


山科は近江から京へ、東海道を行く時の中間にあります。

山科の疏水は、明治時代に作られたいわゆる琵琶湖疏水の

一部で、春になると流れに沿って植えられた桜が咲き誇り

ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



洛中は観光客で混雑して、ゆっくり花を撮影できるような　　

状態では無いだろうと思い、山科まで足を伸ばしてみました。

が、しかし、まさか、カメラ電源入らない！　　　　　　　　

何回か試して入るうちに、奇跡的に復活したんですが、これ　

OFFしたら２度と入らんわ、きっと。　　　　　　　　　　　
不安を抱えたまま、毘沙門堂に向かいます。長い坂道が、、、



 
うーむ、家がでかいと桜まで高級そうに見える。



写真には写っていませんが、かなり立派な石垣で土台が　

作られています。山腹に立地して石垣組があると、上代の

山城跡に作られたのでは無いかと、想像してしまいます。

 











枝垂れ桜見参！

枝垂れ桜も、ただ自然に任せるだけでは、こんな見事に傘のようには

咲かないんでしょうね。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
別のところで、ほぼ放置状態の枝垂を知っていますが、桜というより

おばけ柳になっていますから。　　　　　　　　　　　　　　　　　



 
同じ桜でも、光の方向によって随分雰囲気が変わります。

写真だとわかりにくいですが、ほんわかとキラキラ。 　
夕刻のオレンジと青みがかった桜も好きです。 　　　　















 
こういう、”どこからどう撮ってるかわかる構図”というのが
好きなんです。あと、異質なものがが同居している感じも。







 
本堂の方は改修されてピカピカになっていましたが、山門に

つらなる塀の上の瓦は昔のままで、このお寺の歴史が感じさら

れます。是非このまま残していただきたいものですが、維持し

ておられる方は、 修理の連続で、大変なのかもしれません。



















境内を一旦出て、裏手の方に行くと大きな滝桜がありました。

高さ１５mぐらいはありそうです。　　　　　　　　　　　　







 
勅使門

 
この下は急階段なのですが、勅使はここを登ったんでしょうか。

 







毘沙門堂さん、思っていたより立派なお寺でした。

青葉を出している楓が、結構ありました。　 　　　
紅葉のころも楽しみです。　　　　　　　　　　　







疏水に戻って来ました。また、カメラの電源が入らなく

なりました。とりあえず、もう一台のカメラで撮影する

ことにします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　



なぜかここでカメラ復活。



遊覧船の運航を始めたらしいんですが、遊覧船というか、

アトラクションのボートに見えるんですけど。　　　　　

これが通った後の波がすごい。　　　　　　　　　　　　

このくねった細い水路を操船する技術はすごいと思います。



疏水の桜もバッシャバッシャ撮るつもりだったんですが、

毘沙門堂で結構お腹いっぱいになっていたので、地下鉄で

蹴上まで戻ってしまいました。なんだか気分が盛り下がっ

たんですよ。相棒も調子悪いし。 　　　　　　　　　　　
 



こちらが、疏水のトンネル出口になります。　　

もうね、人でいっぱい。しかも日本人以外。　　

京都市民とか、もう絶対来ないだろうな、ここ。

どんだけいっぱいかというと、、、、、、、、、



ちゃーん！こーんな感じ。これでも気分が悪くならないように

下をカットするように撮っています。 　　　　　　　　　　　
 

で、相棒は４月１１日まで入院することになりました。 　　　
もう全然電源が入りません。一緒にパリまで行ったのに。　　

決して新しいカタログ眺めて、よだれを垂らしたりなんかしな

いからね。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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