
京都府の東南部京都府の東南部 宇治茶の山郷宇治茶の山郷

宇治田原宇治田原 奥山田集落の正寿院を訪ねる奥山田集落の正寿院を訪ねる 2017.8.15.2017.8.15.
集落の一番奥集落の一番奥 集落を見守る位置に小さな集落の檀家寺「正寿院」が見える集落を見守る位置に小さな集落の檀家寺「正寿院」が見える
この寺のハートの形をした格子窓から眺める景色にこの寺のハートの形をした格子窓から眺める景色に 心癒されるという心癒されるという

高校生の孫が教えてくれて、連れて行けという。高校生の孫が教えてくれて、連れて行けという。
久しぶりの宇治川界隈久しぶりの宇治川界隈 興味津々で出かけました興味津々で出かけました

1.1. Google EarthGoogle Earth Street ViewStreet Viewでで 宇治田原宇治田原 正寿院への道をたどる正寿院への道をたどる

2.2. 正寿院の風鈴祭り正寿院の風鈴祭り

3.3. 正寿院正寿院 客殿の猪目窓から眺める夏客殿の猪目窓から眺める夏

4.4. 正寿院のある山郷正寿院のある山郷 奥山田の茶畑奥山田の茶畑

5.5. 帰りに立ち寄った宇治川帰りに立ち寄った宇治川

1.1. 関西の水がめ関西の水がめ 放水中の宇治川天ヶ瀬ダム放水中の宇治川天ヶ瀬ダム

2.2. 宇治平等院宇治平等院

奥山田宮垣内奥山田宮垣内 茶農小山さん一家の茶畑より茶農小山さん一家の茶畑より

mutsuo
スタンプ



◎正寿院◎正寿院
宇治田原町奥山田川上宇治田原町奥山田川上149149

琵琶湖から流れ下る宇治川の東岸の丘陵地の山間に広がる宇治茶の主生産地宇治田原町。
この町の一番奥の小さな山間の集落にある小さなお寺「正寿院」に今 若い人たちが多数訪れる
という。 高校生になった孫がここへ連れてゆけという。 そこのお寺のハート形の格子窓に映
る景色・並びに夏の風鈴祭りが有名なんだと。
宇治田原の町の形がハートの形なので、新築の建物の猪目窓・格子窓をハート型にすると
口コミであっという間に若い人たちに広がったという。

宇治田原は何度か通ったことがあるが、宇治茶のほかよく知らず。
地図見ると確かに宇治田原町の形はハート型。
場所は枚方から信楽へ山間を抜けてゆく古い海道筋国道307号線の山間部に位置する宇治田原
の東端 京都府と滋賀県の県境のすぐそばの山間。
何度か信楽へ抜けたことがある道。 孫の話に興味津々で、宇治田原のお茶
そして長いこと行かぬ宇治川界隈も魅力で 家内の車で 宇治田原の正寿院に行ってきました。
心地よい小さな山郷にある正寿院そして宇治茶の茶畑 そして大放水中の天ヶ瀬ダム・平等院に
も行け、みんな大満足でした。 交通の便が悪いのですが、車であれば、ちょっと違った宇治散策
おすすめのスポットの紹介です。

京都府の東南部の京都府の東南部の山間山間 宇治茶の茶どころ「宇治田原」宇治茶の茶どころ「宇治田原」 この町の形はハートこの町の形はハート
その宇治茶の山郷にハーのト形をした格子窓から眺める景色にその宇治茶の山郷にハーのト形をした格子窓から眺める景色に 心癒される心癒される ..
小さな寺があるという小さな寺があるという
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「宇治田原の町はハートの形」「宇治田原の町はハートの形」
はじめてはじめて 教えてもらいましたが、教えてもらいましたが、
なるほどなるほど よく似ていますよく似ています!! !! 



京都府東南部京都府東南部 宇治茶の山郷宇治茶の山郷

正寿院がある正寿院がある「宇治田原「宇治田原 奥山田集落」奥山田集落」 2017.8.15.2017.8.15.

集落の一番奥集落の一番奥 集落を見守る位置に小さな集落の檀家寺「正寿院」が見える集落を見守る位置に小さな集落の檀家寺「正寿院」が見える

緑茶発祥の地宇治田原の古い茶畑が点在する美しい山郷緑茶発祥の地宇治田原の古い茶畑が点在する美しい山郷
お盆の一日お盆の一日 家並みの中を歩いていて家並みの中を歩いていて 古い精霊送りをする村人の姿にも出会いました古い精霊送りをする村人の姿にも出会いました

奥山田宮垣内奥山田宮垣内 茶農小山さん一家の茶畑より茶農小山さん一家の茶畑より



京都府の東南部京都府の東南部 宇治茶の山郷宇治茶の山郷

宇治田原宇治田原 奥山田正寿院奥山田正寿院 2017.8.15.2017.8.15.

ハート型の猪目窓と風鈴祭が若い女性に大人気と聞くハート型の猪目窓と風鈴祭が若い女性に大人気と聞く



◎正寿院◎正寿院
宇治田原町宇治田原町 奥山田奥山田 川上川上149149

至信楽至信楽

至宇治田原至宇治田原

奥山田
宮垣内

◎奥山田バス停◎奥山田バス停
コミュニティバスコミュニティバス

国道307号奥山田のバス停から奥へ谷筋の山際を細い一
本道に沿って、小さな集落。一番奥に正寿院がある。 家
並みの裏山の斜面には幾つも茶畑が切り開かれていて、
山間の自然の中 茶処の美しい集落景観も見られました。
集落の入口の所にある茶農小山さんの茶畑を見せてもら
い、お話を聞かせていただきながら、本場の宇治茶を入れ
てもらい、本当にラッキー。
久しぶりの心地よい茶処の空気を胸いっぱいに。
うれしい出会い おすすめの宇治の茶処ドライブでした。



京都府の東南部京都府の東南部 宇治茶の山郷宇治茶の山郷

宇治田原宇治田原 奥山田集落の正寿院を訪ねる奥山田集落の正寿院を訪ねる 2017.8.15.2017.8.15.
集落の一番奥集落の一番奥 集落を見守る位置に小さな集落の檀家寺「正寿院」が見える集落を見守る位置に小さな集落の檀家寺「正寿院」が見える
この寺のハート型をした格子窓・猪目窓から眺める景色にこの寺のハート型をした格子窓・猪目窓から眺める景色に 心癒されるという心癒されるという

正寿院は正寿院は 古代大阪・奈良と信楽・東近江を結ぶ街道古代大阪・奈良と信楽・東近江を結ぶ街道((国道国道307307号号))の南山城の丘陵の南山城の丘陵
京都京都宇治宇治の緑茶発祥の地、宇治田原の緑茶発祥の地、宇治田原の山郷の山郷にありにあり、、およそおよそ800800年の歴史があ年の歴史があるる
高野山真言宗の小さな寺。高野山真言宗の小さな寺。
御本尊は秘仏御本尊は秘仏 十一面観音（町指定文化財）で十一面観音（町指定文化財）で5050年に年に11度だけご開扉される。度だけご開扉される。
鎌倉時代の仏師鎌倉時代の仏師 快慶の作の不動明王坐像（国指定重要文化財）が祭られている寺と快慶の作の不動明王坐像（国指定重要文化財）が祭られている寺と
しても知られる。しても知られる。
夏には、境内に千を超えるたくさんの風鈴が吊られ、涼を感じる風鈴まつりが毎年夏には、境内に千を超えるたくさんの風鈴が吊られ、涼を感じる風鈴まつりが毎年
77月月11日～日～99月月1818日まで行われることから、風鈴のお寺ともいわれる。日まで行われることから、風鈴のお寺ともいわれる。

客殿客殿 則天の間には、猪目窓と呼ばれるハート型の格子窓と則天の間には、猪目窓と呼ばれるハート型の格子窓と160160枚の天井画があり、枚の天井画があり、
客殿に座って、猪目窓を通して眺める四季折々の景色に心癒されると若い人たちの客殿に座って、猪目窓を通して眺める四季折々の景色に心癒されると若い人たちの
ブームになっているという。ブームになっているという。
則天の間とは、自然に身体を委ねて川や風、鳥のさえずりなどの音を聞いて、則天の間とは、自然に身体を委ねて川や風、鳥のさえずりなどの音を聞いて、
私たち人間も自然の一部であることに気づける場所であることから名付けられたといい、私たち人間も自然の一部であることに気づける場所であることから名付けられたといい、
また、ハート形の猪目窓は客殿が新築される際に、この宇治田原の街の形がハート形でまた、ハート形の猪目窓は客殿が新築される際に、この宇治田原の街の形がハート形で
あることに発想して設けられたという。あることに発想して設けられたという。
暑い夏暑い夏 山城の山郷の小さな寺の境内いっぱいに飾り付けられた涼風を呼ぶ風鈴山城の山郷の小さな寺の境内いっぱいに飾り付けられた涼風を呼ぶ風鈴
そしてそして ゆったりと座って眺める猪の目窓を通して眺める山郷の景色ゆったりと座って眺める猪の目窓を通して眺める山郷の景色
また、茶畑が点在する山郷の家並みも心地よい。また、茶畑が点在する山郷の家並みも心地よい。

皆様にはどう皆様にはどう 映るでしょうか・・・・・映るでしょうか・・・・・
訪れた時は風鈴祭りの期間訪れた時は風鈴祭りの期間 20002000を超える風鈴が境内の庭でを超える風鈴が境内の庭で 涼しげな音を奏でて涼しげな音を奏でて
いました。いました。
残念ながら、快慶作の不動明王像は奈良の博物館に修復出張中で、拝観できなかった。残念ながら、快慶作の不動明王像は奈良の博物館に修復出張中で、拝観できなかった。



集落の坂の一番上集落の坂の一番上 山郷の家並みの中にある山郷の家並みの中にある 「正寿院」「正寿院」 左左;;本堂本堂 右右::客殿客殿 2017.8.15.2017.8.15.



京都府の東南部京都府の東南部 宇治茶の山郷宇治茶の山郷

宇治田原宇治田原 奥山田正寿院奥山田正寿院

四季折々四季折々 山郷の自然の景色を映す猪目窓山郷の自然の景色を映す猪目窓

風鈴祭風鈴祭



正寿院正寿院 客殿客殿 若者たちが無言で猪目窓に向かい若者たちが無言で猪目窓に向かい
スマホやカメラをむけ、めいめい静かな時を楽しんでいるスマホやカメラをむけ、めいめい静かな時を楽しんでいる
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1.1. Google EarthGoogle Earth Street ViewStreet Viewでで 宇治田原宇治田原 正寿院への道をたどる正寿院への道をたどる



枚方から正寿院のある枚方から正寿院のある 宇治茶の山郷「宇治田原宇治茶の山郷「宇治田原 奥山田」奥山田」
までの国道までの国道307307号線の道を号線の道を googlegoogle Earth Earth のの 衛星写真・衛星写真・
street view street view のの 写真で写真で たどりました。たどりました。

随分道は改良されていますが、なんせ古い街道筋。随分道は改良されていますが、なんせ古い街道筋。
きっちりとたどるには標識が頼りの曲がりくねった道。きっちりとたどるには標識が頼りの曲がりくねった道。
この国道この国道307307号を枚方から彦根までたどるのも面白いと。号を枚方から彦根までたどるのも面白いと。

国道国道307307号を号を 枚方→→京田辺→宇治田原「正寿院」へ枚方→→京田辺→宇治田原「正寿院」へ



枚方から、東の京田辺に出て、宇治田原・信楽へ南山城の山間部を北東
へ抜けて近江に入り、東近江の山間を彦根まで結ぶ古い街道筋 国道
307号。正寿寺がある宇治茶の山郷 宇治田原奥山田はこの国道沿い。
国道1号線枚方池之宮北から右手へ国道307号線に入れば、山間を抜け
てゆく曲がりくねった街道筋。
宇治田原までは一本道である。
また琵琶湖東岸の道がよく整備されたので、あまり使われなくなったが、
近江から信楽を経て奈良・大阪へ出る抜け道としてよく知られている。
何度か仕事で近江へ出かけたときに通ったことがある。

伊丹で孫を拾って、国道175号線を北に高槻へ。 高槻から東へ淀川の枚方大橋を渡り、1号線へ出る。
すぐに池之宮北の交差点。お盆で混んでいると思いましたが、11時前 案外すっと国道307号線に入れました。
もう 国道307号に入れば、間違うこともなく、ゆったりと山間を向けてゆける。
工場や商店・住宅が立ち並ぶ枚方池之宮の街中を東へ走り、JR片町線の高架をくぐると 第二京阪の高架を抜けると
田園地帯が広がる丘陵地の山裾 京田辺の口に入り、南山城の山並みが前方に見え、京田辺の街にはいった。

国道国道307307号を号を 枚方→→京田辺→宇治田原「正寿院」へ枚方→→京田辺→宇治田原「正寿院」へ



木津川にかかる山城大橋を渡るといよいよ城陽木津川にかかる山城大橋を渡るといよいよ城陽

南北に京都南北に京都//奈良を結ぶ国道奈良を結ぶ国道2424号を渡り、号を渡り、

城陽の街から山間の宇治田原の街へ城陽の街から山間の宇治田原の街へ

京田辺の街を 西から東へ走り抜ける



城陽から宇治田原へ山間の緩やかな峠道を超え、宇治田原へ入り城陽から宇治田原へ山間の緩やかな峠道を超え、宇治田原へ入り
左に大きくカーブして、宇治田原の街の西の入口左に大きくカーブして、宇治田原の街の西の入口 郷之口郷之口

宇治から大津へ宇治川沿いへ出る府道宇治から大津へ宇治川沿いへ出る府道6262号線と右へ大きく折れる国道号線と右へ大きく折れる国道307307号の分岐号の分岐
宇治田原の街の西の入口宇治田原の街の西の入口 郷之口郷之口 ここからここから 宇治田原の町中に入る宇治田原の町中に入る

宇治田原の街の西の入口宇治田原の街の西の入口 郷之口郷之口



宇治田原の街をぬけると北の宇治川・大津へ抜ける府道783との分岐 岩山交差点 さらに東へ進むと人家が

切れ、トンネルのある宇治田原の東端から信楽への峠道に。 正寿院のある奥山田の里もまもなくである

宇治田原の街を西から東へ走る国道宇治田原の街を西から東へ走る国道307307 道の両側には道の両側には

いくつも茶園や茶畑が立ち並び、宇治茶の本場であることをうかがわせるいくつも茶園や茶畑が立ち並び、宇治茶の本場であることをうかがわせる

宇治田原の街を西から東へ走る国道宇治田原の街を西から東へ走る国道307307号線号線



中心街を抜けると点々と茶畑が続く山間がつづき、中心街を抜けると点々と茶畑が続く山間がつづき、
トンネルをトンネルを22つ抜けると工事中の高架橋が見えてきた。つ抜けると工事中の高架橋が見えてきた。 ここが奥山田の郷の入口だった。ここが奥山田の郷の入口だった。

宇治田原の街を抜けるとまた茶畑が点在する山間に宇治田原の街を抜けるとまた茶畑が点在する山間に



国道国道307307号から別れ号から別れ
正寿院のある宇治茶の山郷正寿院のある宇治茶の山郷 奥山田への奥山田への 入口入口



◎◎ 奥山田バス停奥山田バス停

奥山田の集落の中の一本道奥山田の集落の中の一本道 曲がりくねった曲がりくねった
細い坂道を上り詰めた集落の上に正寿院がある細い坂道を上り詰めた集落の上に正寿院がある

宇治茶の山郷宇治茶の山郷 奥山田集落の中を正寿院へ細い坂道を登る奥山田集落の中を正寿院へ細い坂道を登る



宇治田原町奥山田の檀家寺 正寿院 集落のある谷筋を上り詰めた一番上の高台にある集落のある谷筋を上り詰めた一番上の高台にある

正寿院前から上ってきた坂道を振り返ると集落が一望
家並の後ろには丘を切り開いて作られた茶畑家並の後ろには丘を切り開いて作られた茶畑 宇治茶生産の茶処である宇治茶生産の茶処である

宇治茶の山郷宇治茶の山郷 奥山田奥山田 正寿院正寿院 前到着前到着



坂の上坂の上 東側から正寿院東側から正寿院 全景全景 奥への道の左が本堂がある境内奥への道の左が本堂がある境内 右が客殿右が客殿 2017.8.15.2017.8.15.

正寿院への入口へ正寿院への入口へ



正寿院正寿院 道の左道の左::本堂本堂 右右::新築されたハート型の猪目窓のある客殿新築されたハート型の猪目窓のある客殿

駐車場

客殿

本堂

播磨園製茶

正寿院
入口

正寿院本堂への道正寿院本堂への道



正寿院前の坂の上からは今登ってきた奥山田の家並みが見える正寿院前の坂の上からは今登ってきた奥山田の家並みが見える 2017.8.15.2017.8.15.
家並みの奥には茶畑がみえ、坂道の反対側の駐車場の車。家並みの奥には茶畑がみえ、坂道の反対側の駐車場の車。 この奥深い山郷の正寿院の人気ぶりにびっくり。この奥深い山郷の正寿院の人気ぶりにびっくり。



ちょうどちょうど12:0012:00 孫を載せた伊丹から孫を載せた伊丹から175175号高槻号高槻 枚方大橋枚方大橋 そして国道そして国道307307号線で約号線で約22時間時間
駐車場のすぐ上の高台に客殿があり、ハート型の窓が見える。どうということないなぁと。駐車場のすぐ上の高台に客殿があり、ハート型の窓が見える。どうということないなぁと。
私にはこのハート型をした猪目窓よりも、茶畑が点在する山里の景色の方が気になる。私にはこのハート型をした猪目窓よりも、茶畑が点在する山里の景色の方が気になる。
でもでも 寺の周辺や登ってきた細い道の途中には寺の周辺や登ってきた細い道の途中には 若い女性を中心に数多くの人がいるのにびっくり。若い女性を中心に数多くの人がいるのにびっくり。
おそらく、客殿に座ると随分感じが違うのだろう。楽しみです。本堂の方で拝観の手続きをして、おそらく、客殿に座ると随分感じが違うのだろう。楽しみです。本堂の方で拝観の手続きをして、
興味津々の風鈴祭・客殿の猪目窓からの山郷の景色を眺める。興味津々の風鈴祭・客殿の猪目窓からの山郷の景色を眺める。



2.2. 正寿院の風鈴祭り正寿院の風鈴祭り

風鈴が飾り付けられた正寿院境内風鈴が飾り付けられた正寿院境内 2017.8.15.2017.8.15.



正寿院の風鈴祭り正寿院の風鈴祭り 【【11】】 日本各地から日本各地から20002000を超える風鈴が集められているというを超える風鈴が集められているという
晴天に涼しい風を呼ぶ風鈴の音を期待したのですが、あいにくの天候晴天に涼しい風を呼ぶ風鈴の音を期待したのですが、あいにくの天候 そして風もなしでしたが、そして風もなしでしたが、
鮮やかな風鈴の絵模様に鮮やかな風鈴の絵模様に 軒先に風鈴が軽やかな音を立てていた子供のころを思い出しながら、見入りました。軒先に風鈴が軽やかな音を立てていた子供のころを思い出しながら、見入りました。



正寿院の風鈴祭り正寿院の風鈴祭り 【【22】】 境内境内 地蔵堂前地蔵堂前



正寿院の風鈴祭り正寿院の風鈴祭り 【【33】】



正寿院本堂前正寿院本堂前 2017.8.15.2017.8.15.

本堂右手の入口で拝観手続きをして、本堂に上げてもらって本堂右手の入口で拝観手続きをして、本堂に上げてもらって お参りをしたあと、お参りをしたあと、
本堂に座って、冷たい宇治茶をいただきながら、境内の風鈴を眺めました。本堂に座って、冷たい宇治茶をいただきながら、境内の風鈴を眺めました。
本当にゆったりした静かな空間本当にゆったりした静かな空間 若い人たちも思い思いに座って若い人たちも思い思いに座って 風鈴祭りを楽しんでいました。風鈴祭りを楽しんでいました。



本堂の内部左手には本堂の内部左手には正寿院正寿院の御本尊秘仏の御本尊秘仏 十一面観音（町指定文化財）が祭られ、厨子の中に収められていて、十一面観音（町指定文化財）が祭られ、厨子の中に収められていて、
5050年に年に11度開扉される。右側には快慶作の不動明王像が祭られているが、今回は修復のため奈良の博物館に度開扉される。右側には快慶作の不動明王像が祭られているが、今回は修復のため奈良の博物館に
出張中で見られなかった。出張中で見られなかった。 また、反対側はまた、反対側は オープンの縁側になっていて、正寿院の境内が見渡せる。オープンの縁側になっていて、正寿院の境内が見渡せる。
不動明王さんはいらっしゃらないが、今年の夏はお願いせねばならぬこと多く、鐘も叩いて、色々気になって不動明王さんはいらっしゃらないが、今年の夏はお願いせねばならぬこと多く、鐘も叩いて、色々気になって
いることどもお願いして、手を合わす。いることどもお願いして、手を合わす。

本堂の内部の写真 Internetより



本堂から眺めた正寿院の境内本堂から眺めた正寿院の境内 2017.8.15.2017.8.15.



本堂から眺めた正寿院の境内本堂から眺めた正寿院の境内



本堂から眺めた正寿院の境内本堂から眺めた正寿院の境内 2017.8.15.2017.8.15.



本堂から眺めた正寿院の境内本堂から眺めた正寿院の境内 2017.8.15.2017.8.15.



拝観料にセットになっているしゃれた宇治田原のお菓子と
金平糖のついた緑茶のセット
これで拝観料400円 ビックリでした。
こんな心づかいも若い人たちに人気があるのだろう。

風鈴が揺れるのを眺めながらおいしくいただきました。

2017.8.15.



ハート形の猪目窓のあるお目当ての客殿の方へハート形の猪目窓のあるお目当ての客殿の方へ 2017.8.15.2017.8.15.



客殿にあがると目の前にあのハート型の猪目窓が目に入る。客殿にあがると目の前にあのハート型の猪目窓が目に入る。 はっと吸い寄せられる。はっと吸い寄せられる。
広間には多くの若い人たちが、猪目窓を取り囲んで、カメラやスマホをかざしている。広間には多くの若い人たちが、猪目窓を取り囲んで、カメラやスマホをかざしている。
建物が新しいこともあって、眺める景色がすがすがしい。建物が新しいこともあって、眺める景色がすがすがしい。
ハート型に映る季節折々の写真を撮りに若い人に大人気であるのもわかる。ハート型に映る季節折々の写真を撮りに若い人に大人気であるのもわかる。

3.3. 正寿院正寿院 客殿の猪目窓から眺める夏客殿の猪目窓から眺める夏



正寿院正寿院 客殿の猪目窓客殿の猪目窓 2017.8.15.2017.8.15.



見る位置と角度によっても景色が変わる猪目窓見る位置と角度によっても景色が変わる猪目窓 そしてそして 天井には天井には160160枚に及ぶ花の絵枚に及ぶ花の絵 2017.8.15.2017.8.15.



いかにも現代的な感覚と発想でいかにも現代的な感覚と発想で 新たに作られた客殿と猪窓・装飾天井画。新たに作られた客殿と猪窓・装飾天井画。
今まで今まで 若者とは全く縁がなかった郷の小さなお寺に若者たちが押し寄せ、若者とは全く縁がなかった郷の小さなお寺に若者たちが押し寄せ、
若者たちとの触れ合いの中で、この山郷にも宇治茶とは違った魅力と活気が郷にも及んでいると聞く。若者たちとの触れ合いの中で、この山郷にも宇治茶とは違った魅力と活気が郷にも及んでいると聞く。
年寄りにとっても年寄りにとっても 本当に居心地の良い郷本当に居心地の良い郷 こんな町興しもあるのだとびっくりしました。こんな町興しもあるのだとびっくりしました。
新しい発想がいたるところであるのだとつくづく感じています。新しい発想がいたるところであるのだとつくづく感じています。
でも、こんな取り組みがビジネス・もうけ主義に汚染され、その魅力も失われてしまうことも多い。でも、こんな取り組みがビジネス・もうけ主義に汚染され、その魅力も失われてしまうことも多い。
都市に住む我々のエゴかもしれないが、今の状態が一番都市に住む我々のエゴかもしれないが、今の状態が一番 居心地がいい。居心地がいい。

四季折々の山郷の景色を映す猪目窓四季折々の山郷の景色を映す猪目窓
思いもかけぬ素朴な山里の景色を切り取って見せてくれ、また思いもかけぬ素朴な山里の景色を切り取って見せてくれ、また
次の機会を期待させてくれる心地よい空間でした次の機会を期待させてくれる心地よい空間でした



正寿院正寿院 客殿客殿 若者たちが若者たちが 無言で猪目窓に向かい無言で猪目窓に向かい
スマホやカメラをむけ、めいめい静かな時を楽しんでいるスマホやカメラをむけ、めいめい静かな時を楽しんでいる



集落の中をぶらぶら歩きたくて集落の中をぶらぶら歩きたくて 一足先に客殿を出て、山里の景色を楽しみながら一足先に客殿を出て、山里の景色を楽しみながら
歩いて坂道下る歩いて坂道下る



正寿院の坂の上から眺める奥山田の山郷正寿院の坂の上から眺める奥山田の山郷 2017.8.15.2017.8.15.

山郷の家並をゆっくり散策しながら、山郷の家並をゆっくり散策しながら、 いくつも茶畑が見えているので、いくつも茶畑が見えているので、
どこかの茶畑を見学させてもらいたい希望もある。どこかの茶畑を見学させてもらいたい希望もある。



奥山田の山郷の一本道で奥山田の山郷の一本道で 2017.8.15.2017.8.15.
ぽつぽつ雨が降り出したが霧が出てぽつぽつ雨が降り出したが霧が出て かえって気持ちがいいかえって気持ちがいい

打ち鉦を叩く音が聞こえる。昔どこかで聞いた記憶があるなぁ打ち鉦を叩く音が聞こえる。昔どこかで聞いた記憶があるなぁ
と思いつつ、また、茶瓶を持った人とすれ違う。と思いつつ、また、茶瓶を持った人とすれ違う。
「お盆の精霊送りの打ち鉦。茶瓶は帰ってゆく先祖たちの「お盆の精霊送りの打ち鉦。茶瓶は帰ってゆく先祖たちの
のどがのどが 乾かぬようする送り水」乾かぬようする送り水」 と聞く。と聞く。
鉦と送り水鉦と送り水 お盆お盆 丹後の墓参りの記憶だと思い出しました。丹後の墓参りの記憶だと思い出しました。



奥山田の山郷の一本道で奥山田の山郷の一本道で 集落の道ぎわにも茶畑がある集落の道ぎわにも茶畑がある 2017.8.15.2017.8.15.



奥山田の集落の一本道で奥山田の集落の一本道で 2017.8.15.2017.8.15.

坂道を降りてくる家内の車坂道を降りてくる家内の車 集落の入口で待ってもらうことにする集落の入口で待ってもらうことにする



奥山田の集落の一本道で奥山田の集落の一本道で 2017.8.15.2017.8.15.

今日は一日今日は一日 天候が急変する一日天候が急変する一日 でも大降りにはならずでも大降りにはならず 山郷の景色に変化をつけている山郷の景色に変化をつけている



集落の坂道のすぐ西の丘に広がる茶畑が見えてきた集落の坂道のすぐ西の丘に広がる茶畑が見えてきた 2017.8.15.2017.8.15.

「正寿院」から真正面集落の奥に見えていた広い茶畑で「正寿院」から真正面集落の奥に見えていた広い茶畑で
茶農家茶農家 小山さん一家の茶畑小山さん一家の茶畑 それを見学させていただけることにそれを見学させていただけることに

◆◆ 緑茶発祥の地緑茶発祥の地 宇治田原宇治田原 宇治田原茶の山郷宇治田原茶の山郷 奥山田茶畑の見学奥山田茶畑の見学

道の西側の丘に広がる大きな小山さん一家の茶畑道の西側の丘に広がる大きな小山さん一家の茶畑
正寿院から遠望した小山さん一家の茶畑正寿院から遠望した小山さん一家の茶畑



坂道のすぐ左手西側に丘の斜面全体を切り開いた大きな茶畑が見てきた。坂道のすぐ左手西側に丘の斜面全体を切り開いた大きな茶畑が見てきた。
正寿院の上から集落の家並の奥に見えていた茶農家正寿院の上から集落の家並の奥に見えていた茶農家 小山さん一家の大きな茶畑でした。小山さん一家の大きな茶畑でした。

茶畑の下茶畑の下 家の前に立っておられた息子さんに声をかけて、先に下に降りていた孫たちともども、家の前に立っておられた息子さんに声をかけて、先に下に降りていた孫たちともども、
茶畑の丘を見学させてもらうことに。茶畑の丘を見学させてもらうことに。

ちょうど作業を終えて、茶畑からご主人も降りてこられ、ちょうど作業を終えて、茶畑からご主人も降りてこられ、
茶畑見学の後茶畑見学の後 この茶畑で作られたお茶を冷茶・緑茶にして入れてもらって、この茶畑で作られたお茶を冷茶・緑茶にして入れてもらって、
お茶の話やこの村の話など色々教えていただきました。お茶の話やこの村の話など色々教えていただきました。

茶どころ茶どころ 宇治田原でのむお茶宇治田原でのむお茶 本当においしいお茶でした。本当においしいお茶でした。
また、ラッキーにも直販していると聞いて、宇治茶の本場また、ラッキーにも直販していると聞いて、宇治茶の本場 宇治田原茶もわけてもらいました。宇治田原茶もわけてもらいました。

「正寿院」から真正面集落の奥に見えていた広い茶畑「正寿院」から真正面集落の奥に見えていた広い茶畑 小山さん一家の茶畑を見学させていただけることに小山さん一家の茶畑を見学させていただけることに

道の西側の丘に広がる大きな小山さん一家の茶畑道の西側の丘に広がる大きな小山さん一家の茶畑 2017.8.15. 2017.8.15. 

後で知り、びっくりしていますが、小山さんのご一家は後で知り、びっくりしていますが、小山さんのご一家は 茶農茶農 喜左衛門 と称しておられると称しておられる
この奥山田の郷で代々続く有名な茶農家でした。この奥山田の郷で代々続く有名な茶農家でした。



山間の谷筋に広がる宇治田原茶の山郷山間の谷筋に広がる宇治田原茶の山郷 奥山田の集落奥山田の集落
山の東側斜面に広がる小山さんの大きな茶畑より山の東側斜面に広がる小山さんの大きな茶畑より 2017.8.15.2017.8.15.



山の東側斜面に広がる小山さんの大きな茶畑山の東側斜面に広がる小山さんの大きな茶畑 2017.8.15.2017.8.15.



山間の谷筋に広がる宇治田原茶の山郷山間の谷筋に広がる宇治田原茶の山郷 奥山田の集落奥山田の集落 北側北側 【【11】】 2017.8.15.2017.8.15.
山の東側斜面に広がる小山さんの大きな茶畑山の東側斜面に広がる小山さんの大きな茶畑

北に集落の入口北に集落の入口 国道国道307307改良工事中の高架橋が見えている改良工事中の高架橋が見えている



山間の谷筋に広がる宇治田原茶の山郷山間の谷筋に広がる宇治田原茶の山郷 奥山田の集落奥山田の集落 南側南側 【【22】】
山の東側斜面に広がる小山さんの大きな茶畑山の東側斜面に広がる小山さんの大きな茶畑 2017.8.15.2017.8.15.

茶畑の下茶畑の下 南奥の正寿院へと続く集落の一本道南奥の正寿院へと続く集落の一本道



今は茶摘みの時期ではありませんが、よく手入れされた小山さんの茶畑今は茶摘みの時期ではありませんが、よく手入れされた小山さんの茶畑
きれいな色をした宇治田原茶の葉がすくすくきれいな色をした宇治田原茶の葉がすくすく 2017.8.152017.8.15..

宇治茶というと玉露がイメージされるのですが、玉露栽培でみられる日光を遮る黒い覆いが、宇治茶というと玉露がイメージされるのですが、玉露栽培でみられる日光を遮る黒い覆いが、
この周辺では見られない。この周辺では見られない。 緑茶発祥の地緑茶発祥の地 宇治田原では緑茶の栽培が主だからと聞く。宇治田原では緑茶の栽培が主だからと聞く。
最も宇治田原の街中の国道沿いには最も宇治田原の街中の国道沿いには いくつか黒い覆いのある茶畑もいくつか見かけました。いくつか黒い覆いのある茶畑もいくつか見かけました。



山の東側斜面に広がる小山さんの大きな茶畑より山の東側斜面に広がる小山さんの大きな茶畑より 2017.8.15.2017.8.15.



茶畑を降りてきて、小山さんご夫妻に宇治田原のお茶を色々入れていただき、宇治田原茶のこと茶畑を降りてきて、小山さんご夫妻に宇治田原のお茶を色々入れていただき、宇治田原茶のこと
やこの宇治田原の街やこの宇治田原の街 そしてそして 多くの若者が正寿院に訪れるようになって多くの若者が正寿院に訪れるようになって この奥山田の集落にこの奥山田の集落に
活気と変化が出てきたことなど活気と変化が出てきたことなど 楽しくお聞きしました。楽しくお聞きしました。
入れていた冷茶が本当においしかった。入れていた冷茶が本当においしかった。
また、正寿院の取り組みがこの集落の一大町興しまた、正寿院の取り組みがこの集落の一大町興し 村の人たちも喜んでおられるのもうれしい。村の人たちも喜んでおられるのもうれしい。



https://youtu.be/xbVgUq5NfPMhttps://youtu.be/xbVgUq5NfPM

◆◆ 茶畑を見せていただいた小山さん一家が「茶農茶畑を見せていただいた小山さん一家が「茶農 喜左衛門」として喜左衛門」として 紹介されているページを見つけました紹介されているページを見つけました

築150年の古民家を改装して生まれた京町家レストラン「むすびの」 home page 
FARMERS INTERVIEW 京農家紹介

宇治田原の土が育む宇治茶ブランドを守り続ける
お茶農家 小山さん 茶農 喜左衛門

小山さんご一家の息子さんがお話しされ小山さんご一家の息子さんがお話しされ
ている動画が掲載されていましたが、茶ている動画が掲載されていましたが、茶
農と称しておられる小山ご一家のお茶栽農と称しておられる小山ご一家のお茶栽
培にかける思いが語られていました。培にかける思いが語られていました。
宇治田原茶の有名なご一家の茶畑に飛び宇治田原茶の有名なご一家の茶畑に飛び
込ませてもらったのだと込ませてもらったのだと びっくりしてびっくりして
います。います。

◎◎ YouTube YouTube 動画動画

むすびの京農家紹介むすびの京農家紹介 茶農喜左衛門茶農喜左衛門

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
突然お願いした茶畑見学を心地よく突然お願いした茶畑見学を心地よくOKOKしていただいた小山さんご一家。していただいた小山さんご一家。
本当にうれしいお茶の山郷での出会いになりました。本当にうれしいお茶の山郷での出会いになりました。
家内などは直販もしておられると聞いて、小山さんの宇治田原茶を分けてもらって大喜び。家内などは直販もしておられると聞いて、小山さんの宇治田原茶を分けてもらって大喜び。

正寿院・宇治田原茶山郷の風景に加えて正寿院・宇治田原茶山郷の風景に加えて もう一つ小山さんの茶畑を訪ねる魅力が加わりました。もう一つ小山さんの茶畑を訪ねる魅力が加わりました。

http://musubinohttp://musubino--kyoto.co.jp/interview/kizaemon.htmlkyoto.co.jp/interview/kizaemon.html



南山城南山城 宇治茶の山郷正寿院がある「宇治田原宇治茶の山郷正寿院がある「宇治田原 奥山田集落」奥山田集落」 2017.8.15.2017.8.15.

奥山田宮垣内奥山田宮垣内 茶農小山さん一家の茶畑より茶農小山さん一家の茶畑より

小山さんの茶畑見学を終えたのが、13時半頃 満足感いっぱいで引き返すことに。
帰りに宇治田原で「宇治田原茶」を買う用がなくなったので、どこからでも帰れる。
孫が「ここまで来て まだ時間あるので ぜひ 宇治の平等院に立ち寄ってほしい」という。
それなら もと来た道を引き返すより、少し遠回りになるが、久しぶりに宇治川ライン沿い
を走って喜撰山の発電所から近畿の水がめ 天ヶ瀬ダムから宇治へ出て、平等院へと。
ちょっと遅いけど宇治まで約1時間ほど 宇治でおいしいもの食べよう・・・・と。
宇治への道を知るのは私だけなので決まり。
最も家内も孫も宇治川ラインも天ヶ瀬ダムも気乗り薄でしたが、
私にとっては この宇治川沿いは宇治から南郷まで何度も歩いた道 久しぶりです。

帰路は帰路は 北の宇治川ラインに出て、天ヶ瀬ダム・宇治の平等院に立ち寄って帰ることにしました北の宇治川ラインに出て、天ヶ瀬ダム・宇治の平等院に立ち寄って帰ることにしました



南郷洗堰南郷洗堰
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北の宇治川ラインに出て、天ヶ瀬ダム・宇治の平等院に立ち寄って帰る北の宇治川ラインに出て、天ヶ瀬ダム・宇治の平等院に立ち寄って帰る

宇治川宇治川 天ヶ瀬ダム天ヶ瀬ダム

宇治田原宇治田原
宇治平等院宇治平等院

5.5. 帰りに立ち寄った宇治川帰りに立ち寄った宇治川
1.1. 関西の水がめ関西の水がめ 放水中の宇治川天ヶ瀬ダム放水中の宇治川天ヶ瀬ダム
2.2. 宇治平等院宇治平等院



5.5. 帰りに立ち寄った宇治川帰りに立ち寄った宇治川
1.1. 関西の水がめ関西の水がめ 放水中の宇治川天ヶ瀬ダム放水中の宇治川天ヶ瀬ダム

ダムサイドでダムサイドで 今今 33門全開で放水中門全開で放水中
まもなく終わると聞き、大急ぎでダムサイトへまもなく終わると聞き、大急ぎでダムサイトへ
びっくりする迫力びっくりする迫力!!!!

不安定な天候が続く今年の不安定な天候が続く今年の88月月
今日もくるくる変わる天候で、琵琶湖にも大量の今日もくるくる変わる天候で、琵琶湖にも大量の
雨が降っての緊急放水か・・・・・雨が降っての緊急放水か・・・・・
ダムダム33門の放水門の放水 初めて初めて

関西の水がめ関西の水がめ 放水中の宇治川天ヶ瀬ダム放水中の宇治川天ヶ瀬ダム 2017.8.15.2017.8.15.



関西の水がめ関西の水がめ 放水中の宇治川天ヶ瀬ダム放水中の宇治川天ヶ瀬ダム 2017.8.15.2017.8.15.



関西の水がめ関西の水がめ 放水中の宇治川天ヶ瀬ダム放水中の宇治川天ヶ瀬ダム 2017.8.152017.8.15..



関西の水がめ関西の水がめ 放水中の宇治川天ヶ瀬ダム放水中の宇治川天ヶ瀬ダム 2017.8.15.2017.8.15.



関西の水がめ関西の水がめ 放水中の宇治川天ヶ瀬ダム放水中の宇治川天ヶ瀬ダム 下流側下流側 2017.8.15.2017.8.15.



関西の水がめ関西の水がめ 放水中の宇治川天ヶ瀬ダム放水中の宇治川天ヶ瀬ダム ダム堰堤を渡って反対側からダム堰堤を渡って反対側から 2017.8.15.2017.8.15.



関西の水がめ関西の水がめ 放水中の宇治川天ヶ瀬ダム放水中の宇治川天ヶ瀬ダム ダム堰堤を渡って反対側からダム堰堤を渡って反対側から 2017.8.152017.8.15..









放水中の宇治川天ヶ瀬ダム放水中の宇治川天ヶ瀬ダム
すごい迫力に圧倒されましたすごい迫力に圧倒されました 2017.8.152017.8.15..

天候急変が続く雨の季節天候急変が続く雨の季節 今日も琵琶湖には大量の水が流入しているのだろう今日も琵琶湖には大量の水が流入しているのだろう
久しぶりに見る琵琶湖・淀川水系の生命線久しぶりに見る琵琶湖・淀川水系の生命線 天ヶ瀬ダム天ヶ瀬ダム
ダム堰堤の両側の端には今も堰堤を監視する人がいて、防備は万全ダム堰堤の両側の端には今も堰堤を監視する人がいて、防備は万全



宇治平等院鳳凰堂宇治平等院鳳凰堂 2017.8.15.2017.8.15.
宇治の街にはやっぱり観光客でいっぱい宇治の街にはやっぱり観光客でいっぱい 渋滞に巻き込まれて渋滞に巻き込まれて
平等院に入れたのは平等院に入れたのは 16:0016:00ちょっと前ちょっと前 残念ながら内部へは入れず残念ながら内部へは入れずででしたした

5.5. 帰りに立ち寄った宇治川帰りに立ち寄った宇治川
2.2. 宇治平等院宇治平等院



宇治平等院鳳凰堂宇治平等院鳳凰堂 2017.8.15.2017.8.15.



宇治平等院鳳凰堂の阿弥陀様宇治平等院鳳凰堂の阿弥陀様 2017.8.15.2017.8.15.



宇治平等院鳳凰堂宇治平等院鳳凰堂 2017.8.15.2017.8.15.



京都府の東南部京都府の東南部 宇治茶の山郷宇治茶の山郷

宇治田原宇治田原 奥山田集落の正寿院を訪ねる奥山田集落の正寿院を訪ねる 2017.8.15.2017.8.15.
集落の一番奥集落の一番奥 集落を見守る位置に小さな集落の檀家寺「正寿院」が見える集落を見守る位置に小さな集落の檀家寺「正寿院」が見える
この寺のハート型をした格子窓から眺める景色にこの寺のハート型をした格子窓から眺める景色に 心癒されるという心癒されるという

高校生の孫が教えてくれて、連れて行けという。高校生の孫が教えてくれて、連れて行けという。
久しぶりの宇治川界隈久しぶりの宇治川界隈 興味津々で出かけました興味津々で出かけました

1.1. Google EarthGoogle Earth Street ViewStreet Viewでで 宇治田原宇治田原 正寿院への道をたどる正寿院への道をたどる

2.2. 正寿院の風鈴祭り正寿院の風鈴祭り

3.3. 正寿院正寿院 客殿の猪目窓から眺める夏客殿の猪目窓から眺める夏

4.4. 正寿院のある山郷正寿院のある山郷 奥山田の茶畑奥山田の茶畑

5.5. 帰りに立ち寄った宇治川帰りに立ち寄った宇治川

1.1.関西の水がめ関西の水がめ 放水中の宇治川天ヶ瀬ダム放水中の宇治川天ヶ瀬ダム 2.2.宇治平等院宇治平等院

奥山田宮垣内奥山田宮垣内 茶農小山さん一家の茶畑より茶農小山さん一家の茶畑より

孫に教えてもらって孫に教えてもらって 出かけた一日出かけた一日 予期せぬうれしい一日でした。予期せぬうれしい一日でした。

2017.8.15.2017.8.15. MutsuMutsu NakanishiNakanishi

【【参考参考 宇治川界隈宇治川界隈 Country Walk  by Country Walk  by MutsuMutsu NakanishiNakanishi

1. 京都 桜Walk 2012  宇治平等院の桜 2012.4.12.
http://www.infokkkna.com/ironroad/2012htm/walk9/1205kyosakura00.htm

2. 関西最初の大型揚水発電所 「喜撰山発電所」を訪ねて 宇治川Walk 2009.5.10. 
http://www.infokkkna.com/ironroad/2009htm/iron5/0906kisenyama00.htm



南山城南山城 宇治茶の山郷宇治茶の山郷

宇治田原宇治田原 奥山田奥山田 正寿院正寿院
2017.8.15.2017.8.15.



宇治茶の山郷宇治茶の山郷 正寿院がある「宇治田原正寿院がある「宇治田原 奥山田集落」奥山田集落」 2017.8.15.2017.8.15.

集落の一番奥集落の一番奥 集落を見守る位置に小さな集落の檀家寺「正寿院」が見える集落を見守る位置に小さな集落の檀家寺「正寿院」が見える
緑茶発祥の地緑茶発祥の地 宇治田原の古い茶畑が点在する美しい山郷宇治田原の古い茶畑が点在する美しい山郷

家並みの中を歩いていて家並みの中を歩いていて 古い精霊送りをする村人の姿にも出会いました古い精霊送りをする村人の姿にも出会いました

奥山田宮垣内奥山田宮垣内 茶農小山さん一家の茶畑より茶農小山さん一家の茶畑より

京都府東南部の山間京都府東南部の山間 宇治茶の茶どころ「宇治田原」宇治茶の茶どころ「宇治田原」 この町の形はハートこの町の形はハート
この宇治茶の山郷にこの宇治茶の山郷に ハート形をした格子窓から眺める景色にハート形をした格子窓から眺める景色に
心癒される小さな寺がある心癒される小さな寺がある
ちょっと交通の便が悪いですが、おすすめですちょっと交通の便が悪いですが、おすすめです


