
下り松

▲瓜生山

北白川
仕伏町●

東山 瓜生山 山スタンプwalk

瓜生山山頂から北白川に下る
東山 林の中の尾根筋を下る



瓜生山から北白川へ 京都トレイル 明るい東山の尾根筋を下る 2021.3.31.

頂上西から南へ尾根筋を回り込んで京都の街に沿って北白川へ



瓜生山から北白川へ 京都トレイル 明るい東山の尾根筋を下る 2021.3.31.

青空に芽吹いた緑が心地よい



瓜生山から西へ少し下った所で 北白川への
尾根筋は南へ折れる 東山59-1 9:37

T字路ここで左下へ降りる



ここからは両側を小さなこぶに挟まれた浅い谷間
瓜生山から南に伸びる尾根筋へ 2021.3.31.



瓜生山の南斜面へ方向を変えて下る 足元を見ると白い花崗岩質の砂
含有されている雲母がキラキラ 古代からの北白川野谷筋の特産「白川砂」



2021.3.31. 北白川 清沢口石切り場跡 9:41





清沢口石切り場跡案内板に記されていた「白川砂」の概略説明と歴史
白川愛郷会



石切り場より少し下った58-2 標識
真っすぐ尾根通しの道が見え、下へ降りるのですが道が閉鎖され、
左から尾根下へまわりこむ指示。いけそうなのですが・・・・





白幽子窟居跡 2021.3.31. 09:51



白幽子窟居跡 2021.3.31. 09:51





白幽子窟居跡から東山の尾根茶山周辺 2021.3.31. 10:01

明るい尾根筋 のこぶを越えながら南へ快適に下る。
白幽子寓居跡58-1 の標識 位置がおかしいと迷ったのですが、
トレイルとは別に国土地理院地図・道もしっかりしているのでそのまま尾根の上を下る。
白幽子寓居跡から枝尾根をまっすぐ谷筋へ下る道ががトレイル?





10:07

北白川への尾根ももう終端 右手に谷筋を下ってきた道も見え、
下の谷道へ降りてゆく 2021.3.31. 10:10



北白川への尾根ももう終端 右手に谷筋を下ってきた道iに合流
2021.3.31.



北白川への尾根ももう終端 右手に谷筋を下ってきた道iに合流
2021.3.31.



京都トレイル標識56-2 谷筋を下ってきた京都トレイルと合流 2021.3.31.  10:10

北白川側の登山口はもうすぐそこ





2021.3.31. 瓜生山 南の登り口 北白川にある古い社 大山祇神社前
まだ 谷筋 林の中ですが、もうすぐこの下が谷の出口



2021.3.31. 瓜生山 南の登り口 京都トレイル56-1標識
谷筋の出口 前方に北白川の家並が見えてくる



2021.3.31. 瓜生山 南の登り口の病院の崖に石楠花が咲いていました



2021.3.31. 瓜生山 南の登り口 北白川山の元町
京都バプテスト病院の駐車場前 街中へ出る



北白川仕伏町バス停前 京都トレイル標識 東山－５４
比叡山山中越ドライブウェイの京都口
これで今日のwalk終了 10:21

一乗寺下り松から約2時間 楽しいワンダーランド walkwでした



京都の街中すぐのところに今も信仰を集めるこんなパワースポットがある。びっくりでした



瓜生山中林の中に埋もれている古い歴史の数々にも出会えました。京都低山歩きの楽しみです



狸谷
不動院●

茶
山
●

●一乗寺
下り松

▲瓜生山

北白川
仕伏町●

東山 瓜生山 山スタンプwalk

瓜生山山頂から北白川に下る
東山 林の中の尾根筋を下る



■東山 瓜生山 山スタンプwalk 一乗寺狸谷不動院奥
◎ 2021.3.31.早朝

一乗寺下り松 - 詩仙堂 - 狸谷不動院舞台 - 奥の院瓜生山へ
３６童子巡回道 - 瓜生山 - 京都東山トレイルを北白川へ下る

-北白川仕伏町バス停

３月 京都東山トレイル大文字山の山スタンプWalkで、知ったすぐ近くの「瓜生
山」山スタンプ。よく知る北白川から北へ延びる東山の尾根筋にある小さな山。
トレイルはこの瓜生山からさらに尾根筋を詰め、比叡山へ登ってゆく。
比叡山に登るにはいつもきらら坂。 この南の尾根筋を登った記憶も「瓜生山」の
記憶もない。地図をよく見ると一乗寺狸谷不動院の奥の東山にある。
近場なのでぜひ山スタンプを採取したい。家内も乗り気。
午後には神戸に帰りたいので、朝早く一乗寺から狸谷不動院から頂上へ。
奥院があると知れた瓜生山頂上で山スタンプ獲得。頂上からの下山を京都トレイル
を下って北白川へ。
狸谷不動院は義兄から何度か聞いたゆかりの寺 周辺はきつい谷筋でほかの道か

ら狸谷に入った記憶はない。 今日はじっくり不動院への道を歩いてみようと。
３月３１日早朝に一乗寺下り松から真っすぐ東山にのびる狸谷不動院の参道へ。
マスク姿ながら 春の瓜生山 山スタンプ獲得のハイキング。

心地よい2021春の京都walkができました。



東山狸谷不動院参道から眺める瓜生山
2021.3.31.

東山一乗寺狸谷不動院奥
瓜生山 山スタンプwalk

2021.3.31.早朝

採取した「京都東山瓜生山」山スタンプ
2021.3.31.


