
            TTC ゆった～り山行実施記録表 ２０２１年 11 月 24 日 報告者： Y.M (1/6) 

山行名 
近江路紅葉ウォ－キング (湖東三山・安土城址・安土城天守信長の館・近江八幡・浮御

堂・雄琴温泉・西教寺・日吉大社・三井寺(園城寺)・石山寺) 

実施日 令和３年年 11月 17日(水)～19 日(金) ２泊３日  レンタカ／ハイエ－ス利用 

天候／参加人員 天候：３日間とも晴れ レベル：★  参加者:申込 14 名／実施 9名（男 3名／女 6名） 

ﾊﾟｰﾃｨｽﾀｯﾌ 省略 

参加メンバ 省略 

費用 

一人当たり： 

５７，０００円 

 

収支明細内訳を

最終ペ－ジに添

付してあります。 

約 57,000 円（交通費￥17,760+宿泊費￥32,560+拝観料・駐車料￥5,900+雑費￥780） 

① 交通費 ﾊｲｴ-ｽﾚﾝﾀﾙ料@17710x3、ﾄﾞﾗｲﾊﾞ謝礼＠20000ｘ3+早朝加算\2000+距離加算＠1000 

ｘ2+宿泊加算＠2000ｘ2）\68,000、高速料金（往路\10,200+帰路\10,860+琵琶湖大橋\120）

\21,180、燃料代(＠140ｘ1000/8)\17,500/交通費総計\159,810⇒@17,760、②宿泊代（休暇村近江

八幡\162,500+雄琴温泉木もれび\130,500）\293,000/9⇒@32,560、③拝観料･駐車料金\53,200⇒

@5,910、④雑費(ﾋﾞｰﾙ代・通信費)\6,990⇒@780/総費用(①＋②+③+④)\513,000⇒＠57,000/人、   

集金：￥513,000（@57,000x9 人）－総費用：￥513,000＝残金０ 

行動時間＆歩行

数 

11/17 （厚木⇒湖東三山⇒休

暇村近江八幡） 

11/18 （安土城址・信長の館⇒近

江八幡⇒浮御堂⇒雄琴温泉） 

11/19 （西教寺⇒日吉大社⇒三井

寺⇒石山寺⇒厚木） 

 行動時間 歩行数 行動時間 歩行数 行動時間 歩行数  

計画 ～4時間 － ～4時間 － ～3．5時間 － 

実行 ３：１１ ～11,000歩 ６：０７ ～13,000歩 ３：５５ ～12,000歩 

 コ－スタイム  

◆11/17 (水) 天候:終日晴（往路ｱｸｾｽ：厚木鳶尾⇒湖東三山西明寺(～390km) 6：18（含休憩 4 回/1：35））       

   2 人                                   東名（工事区間）  新東名（1 回目休憩）    （2 回目休憩） 

始発鳶尾（荻野新宿･及川中原･林･旧ﾖ-ｶﾄﾞ前）＝＝厚木 IC＝東名厚木ﾊﾞｽ停＝＝御殿場 JCT＝＝駿河湾沼津 SA＝＝浜松 SA＝＝ 

5:00                      5:15         5:20      5:25           6:06         6:18/6:43      7:52/8:06  

(3 回目休憩) 名神（4 回目休憩＆昼食）         (40分)    (96 分)      (55 分) 

 ＝守山 PA＝＝多賀 PA＝＝湖東三山 SIC＝＝西明寺＝＝金剛輪寺＝＝百済寺＝休暇村近江八幡(泊)  ﾃﾞｨﾅ-ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ：～17:30 

9:13/9:25    10:25/11:09   11:18       11:23/12:03  12:10/13:46  14:08/15:03    16:00到着 

◆11/１8（木） 天候：晴 （休暇村近江八幡⇒雄琴温泉～100km） 

  朝食 7:15～    （400 段の石段を登り城郭一周） （再現安土城天守閣･発掘調査展示物見学）   （昼食八幡堀･旧街並み散策/119 分）   

休暇村近江八幡＝＝安土城址駐車場＝＝安土城天守閣信長の館･考古博物館＝＝近江八幡日牟礼茶屋・八幡堀・街並散策＝＝ 

 8:57         9:15/11:27            11:33/12:34                           12:11/15:10 

 さざなみ街道  （お土産購入/38 分）       (１７分)              

＝＝＝＝道の駅びわ湖大橋米ﾌﾟﾗｻﾞ＝＝浮御堂＝＝雄琴温泉湯の宿木もれび(泊)    夕食(ｼｬﾌﾞｼｬﾌﾞｺ-ｽ)18：30～ 

         15:35/16:13           16:23/16:40     17:10到着 

◆11/19(金) 天候：晴後薄曇 (帰路ｱｸｾｽ時間：石山寺⇒厚木鳶尾４００km)6：28(含休憩 4回/1：17)) 

朝食 7:30～    (61分)     (44分)      (78分)         (51分)        名神         (遅昼食 34分)新名神   伊勢湾湾岸道 

木もれび＝＝＝西教寺＝＝日吉大社＝＝園城寺(三井寺)＝＝石山寺＝＝瀬田東 IC＝草津 JCT＝＝土山 SA＝＝四日市 JCT＝＝ 

 8:40       8:55/9:56  10:03/10:47     11:06/12:24     12:56/13:47    13:55             14:26/15:00    15:25 

渋滞~10 分       新東名  （2 回目休憩） (3 回目休憩)  （4 回目休憩） 

豊田 JCT＝＝豊田東 JCT＝＝岡崎 SA＝＝浜松 SA＝＝駿河湾沼津 SA＝＝厚木ﾊﾞｽ停＝＝厚木 IC＝＝旧ﾖ-ｶﾄﾞ-前＝＝終点鳶尾 

16:04       16:05       16:10/16:27  17:08/17:25     6:39/6:48        19:40       19:45      19:55       20:15 到着 

    コースの概要、特記事項、反省事項等                  

◆計画立案の経緯：ｺﾛﾅﾜｸﾁﾝの接種が進み、2021 年秋にはｺﾛﾅ感染が収束に向かうとの楽観的予想に基づき、

人出の少ない紅葉の名所を巡り、うまいものを食し、温泉に浸かり、現地までは自動車でﾞｱｸｾｽできて、2 泊 3 日行

程でｳｫ-ｷﾝｸﾞできる候補地として、近江路にﾀｰｹﾞｯﾄを定め､ｼﾆｱﾒﾝﾊﾞの賛同を得て、4 月頃から計画の具体化を進

めた。新東名高速道路が豊田東まで開通してから、立案者は 2度ほど琵琶湖周辺をﾏｲｶ-でﾄﾞﾗｲﾌ旅行ﾞした経験か

ら、現地の滋賀県までは厚木から約 400km あるが、5 時間余りで到着でき、創建千年を超える名刹･古刹、安土城

址に代表される信長、秀吉、光秀にまつわる史跡、湖東三山や石山寺等紅葉の名所、日本三大和牛「近江牛」をﾒ

ｲﾝﾀ-ｹﾞｯﾄとした。実施時期を紅葉最盛期の 11/中旬の平日とし、近江八幡と雄琴温泉に 10 名以上がﾘｰｿﾞﾅﾌﾞﾙな

料金で宿泊できる宿泊先を最初に確保したうえで、計画書を作成し、7月例会締切で募集したところ、募集 8名に対



し、ｼﾆｱﾒﾝﾊﾞ 11人、非ｼﾆｱﾒﾝﾊﾞ 3名からｴﾝﾄﾘ-があった。とりあえず、｢古参・高年齢ｼﾆｱﾒﾝﾊﾞ優先｣の優先順で 8名

を選び、残り 6名をｷｬﾝｾﾙ待ち 1 番から 6番と決め、実施 1ケ月前頃になって、実施時のｺﾛﾅ感染が   （2/6） 

収束に向かうとの予測が確実にできたことから、参加人数を増やす方向で見直すことにした。最終的に、ｼﾆｱﾒﾝﾊﾞ 8

名と非ｼﾆｱﾒﾝﾊﾞ 1 名の 9名で実施することにした。 

この時期、旧東名高速道路や伊勢湾湾岸道、名神道の各所で、補修工事による通行止めや車線規制による渋

滞が頻発していたことから、渋滞に遭わないよう、渋滞状況(発生場所と時間帯、渋滞程度)の継続的な watch を行

い、その結果に基づいて、高速道ﾙ-ﾄ選択や出発時間の 30 分前倒し等の計画見直しを実施した。 

◆11/17(水)： 始発鳶尾を 5:00AMに 14 人乗ﾊｲｴ-ｽで出発。途中 5 カ所で参加ﾒﾝﾊﾞを pick-up。大井松田 IC先の

左ﾙ-ﾄ 2 車線全面通行止めの難所を無事通過し、御殿場 JCT から新東名道に入り、駿河湾沼津 SA で最初の小

休憩。新東名の開通区間(御殿場 JCT-豊田東 JCT)199.9km のうち、3 車線工事が完了している御殿場 JCT-浜松

いなさ JCT 間 144.7km の制限速度が 120km/h になったことで、目的地までの 400Km の正味走行時間が、渋滞に

遭わなければ、4 時間弱に短縮された。とはいえ、120km/h の高速走行中に事故を起こせば、命に係わる大事故

間違いなしだ。また、途中 10 カ所ほどある JCT のうち、名古屋附近の数カ所のＪＣＴは構造が複雑で、ｶｰﾅﾋﾞがあ

っても、地理に不案内だと間違いやすい。400km のﾛﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞであることも考慮し、助士席に座るＣＬが、ﾄﾞﾗｲﾊﾞに

随時適切な指示を出す等、両者が協力し合って安全運転に徹することが必須である。そこで、2 人とも疲労回復ﾄﾞﾘ

ﾝｸ剤を飲んで気合を入れ、1 時間走行毎に 15 分休憩を徹底した。その結果、鳶尾を出発し、名神高速湖東三山

SIC まで、4 回/合計 95 分の休憩時間を合わせ、6 時間 18 分で、ほぼ計画書通りの 11:18AM に無事目的地到着

できた。 

 名神高速道を出る直前の多賀 SA で、早昼食を摂ってから、最初の目的地、湖東三山｢西明寺｣(834 年創建の天

台宗古刹、紅葉の名所)に到着。参道横の駐車場に車をつけると、鮮やかな紅色に色づいた紅葉の景色を観て、今

年のﾓﾐｼﾞの色づき・時季ともﾊﾞｯﾁﾘ当たりと直感。今年の秋は、暖かい日が続く中で、10/下旬に寒波が襲い、紅葉

する間もなく、標高 1500m以上の山地に降雪がある等、異常な天候で、紅葉の色づきが気になっていたが、近江路

の紅葉の色づきは問題なさそうなのを確認できて、安堵した。 

 中門を潜って庭園に入ると、桜の花をつけた大樹と紅葉の珍しいｺﾗﾎﾞﾚ-ｼｮﾝ。この冬桜は、天然記念物指定の西

明寺不断桜といい、春秋冬と 1 年に 3 回花を咲かせるという。石組と心字池が見事な国指定の名勝庭園「蓬莱庭」 

を鑑賞してから、山道をひと登りして、紅葉に彩られた本堂（鎌倉時代初期建立の国宝指定第 1 号)、三重塔(鎌倉

時代後期建立の国宝)、二天門(室町時代初期建立の重文)へ。かつて天台宗のこの寺の山内には、17 の諸堂と

300 に及ぶ僧坊があったそうだが、織田信長の比叡山焼討ちの直後に、織田軍に焼き討ちされ、僧坊は悉く焼失し

たが、最奥に位置する、本堂や三重塔は火難を免れ、多数の仏像とともに現存しているという。本堂内に安置され

ている薬師如来像、二天王立像、日光･月光菩薩像、十二神将像等の平安～鎌倉時代作の多数の仏像群を拝ま

せてもらった。帰路は、紅葉に彩られた石段と緩やかな下り坂を下って、約 40 分間の西明寺参拝を終えた。 

 次の訪問は車を南に 7分走らせた場所に位置する金剛輪寺。寺前の大駐車場は、大型ﾊﾞｽを交え、多くの車で埋

め尽くされていた。この寺は 741 年行基によって開山され、850年に天台宗の大寺となり、数百の僧坊があったとい

う。1573 年、近江国守護大名六角義賢に味方したとして、織田信長によって、百済寺とともに、焼討ちに遭い、僧坊

は悉く焼き払われたが、当山僧侶の機知により、本堂(1288 建立の国宝)、三重塔(1246 年建立の重文)、二天門(室

町時代建立の重文)等が難を逃れ、現存している。本堂には、行基作とされる本尊聖観世音菩薩像をはじめ、阿弥

陀如来像、不動明王像、毘沙門像、四天王像、大黒天、十一面観音像等の主として鎌倉期に作成された重文指定

の仏像群が多数祀られており、至近まで近づいてじっくり鑑賞させてもらった。 

 入口の黒門から、本堂まで、2ｋｍほど続く長い長い上り坂と石段の参道の両側には、千躰地蔵が並び、二天門を

潜った先に佇む本堂や三重塔の周りには、古来より血染めの紅葉と呼ばれる、色鮮やかﾓﾐｼﾞが林立している、見

事な紅葉の景観に感激し、ﾒﾝﾊﾞ全員がｶﾒﾗやｽﾏﾎで、場所を変えｱﾝｸﾞﾙを変え、紅葉の写真撮影に熱中していた。

本堂まで登り、仏像群を拝顔したあと、足を延ばして三重塔を見学してから、駐車場に戻るまでに、湖東三山最長

の 96 分を要した。 

 三山最後の百済寺は、南に車を 30 分走らせた鈴鹿山脈の西山腹に位置する。百済寺は聖徳太子の命によっ

て、606 年に創建された近江国最古の寺とされ、平安中期以降、天台宗の寺院として、一千坊を擁する大寺院にな

った。そんな百済寺の景観を、ｲｷﾞﾘｽ人宣教師ﾙｲｽ･ﾌﾛｲｽが帰国後に「地上の楽園」と賞賛したという。山麓に位置

する山門(赤門)から長い上り坂の参道が続き、その左側に僧坊が立ち並び、要塞を思わせる大伽藍だった。しか

し、これまで戦火や火災に 6 度も見舞われ、とどめを刺したのが、天正元年(1573 年)4 月の信長による焼討ちで、

壮大な伽藍は悉く廃塵に帰した。百済寺近くの鯰江城に立てこもる六角義賢の子｢義治｣を信長軍が猛攻すれど一

向に落ちない原因が、天台宗総本山延暦寺を焼き払った直後であるにもかかわらず、信長の命に逆らって、百済

寺の僧侶達が密かに鯰江城に兵糧を運び込み、籠城する六角勢の妻子を百済寺内に匿っていることを知った信長

が、百済寺を悉く焼き払い、それまで一大景観を誇った百済寺は石垣と、二百坊跡、七百坊跡の地名を残すのみ

の廃墟と化してしまった。 



 徳川が天下を取ったのちの 1650年、広大な石垣遺構の中に、本堂、仁王門や本坊｢喜見院｣が再建され、百済寺

が復活した。特に再建された本坊喜見院は、滋賀県随一の池泉回遊式鑑賞庭園として知られ、また、「天下遠望の

名園」とも称され、日本紅葉名所百選に選ばれている紅葉の名所として全国的に知られている。 

 我々は、赤門と本堂のほぼ中間に位置する本坊喜見院下の駐車場に車を留め、売店店頭に並ぶ松茸  （3/6） 

の強烈な香りを嗅ぎながら、本坊喜見院の天下望遠の名園に向かった。途中、近江清酒発祥の酒「百済寺樽」を販

売しているのが目についた。かつて、百済寺の僧坊酒「百済寺樽」として作られていたそうだが、焼討ちによって途

絶えていたものを、350年後の 2017 年に復活させた清酒で、百済寺でしか入手できないﾚｱものだという。 

 本坊喜見院の庭園に入ると、色鮮やかなﾓﾐｼﾞに彩られた回遊式日本庭園。池の中に設えられた踏み石を渡り、

濡れ縁に腰を下ろして､松の緑とﾓﾐｼﾞの紅のｺﾝﾄﾗｽﾄが見事な庭園を愛でる観光客に交じり、しばし休憩。庭園の裏

手の斜面に登ると、この庭の愛称となっている「天下遠望の名園」の由来となる遠望台がある。眼下には、喜見院

の瓦屋根の合間に紅葉樹が見事に配置された庭園、視線を上げると、近江平野が広がり、その先に独立峰の三上

山(近江富士 432m)や長命寺山(333m)等の峰々の間から琵琶湖が垣間見え、彼方にはﾋﾟﾗﾐﾀﾞﾙな比叡山とその右

に連なる比良の峰々の大ﾊﾟﾉﾗﾏが広がる。これが天下遠望の景色の由来のようだ。 

 高い石垣を見上げながら、表参道の石段を登り、門柱の左右に大きな草履か下がった仁王門を潜ると、1650 年

に再建された本堂(重文指定)に到着する。これが、五木寛之の｢百寺順礼｣の中で、「石垣にそびえる空中楼閣」と

形容された百済寺本堂のようだ。傍には、信長の焼き討ちの猛火に耐えて見事蘇生した千年菩提樹。こんな大樹

の菩提樹は初めて見た気がする。 本堂の中に入ると、焼討ちの際、何とか持ち出して焼失を免れた、本尊十一面

観音(秘仏)の前立十一面観音像と並んで、平安末期～鎌倉初期に活躍した院派仏師作と伝わる如意輪観音半跏

思惟像と聖観音像が並ぶ。この 2 つの観音像は、我国に現存する美仏の代表とされ、信心深い方や仏像ﾏﾆｱにと

っては、一生に一度は何としても拝見したいと願う観音様だという。 TTC ﾒﾝﾊﾞも至近距離から、神々しい美貌の観

音様のお姿を存分に堪能させていただいた。 

 美しい観音様のお姿を拝して、身も心も清々しい気分で、湖東三山最後の参拝を終えて、駐車場に戻った時刻が

3：03pm。この先 10km の位置に、近江路の紅葉の名所として知られる臨済宗永源寺派総本山「永源寺」があり、少

し無理をすれば立ち寄りも可能であると思ったが、今朝は午前 4 時起きして行動していることから、永源寺訪問は

割愛して、今夜の宿泊地「休暇村近江八幡」に向かい、温泉に浸かってゆった～りのんびりくつろごうというＣＬの提

案に、ﾒﾝﾊﾞ全員から賛同いただいた。 

 車を 1時間弱走らせ、今夜の宿泊地、休暇村近江八幡」西館に 4:00pm丁度に到着。目の前には、琵琶湖有数の

湖水泳場「宮ヶ浜」の白い砂浜が広がり、沖には、琵琶湖唯一の人の住む沖島が浮かび、穏やかな湖面に無数の

水鳥が遊ぶ、風光明媚なﾛｹ-ｼｮﾝ抜群の景勝地だ。全部で 6 室しかない 10 畳和室 4 室に、ﾄﾞﾗｲﾊﾞを含めた 10 名

が 2 名と 3 名に分かれて落ち着いた。各部屋でひと休み後、早速温泉に浸かって、早朝からの行動で疲れた身体

を存分に癒した。 

 楽しみにしていた日本三大和牛｢近江牛｣食べ放題のﾃﾞｨﾅ-ﾊﾞｲｷﾝｸﾞは 5：30pm 開始。広々としたﾚｽﾄﾗﾝの一角に

セットされた 10 人分のﾃ-ブルに陣取り、早速、近江牛を味わった。個人専用の鉄鍋で炊く、お代わり自由の近江牛

すき焼き、ｺｯｸが鉄板の上で焼いて提供されるﾗﾝﾌﾟｽﾃ-ｷ、その他、ﾛｰｽﾄﾋﾞ-ﾌやﾋﾞｰﾌｼﾁｭ-、ﾛｰｽﾄﾋﾞ-ﾌの握りずし、

天ぷらや野菜ｻﾗﾀﾞ、ﾃﾞｻﾞ-ﾄ、ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ等がﾊﾞｲｷﾝｸﾞﾒﾆｭ-として並んでいた。 

 美しいｻｼが入ったすき焼き用の近江牛肉、口に入れた途端に、口の中でｽ-と溶けて、上等な脂の旨味が口中に

拡がる。さすが豊臣秀吉も好んで食したといわれる数百年の歴史を誇る近江牛だ。女性陣もすき焼き鍋をお代わり

して、4～5 枚（～200g？）は、食べたのではないか。ﾗﾝﾌﾟの焼肉は一人 2 枚（～100g？）食したが、肉が薄くて、熱

が芯まで入り、食感は今一つ。もう少しﾚｱ-に仕上げてほしかった。5:30pm から始めたﾃﾞｨﾅ-ﾊﾞｲｷﾝｸﾞは 7:30pm 頃

お開きに。皆さん、近江牛の味を存分に堪能していただけたようだが、幸い食べ過ぎて、体調を悪くしたﾒﾝﾊﾞはいな

かった。さすが大人の対応をして頂いた。全員 9:00pm ころまでには、眠りについたようだ。布団は、できるだけ離し

て敷き、頭を互い違いにするなど、できるだけｿｰｼｬﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽを確保するよう、工夫していただいたようだ。 

◆11/18(木)：本日の移動は 100km足らず。今朝は宿で少しのんびりして 9時に出発し、車で 20分の距離にある安

土城趾（国指定特別史跡）へ。まだ朝が早いせいか、中学生の遠足と思われる団体がいたが、大手門口の大駐車

場に駐車する車は、まばらだった。一人 700 円の拝観料を払って（一昨年までは無料だった）、大手門口から入場

すると、標高 199mの安土山頂上に位置する天守閣跡まで 400段/標高差約 110mの大手道の石段が延々と続き、

その両側には、石垣が段々に積み上げられた大名屋敷跡。一見したﾒﾝﾊﾞは、そのｽｹ-ﾙの大きさに、大いに感動し

たようだ。 

 大手門を入ってすぐ左には、石垣が何層も積まれた羽柴秀吉邸跡、その右側は前田利家邸跡、その上部には、

徳川家康邸跡（現在は摠見寺仮本堂がある）が続く。幅が 10m もあろうかという石段を登ってゆくと、石段のところ

どころに、石仏が使われていることがわかる。信長が時の将軍足利義昭を擁して入京入し、畿内をほぼ手中に収め

た、天正 4年(1576 年)、羽柴長秀を総奉行として、この地に築城を開始し、わずか 3 年後の天正 7 年(1579年)5月

に、我国で初めての天守閣を有する平山城「安土城」を完成させた。短期間で完成させるため、大量に必要だった



石積みの石は、焼討ちによって、廃墟と化した百済寺跡等から調達したようで、その中に石仏等の石も混じり、その

石が石段の石として使われたようだ。 

黒金門跡を通って、二の丸跡に登り、信長公本廟を参拝した。秀吉が、この地に信長の遺品(太刀、烏帽子、直

垂など)を埋葬して、本廟とし、本能寺変から 1 年後の天正 11 年 6 月 2 日に織田一族や家臣を集め、盛大な一周

忌法要を行ったと伝えられている。今は広場となっている本丸跡から天守閣跡に登った。今は背丈ほどの   

（4/6） 

高さの石垣に囲まれた東西、南北それぞれ 28m の台地に礎石が 1.2m 間隔で、整然と並ぶだけであるが、この部

分が穴蔵(地階)にあたり、この上に、五層七階、高さ 46m の豪壮な金ﾋﾟｶの天守が聳えていたという。このような木

造高層建築は我国初であり、宣教師ﾙｲｽ･ﾌﾛｲｽによれば、ﾖ-ﾛｯﾊﾟにもあると思えない豪壮な天守だったという。 

天守の石垣に登ると、眼下に琵琶湖や彦根、長浜の街並み、、左手には伊吹山が見渡せた。築城当時は、大手

門の南のみ開けた平地であったが、残る三方は琵琶湖の内湖に囲まれた要衝の地であったという。 

帰路は、西側に方向を変え、旧摠見寺跡を経由して下山した。信長が、安土城を建設する際、余所にあった臨済

宗のこの寺をこの地に移設したという。信長に歯向かう天台宗僧侶や一向宗の信徒に対しては、容赦ない弾圧をし

たが、それ以外の宗派の寺院や神社、ｷﾘｽﾄ教には寛容だった。安土城は天正 10年(1582年)6月 2日未明の本能

寺の変後、中国毛利攻めから急ぎ戻った秀吉に、山崎の合戦に敗れた光秀が、近隣の村人に殺害された。混乱を

極めていた 6月 15日に、突如全焼し、完成してたった 3年ではかなく消滅してしまったという。火災を免れた摠見寺

は 1854 年に火災に遭い、三重塔と二王門を残して全焼して、今は廃墟となっている。本堂跡から垣間見える西側

山麓の街並みが、当時、楽市楽座が立って､繫栄したという安土の城下町の名残のようだ。 

2 時間 10分の安土城趾見学を終え、安土城天守最上階の 6階と 5階を原寸大で再現した「信長の館」に向かっ

た。この施設は、1992 年に｢ｽﾍﾟｲﾝｾﾋﾞﾘｱ万国博覧会｣日本ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝのﾒｲﾝ展示物として、当時の記録に基づき、東

大、東京芸大、京都芸大等の指導の下に、制作された展示物を、旧安土町が貰い受け、内装や外装をさらに忠実

に再現・追加して、現在の大きなﾄﾞ-ﾑ内に収容展示するようになった。 

天守 5階部分は朱塗りの八角形外壁(床面積：約 30坪)に、出土した瓦をもとに再現した庇屋根、内側は、壁と天

井は総金箔貼りで、背後の金箔の襖絵には釈迦説法図、天井には天女が飛ぶ「天人影向図」や左右に 2体の飛竜

が飛ぶ「双竜争珠図」が描かれ、朱色の漆塗り床の中心に、信長が座る、2 枚の畳が置かれいる。最上階の 6 階

は、正方形で、その外壁には、10 万枚の金箔が貼られ、金箔の鯱を乗せた大屋根が載っている。内部は、当時信

長が「狩野永徳」を中心に描かせた「金碧障壁画」(中国の故事に倣った孔子や老子図等)、金伯の格子天井には花

鳥獣画、床は黒の漆塗りと、とてつもなく豪華絢爛な造りに、特に初見のﾒﾝﾊﾞは、大いに感激したようだ。 

派手好みで、粗暴な振る舞いが目立つ信長であっても、天守 5 階の内外装は、宇宙を表す八角形の空間に、仏

教の世界観である極楽浄土の理想郷を描かせていることから、何万人もの一向宗門徒を殺害し、天台宗の寺院を

容赦せずに焼討ちした信長自身、やはり根本では、仏教思想に深く帰依していたことを窺わせるものであろう。 

 隣接する県立考古博物館にも立ち寄り、安土城趾の発掘調査で発見した出土品や、築城当時の安土城の立体

模型図などの展示物も併せて見学。合わせて 1 時間の見学を済ませて、次の目的地、近江八幡に。日牟礼八幡神

社近くの老舗「たねや日牟礼乃舎」で、看板ﾒﾆｭ-の野菜和食膳を注文。立て込んでいて、少々待たされたが、土間

中央の自在鉤の付いた囲炉裏を囲むように設えてある四方形のﾃｰﾌﾞﾙを貸切にして、ﾄﾞﾗｲﾊﾞ-を含む 10 名全員

でﾞ、近江野菜や近江八幡の代表的な食材である赤こんにゃくや丁字麩に少々の近江牛を使った料理と黒米ご飯を

おいしくいただいた。食後、日牟礼八幡神社を参拝し、近江八幡観光協会おすすめの八幡堀から、街中を一回り散

策するｺ-ｽを足早に歩いて、約 3 時間の近江八幡観光をﾌｨﾆｯｼｭとした。 

 次の立ち寄り予定先「長命寺」(619 年開山、西国 33 所霊場 31 番札所)は、標高 333m の長命山山頂付近にある

ため、表参道口から 880 段の石段登りがある。それを避けるためには、九十九折れの狭い道を 8 合目まで車で登

る必要がある。今回の 14 人乗りﾊｲｴ-ｽであれば、8 合目まで、乗り入れるのは可能だが、車のすれ違いに相当苦

労するというのが、現地で得た情報。ｶｰﾅﾋﾞの行き先ｾｯﾄﾐｽやこれまでの立ち寄り先での滞在時間超過により、時

間がかなり押してきてしまったことから、今回は長命寺の立ち寄りはあきらめ、次の目的地に急ぐことにした。 

 びわ湖を右に見ながら、湖岸に沿って、琵琶湖大橋に至る「さざなみ街道」を約 30分ﾄﾞﾗｲﾌﾞし、琵琶湖大橋を東岸

から西岸に渡って、橋のたもとの湖岸に位置する、道の駅｢琵琶湖大橋米ﾌﾟﾗｻﾞ｣で、ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞを兼ねてのﾄｲﾚ休憩。

ここには、ﾈ-ﾐﾝｸﾞの通り、関西の米どころ「近江米」や、地元の野菜、琵琶湖八珍等の魚介類加工品や近江のお土

産品を販売しており、ﾒﾝﾊﾞは、それぞれ土産の品物を購入したようだ。 

 本日最後の訪問地「満月寺浮御堂」には、混雑する幹線道路を避け、ｶｰﾅﾋﾞの指示する湖岸沿いの近道を 10 分

走り、日没間近の 4 時 20 分過ぎに到着した。浮御堂は、枝ぶりの良い松の大木の根本付近から、琵琶湖に向かっ

て、30m ほどせり出した木橋の先に幅･奥行きとも 5 間ほどの小堂（堂内には阿弥陀仏千体が安置されている）が

琵琶湖に浮かぶように祀られている。近江八景の一つ「堅田の落雁」として、古くから琵琶湖の名勝地として知られ

ており、これまで高名な俳人が多く訪れ、浮御堂の景観を詠んだ句を、境内の句碑に残している。 その中から代

表的な芭蕉の句碑《鎖（じょう）あけて 月さし入れよ 浮御堂》。 



 ここから今夜の宿雄琴温泉湯の宿「木もれび」までは一走りの距離。宿の心遣いで本館の湯元館大駐車場に車

を留め、湯元館内を通って、｢木もれび｣に 5:10pm 到着。8 畳和室 5 室に各 2 人に分散。ｱﾙｶﾘ単純温泉で汗を流し

た。6:30PMからの夕食は、用意してもらった個室でいただく。ﾒｲﾝの近江牛のしゃぶしゃぶは、肉・ﾎﾞﾘｭ-ﾑとも申し分

なし。残念な点は、料理内容の説明や料理出しのﾀｲﾐﾝｸﾞ等のきめ細かいｻｰﾋﾞｽが今一つ。どうやら従業員数が不

足しているようだ。客室は新しくきれいで気持ちよく休めた。滋賀県随一の雄琴温泉の客室 20 の小旅館に 8 畳和

室 2 名、1泊 2食付きの宿泊費が、税込み 12,900円であることを考えれば、まずまず満足できるﾚﾍﾞﾙの旅館だ。 

◆11/19(金)：最終日の本日、立ち寄り予定の 4 か所の寺社訪問を、午後 1 時頃までに済ませ、できるだけ （5/6） 

早い時刻に帰路につかなければならない。宿を 8:40AMに出発し、至近の西教寺に向かう。9 時開門直前に駐車

場に到着。本日一番の入場者となる。受付を済ませて参道に入ると、見事に色づいた紅葉のﾄﾝﾈﾙに息をのんだ。

事前に得ていた紅葉情報によれば、湖東に比べ、湖西の紅葉の色づきが遅れているとのことで、心配していたが、

しっかり色づいているﾓﾐｼﾞ並木を見て一安心した。 

200m続くﾓﾐｼﾞの参道を進んで、大本坊の受付から、本堂(1739 年上棟、重文)→客殿(伏見城から 1598 年移設、

重文)→書院→二十五菩薩と順路に従って参観した。まず、本堂の中央に鎮座する、黄金に輝く巨大な本尊阿弥陀

如来坐像（重文）に圧倒された。伏見城から移設した客殿は、桃山御殿と別称されるように桃山様式を伝える数少

ない現存建物だという。客殿には、鶴の間、猿猴の間、賢人の間､花鳥の間、上座の間、茶の間があり、襖や壁、腰

障子には部屋名の由来になっている鶴や猿猴等、狩野派の絵師が描いた豪華な絵を見学して回った。北側の廊下

に廻ると、小堀遠州作の庭園があり、客殿と書院の間にも大規模な枯山水の庭園、書院の東側には穴太衆作庭の

石庭があった。また、本堂･客殿・書院を繋ぐ回廊には、等身大の二十五菩薩の石像群が並び見応えがあった。 

 堂内参観を終えて庭に出ると、本堂横には明智光秀が寄進した鐘楼の梵鐘（平安時代作、重文）があった。もと

は坂本城の陣鐘だったものを光秀が寄進したという。墓地入口の二十五菩薩像に並んで、明智光秀・妻熙子・明智

一族の墓があり、墓前で足を止め、手を合わせた。明智光秀は比叡山焼討ちの功績により、その登山口にあたる

坂本に領地をもらい、坂本城を築城してこの地を治めることになったが、領内の西教寺が比叡山焼討ちで大きな被

害を受けたことに心を痛め、西教寺の門徒になり、この寺を明智家の菩提寺と定め、寺の復興に尽力したという。 

 次に訪れた日吉大社は坂本の比叡山ｹｰﾌﾞﾙ山麓駅近くに位置する。2100 余年前創建され、全国 3800 余社の日

吉、日枝、山王神社の総本宮であり、平安京の表鬼門鎮座社、比叡山延暦寺の守護社とされる。広大な境内には

西本宮と東本宮（本殿はいずれも国宝)の他、沢山の摂社が点在し、境内には 3000 本のﾓﾐｼﾞがあり、滋賀県有数

の紅葉の名所として知られている。 神仏習合を象徴する「合掌鳥居」と呼ばれる独特な形の山王鳥居を潜り、紅

葉に彩られた鬱蒼とした樹林の中に続く参道を辿って、東西 2 つの本宮の荘厳な本殿や点在する沢山の摂社に参

拝しながら、境内を一巡し、紅葉ｳｫ-ｷﾝｸﾞを堪能した。 

 次に訪問したのは、大津市中心に近い圓城寺（別称:三井寺）。天台寺門宗の総本山で、天智･弘文･天武天皇の

勅願によって建立された名刹で、東大寺、清水寺、延暦寺とともに、本朝四箇大寺に列せられる大寺院である。境

内に天智･天武･持統天皇の産湯に用いられた霊泉があることから三井寺とも称されている。長い歴史の中で、

度々兵火で焼失したが、豊臣秀吉や徳川家康の尽力で再興され、国宝･重文級の貴重な寺宝を多数維持してい

る。桜と紅葉の名所で、境内には西国 33 所観音霊場 14 番札所がある。 

 仁王門から入場し、釈迦堂(重文)で本尊釈迦如来に参拝。北政所の寄進により、1599 年に再建された桃山時代

を代表する建物とされる金堂(国宝)内に進み、本尊(秘仏)弥勒仏の前立に参拝し、内陣裏に鎮座する多くの仏像を

参拝。近江八景の一つ｢三井の晩鐘｣として有名な梵鐘を 2 名のﾒﾝﾊﾞが撞いた。三井寺の別称の由来となる霊泉を

覆う閼伽井屋(重文)の格子の間から、霊泉が沸く、奇妙な音を聴き、左甚五郎作の龍の彫刻を鑑賞。次に訪れた

のが霊鐘堂。「弁慶の引き摺り鐘」（重文）と名づけられた擦り傷だらけの大梵鐘は奈良時代のもので、三上山（近

江富士）の百足退治のお礼に竜宮から持ち帰ったとの伝説がある。室町初期建築の一切経蔵(重文)は、残念なが

ら、回転式の八角輪蔵が廻せなかった。紅葉に彩られた三重塔（家康寄進）を写真に収めて、参道に戻り、観音堂

方面に進むと、紅葉のﾄﾝﾈﾙ。最盛期には少し早いかな？と思われたが、きれいに色づいたﾄﾝﾈﾙを歩き、階段をひ

と登りして、観音堂の本尊如意輪観音(平安時代作,重文)を参拝した。眼下に広がる琵琶湖の景観を見ながらひと

休みしたのち、長い階段を下り、仁王門前の駐車場に戻り、1 時間 20 分の圓城寺紅葉巡りを終了した。、 

 大津市街を走り、瀬田唐橋手前を右折して、瀬田川右岸を下流に向かって 2km ほど進むと、最後の訪問地「石山

寺」に到着。石山寺の創建は、747 年聖武天皇の念持仏をこの地に安置した堂舎建立とされ、石山寺の寺名は、境

内の珪灰岩の奇岩（天然記念物）に由来し、花の寺、西国 33 所観音霊場 13 番札所としても有名である。また、紫

式部が源氏物語の構想を練るため、この寺の本堂に 7 日間参籠し、眼下の瀬田川に映える十五夜の月を眺めて

いた式部の脳裏に一つの物語が浮かび、源氏物語「須磨巻」に登場する「今宵は十五夜なりけりと思い出でて、殿

上の御遊恋ひしく・・・・」と書き綴ったと伝承されている。 

東大門(重文)を潜り、参道に進むと、まさに見頃を迎えたﾓﾐｼﾞのﾄﾝﾈﾙ。石段を登って、舞台造の本堂（滋賀県最

古の木造建築、国宝）を参拝。本尊如意輪観音菩薩は 33 年に一度開帳される秘仏だそうだ。本堂横の紫式部が

参篭したという部屋を外から見学してから、経蔵、宝蔵、多宝塔、月見亭、御影堂等を巡って、石山寺参拝を終了。 



2泊 3日の近江路紅葉ｳｫ-ｷﾝｸﾞの全行程を無事終了し、1:47PM帰路に就く。瀬田東 ICから名神･新名神高速に

入り、最初の休憩ﾎﾟｲﾝﾄ土山 SA で遅い昼食を摂った。帰路は、鈴鹿ﾄﾝﾈルを通って三重県に入り、伊勢湾湾岸道

路を通過して、豊田東 IC で新東名高速道路に入るﾙ-ﾄにした。伊勢湾湾岸道路と東名高速綾瀬 SIC 付近での改

修工事による車線規制で、渋滞発生が予想されていたため、途中、渋滞情報を何度も確認しながら進んだが、結

果的に大した渋滞に遭うこともなく、往路と同様、4 回の途中休憩を含め、往路より+10 分増の 6：28 を要して、終点

厚木市鳶尾に 8:25PMに無事帰着できた。ｺﾛﾅ禍の往復 1000kmに及ぶﾊｲｴ-ｽ利用の旅。交通事故や予期せぬ渋

滞等のﾘｽｸはあったが、万全の準備とﾄﾞﾗｲﾊﾞとﾅﾋﾞｹﾞ-ﾀ連携の安全運転の徹底により、楽しく思い出深い旅にでき

た。 
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【支出の部】 2021.11.19　会計係

費目 内訳 金額
一人当たり費

用（参加9人）
備考

①交通費

ハイエ－スレンタル料金 17,710ｘ3日分 53,130

ドライバ謝礼

基本20,000ｘ3日+距離加算1,000

ｘ2日+早朝加算2,000+宿泊加算

2,000ｘ2泊

68,000

11/17 高速料金(往路:厚木⇒湖東三山SIC） 中型　10,200 378.7km/所要時間~6時間（～4時間+休憩時間）

11/19 同上帰路(帰路:瀬田東IC⇒厚木） 同上　10,860 386.9km/所要時間～6時間(~4.5時間+休憩時間）

11/18 琵琶湖大橋通行料 同上　ETC　120 ETC割引き（\150⇒\120)

燃料代(軽油＠140/燃費8km/㍑)

11/17:450km､11/18:100km､

11/19:450km

＠140ｘ1000/8 17,500

①交通費合計 159,810 17,760

②宿泊代

11/17

休暇村近江八幡（西館10畳和室4室/

近江牛食べ放題ディナ－バイキング

プラン）

16,700ｘ2人x2部屋、

15,700ｘ3人ｘ2部屋、

入湯税150ｘ10人

162,500

紅葉ハイシ－ズン期のため､通常期より

10％高額のうえ､割安なQ会員料金設定が

なく､通常期のQ会員価格より～20％高

11/18

雄琴温泉湯の宿「木もれび」（8畳

和室5室/近江牛しゃぶしゃぶプラ

ン)

宿泊代：12,900ｘ10人、

入湯税150ｘ10人
130,500

ハイクラス旅館「湯元館」の別館で、コ

ストパフォ－マンスが良い。公式表示料

金から、@800円値引き。8畳和室に2人

②宿泊代合計 293,000 32,560 ドライバの宿泊代金を含む

③拝観料・入場料・駐車料金

湖東三山　西明寺　拝観料 600ｘ9人 5,400 600 駐車場無料、普通拝観のみ

同上　　　金剛輪寺　拝観料 600ｘ9人 5,400 600 駐車場無料

同上　　　百済寺　拝観料 600ｘ9人 5,400 600 駐車場無料

安土城址拝観料 700ｘ9人 6,300 700 総見寺管理(右上)の無料駐車場利用

信長の館･安土城考古博物館共通券 900x9人 8,100 900 駐車場無料

満月寺浮御堂　拝観料 300ｘ9人 2,700 300 駐車場無料

西教寺　拝観料 500ｘ9人 4,500 500 無料駐車場利用

日吉大社　入場料 300ｘ9人 2,700 300 境内駐車料込

園城寺(三井寺）駐車料金 \500 500 56 寺の有料駐車場利用

園城寺（三井寺）　拝観料 600ｘ9人 5,400 600 普通拝観のみ

石山寺駐車料金(小型ﾊﾞｽ料金適用) \1,400 1,400 156 寺の有料駐車場利用

石山寺　拝観料 600ｘ9人 5,400 600 普通拝観のみ

③拝観料・駐車料金等合計 53,200 5,910

④その他雑費

通信費 2,820 310 計画立案兼CLが受領

乾杯用ﾋﾞ-ﾙ代　①1泊目／②2泊目： ①@610ｘ3本/②＠780ｘ3本 4,170 460 ビ－ル中瓶　各3本

④その他雑費合計 6,990 780

⑤費用合計（①+②+③+④） 513,000 57,000

【収入の部】

項目 内訳 金額
一人当たり徴

収金額

メンバからの徴収額 57,000ｘ9人 513,000 57,000

　　収入：513,000　　－ 支出：513,000 　残金：0

ＴＴＣゆった～り山行「近江路紅葉ウォ－キング」（11/17-11/19；2泊3日）収支報告書

21,180

11/17

11/18

11/19


