
「戦国 恋みくじ」
明智光秀が引いた、伝説のおみくじ

「恋の闘い」の前に 試して ください。

「龍女水」

空也が龍神からさずかった霊水

あなたも 女子力アップ

「子宝もみじ」
樹齢千年 生命力溢れるもみじには、

子宝、伴侶に恵まれ、夫婦円満の

ご利益があります。

戦国武将清和源氏の聖地で

　鳴滝から月輪寺へは、裏の
　道案内をご覧ください。
往路 ①　「ＪＲ京都」→「清滝」
     ②　「阪急嵐山」→「清滝」
帰路 ③　「清滝」→
　　　「阪急嵐山」「ＪＲ京都」
　　　「四条河原町」「三条京阪」
2013 年 5 月現在、京都バスＨＰ引用
念のため、事前に再確認お願いします。　

①

②

③

『 探せ、パワースポット 』

ここ愛宕山麓 「月輪寺」　は、 平安京起源に

深くかかわる　「聖地」 である。

修験道と天狗の統領たち

月輪の銅鏡

神仏習合の 「泰澄」

平安京から始まる  日本の伝統文化を誕生させた

「和気清麻呂」 と 「坂上田村麻呂」

若き 「空也」

「源氏物語」 の浮舟を救う  横川憎都　「源信」

そして、 九条兼実、 法然、 親鸞　に

受け継がれる都の聖地

これからも、 美しき日本の 心 と 風景 が

　　　　　　　　　　　　　　「月輪寺」 で継承される。

月輪寺　　浄土宗歌　月影のご詠歌

「 月影の　至らぬ里は　なけれども

     　 　眺むる人の　心にぞすむ　」

       文化財
  　　  ・三祖師尊像
　　    （九条兼実像・法然上人像・親鸞上人像）
　　    ・弘法大師像　

　　 　国指定　重要文化財
　　 　・本尊 阿弥陀如来坐像
　　　　　（平安中期・恵心僧都源信作）
 　　　・十一面千手千眼観世音菩薩
　　　　　（平安初期 坂上田村麻呂作 ）
 　　　・十一面観世音菩薩立像
　　　　　（平安初期）
 　　　・聖観世音菩薩立像　　
          （平安初期）
 　　　・善財童子像　　
          （平安初期）
 　　　・八才龍女　　
          （平安初期）
 　　　・空也上人像
　　　　　（鎌倉時代）
 　　　・九条関白兼実公（圓照入道）坐像

 天然記念物 日本石楠花（しゃくなげ）

御参考　　「鳴滝」バス時刻表

「時雨さくら」
美しい花を咲かす頃、雫を 流す

時雨桜、

お手植え桜です。

別れた法然や九条兼実を

思う「 親鸞の涙」

LOVE POWER SPOTS 
「源氏物語」 「宇治十帖」で

恋に疲れた浮舟を救う 横川憎都
そのヒーローのモデルが僧侶「源信」

この月輪寺には、「源信」が作った、
本尊 阿弥陀如来坐像がある。
恋のパワーをいただきましょう

参拝ご案内

                                ”Legend Temple”

Tsukinowadera in  Mt. Atago in Kyoto was founded
 in the early 8th century. 
there are many beautiful Buddhist statues that were
carved by famous priests.
This Temple with the area is holy place that has been
related to the capital “Heian-kyo’ s establishment” at
 794.  The area is also important as the birthplace
 of the Japanese Buddhism, which has kept evolving
 from HEIAN era. 
Please once visit it for your memory of Japan.

( I'm sorry, the following guidance is all in Japanese. ) 

Tsukinowadera  Temple 

Guidance of access



清滝バス停

駐車場

地図Ａ

地図Ａ

清滝

地図Ａへ

月輪寺参拝口

月輪寺参拝口

愛宕神社方面へ

【九条兼実　隠棲跡地】　

清滝から月輪寺登山口までは、片道約４０分。
清滝から月輪寺までは、参拝・休憩を考え、
徒歩往復で 約５時間。　特に春・秋は
午前１０時頃までに登山を開始しましょう。
冬登山は推奨しませんが、アイゼン・防寒
は必須です、注意して登ってください。

　

【清滝トンネル】
嵯峨鳥居本から
トンネルを抜けると
愛宕山麓、清滝の
山里に到着。

スタート！ 登り口
時間にご注意

【中間地点】急坂が続きお疲れ様、

地図では判りませんが、時間的に

中間地点。ベンチで休憩し、水分

補給しましょう。

嵐山から月輪寺方面を望む

愛宕鎌倉山 月輪寺

法然上人二十五霊場 第十八番

京都市右京区嵯峨清滝月ノ輪町７
ＴＥＬ （０７５）８７１－１３７６

交通アクセス
○ ＪＲ京都駅・阪急嵐山から京都バス「清滝行」

終点下車、徒歩山路２ｋｍ
運動ぐつ ・ ツエを持参
（ 革靴・ ハイヒールは不可 ）

○ 乗用車の方は「 ナビ不可 」
（清滝金鈴橋駐車場、 約１００台）
（月輪寺駐車場、参拝登山口に３台可）

但し、道幅車両１台の遊歩道の先
○ 清滝バス停から、 徒歩２時間弱

月輪寺参拝口から、 徒歩１時間強

全体地図   嵯峨野・愛宕エリア

地図Ｂ

【 「右 月輪寺、しぐれの桜」の石柱案内 】
丸太階段、石段、波岩と急坂が続きお疲れ様、
行き帰りで休憩する方も多い場所です。

【行者の坂】
つづら折れ、坂の先 その向こうの時代へ
一歩ずつ歴史を、さか登る。「山川草木悉皆成仏」　

洛中洛外 手間に嵯峨野、市内から東山を遠景す

yama-garl

【だらだら坂】
緩やかな登り坂が続きます。
まだ急坂があるので体力温存

【ゆるゆる坂】
急坂で疲れた方は
ここで一服。

【お迎え杉】
月輪寺はすぐそこ、つまずかない様、注意してネ。

自然、歴史、仏教文化、山岳遊歩　 　ＴｒａｉｌWalk & JapaneseCulture　　

清滝エリア

【あと５分】
視界も開け深呼吸
もう一息で到着です。

【空也の滝】
　

月輪寺参拝口を左に、川沿い右側を登る。
　　　　　　　　　　　　　　　　（往復約３０分）
　平安中期、都では密教盛んな頃、「空也」は
この地で修行し、その後いち早く民衆に浄土信仰を
広めた。　のちの「源信」による藤原道長たち
貴族層の浄土信仰に繋がり、 法成寺 ・ 平等院が建立
されます。
　月輪寺で 「空也像」 を拝観し、 時間・体力のゆとり
があれば、この地への参拝をおすすめします。
鳥居・石神仏・行者滝行の神秘的な場所です。

【一本杉の根性張り】
斜面に対して垂直を捉える
大杉の根張り。
　座右の銘「根性」

清滝金鈴橋
     駐車場
 約１００台

地図Ｂ

清滝バス停

「午後５時から午前９時 夜間登山禁止、その間
事故多くにつき月輪寺境内通行止め」ここから
往復３時間、夏でも午前中から登ってください。

九条兼実は、 摂関政治から武家社会
への過渡期に活躍。 今に続く藤原氏
九条家の祖。 鎌倉時代初頭、 建仁
2 年 （1202 年） 法然を戒師として出家、
円澄と号した兼実公が , この地に
隠棲し、 月輪寺に通われた。
　春は、 古事記、 万葉集にも記された
野生種 「やぶ椿」 が咲き、 美しい。

への道

ゴール ！　
平安・鎌倉時代にようこそ
風景を味わい、心静かに
ご参拝ください

月輪寺登山口 方面
川沿い西側の道

月輪寺参拝口　
上の写真、倉庫
左側の丸太止め
　　の階段を
　　登って
　　下さい。

Tsukinowadera  Temple 

移動手段によりますが、昼食他の買い物は
　　　　嵐山か、丸太町通りでお忘れなく

携帯必要  ：   防寒、飲料、食料、防虫など薬
山中、市内より５度低温 /販売施設ありません。地図Ｂより

宝物殿   10時～15時  500円   平日晴天  要予約

身助地蔵


