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嵐電 北野線
Randen Kitano-Line

京都市営バス １０番
Kyoto City Bus No,10
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山城温泉
Yamashiro Onsen (public bath)

かたぐるま
Kata-Guruma

フルーツパーラー
クリケット

Fruits & Parlor Cricket

平野神社
Hirano Shrine

888年創建、真言宗御室派の総本山。
広大な境内に壮麗なお堂がずらり。
京都一の遅咲きの御室桜も有名。
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仁和寺の裏山にある、四国八十八カ所の写し霊場。
西門を出て徒歩2分ほどで入口があり、3kmの
山道を２時間でめぐれます。絶景スポットもあり
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おいしい焼菓子はロンドン仕込み。
カスタードたっぷりのドーナツと

とろけるチーズケーキが看板商品。
HPでの予約制＆イートイン限定です♪
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クロスホテル京都は、河原町三条から１本南の龍馬通沿いにあり、
高瀬川が流れる木屋町通、料亭や食事処がひしめく先斗町までは徒歩約1分、

京風情にあふれる祇園にも徒歩9分と好アクセス。
当ホテルを拠点に、古都の旅をお楽しみください

クロスホテル京都
Cross Hotel Kyoto

日本最大の禅寺、臨済宗妙心寺派の大本山。
10万坪の寺域を誇り、46の塔頭があります。

本坊は法堂と大庫裏の拝観が可能
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学問の神様・菅原道真公を祀る全国約１万社の
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1337年、花園天皇の離宮を禅寺にあらためたのが妙心寺のはじまり。
応仁の乱を経て再興し、日本最大の宗派に。
龍安寺もこちらと同じ宗派です。
広大な山域は地域住民の生活道路を兼ねていて、
自転車で通勤したり、のんびりさんぽをする人々も。
修行中のお坊さんの姿を見かけることもあり、
“禅寺の日常の風景”に出会えるお寺です。
事前予約で、坐禅や
精進料理体験ができる塔頭もあります。
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仁和寺の別名は"旧御室御所"。
宇多天皇が創建され、
皇族が門跡を務めた格式の高さがその理由です。
雅な面影を残すのが宮廷建築の「御殿」と、
金色のご本尊、阿弥陀三尊を祀る国宝「金堂」。
御所の紫宸殿（桃山建築）を移築した金堂内部は荘厳な世界…！ 
通常非公開ですが、特別公開で拝観できることもあります。
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Awamochidokoro Sawaya
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仁和寺の見どころ

北野天満宮前

妙心寺北門前

御室仁和寺

妙心寺 山内図

今年の春から初夏は、風光明媚な京の北西エリアをじっくり満喫してみませんか？
花街・上七軒から、３つの世界遺産をつなぐ「きぬかけの路」を目指して。
静寂に包まれたお寺、地元で愛される名店に出合えるお楽しみも。

京都府立 堂本印象美術館
Insho-Domoto Museum of Fine Arts

褶曲地層
Folded Strata

しゅうきょく

※本紙掲載の内容は2021年3月現在のものです。
最新情報は各公式ウェブサイトなどをご確認ください。
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