2018年（平成30年）特別拝観スケジュール
寺院名称

特別拝観 概 要

拝観期間

1

青岸渡寺

●那智山 経塚出土仏像

3/24〜5/7 10:00〜15:00 於：本堂 拝観料：無料

2

金剛宝寺（紀三井寺）

●本堂内陣特別拝観

3/24〜4/8 毎日 4/14〜5/6 土曜・日曜・祝日のみ
時間：9:00〜12:00、13:00〜16:00
御祈：９・10・11・13・14・15 時
※祷御回向の申込のある場合は、その時間帯のみ停止。

3

粉河寺

●薬師堂御本尊御開帳

3/24〜5/6 9:00〜16:00
※期間限定のご朱印を押印。

4

施福寺

●槇尾七福神

3/24〜5/6

5

井寺

●非公開寺宝

春：4/21〜5/6、5/29〜31

●大雛曼荼羅公開

3/1〜3/31

●二大塔（三重塔・多宝塔）同時開扉

春：4/1〜5/31
秋：10/20〜12/2

●大眼鏡奉納

10/20 〜 12/2

●本堂内々陣お扉特別開扉

春：4/1〜5/31
秋：10/20 〜12/2

●三重宝塔扉絵壁画特別開扉

10/21

●大観音大画軸大開帳

春：3/1〜3/31 9:30〜16:00 於）大講堂 拝観料：500円
4/1〜5/31 9:30〜16:00

●宝物特別寺宝展（西国関連）

春：3/1 〜 6/30 9:30 〜 16:00 於）宗宝蔵 拝観料：無料

●本尊大観音尊像特別拝観

春：3/1 〜 3/31 9:30 〜 16:00 於）本堂 拝観料：1,000 円
4/1 〜 6/30 9:30 〜 16:00
秋：10/13 〜 12/2 9:30 〜 16:00 於）本堂 拝観料：1,000 円

●北円堂特別開扉

春：4/21〜5/6
秋：10/20〜11/12 予定

●南円堂特別開扉

10/17 のみ

●中金堂一般公開

10/20 〜予定
※興福寺中金堂落慶法要 10/８ 法要期間：10/７〜 11

三室戸寺

●宝物館の特別拝観

11 月中の土曜・日曜・祝日

11

上醍醐 准胝堂（醍醐寺）

●寺宝・絹本箸色准胝観音像（江戸時代）
平成の准胝観音出開帳仏（仮称）

11/3〜12/2 於：三宝院純浄観
※法要、行事等で拝観できない場合あり

12

正法寺（岩間寺）

●本堂内礼拝（重要文化財 地蔵菩薩公開）
●三十三観音堂開扉

1/1〜12/31

13

石山寺

●特別公開「維摩居士像」
（重要文化財／平安時代）

2/18〜4/18

●特別公開「如意輪観音半跏像」
（知足庵蔵）

11/3〜12/2

●観音堂内陣諸尊特別拝観・特別展

3/31〜5/20

6

7

8

9

10

南法華寺（壷阪寺）

岡寺

長谷寺

興福寺 南円堂

14

三井寺

15

今熊野観音寺

16

清水寺

17

六波羅蜜寺

●日本三不動 黄不動尊（国宝）特別開扉

結縁灌頂会

秋：11/28〜12/2

※当日は、岡寺開山忌野点茶会も開催。

10/5 〜 10/14 ※7/1 より受付予定

●秘仏弘法大師作 十一面観世音菩薩御開帳
並 当山伝来 御寶印特別加持

毎月 18 日のみ（平成30年1月〜12月）
※御寶印特別加持希望者受付 若干名 詳細は観音寺寺務所まで。

●秘仏 大隨求菩薩御開帳

春：3/2〜3/18 秋：10/5〜10/15
※別途拝観料が必要。

●特別公開 当山開祖空也上人肖像

春：4/1〜30 秋：10/1〜31
※宝物館内展示のため別途拝観料が必要。
春：4/7〜16
秋：11/10〜18
※春の花展 4/13〜16
但し、4/13・15 は 10:00 〜 18:00
4/14 は 10：00 〜 11：30、14：00 〜 18：00
拝観料：800 円 10:00〜16:00

18

六角堂 頂法寺

●本堂内陣拝観と仏像公開
❶ 毘沙門天立像（重要文化財）
❷ 秘仏本尊前立 伝弘法大師作
如意輪観音鞘仏（さやぼとけ） ※初公開
❸ 秘仏本尊前立 伝建礼門院徳子（平徳子）寄進
如意輪観音像 ※初公開
❹ 親鸞聖人 夢想の像

19

革堂 行願寺

●本尊ご開帳内陣拝観と寺宝展示

春：4/8〜17

●文殊寺宝館什物公開

4 月・5 月・6 月の土日祝日

秋：10/3〜20

於：随求堂

内拝料：500 円

20

善峯寺

21

穴太寺

●安寿姫・厨子王丸肌守御本尊特別拝観

5/1〜6/30

22

総持寺

●秘仏本尊特別御開扉
●テーマ展「総持寺」

3/17、6/1〜6/30

23

勝尾寺

●寺宝拝観

6/1〜6/30

24

中山寺

●宝物拝観

6/1〜6/30 のうち土曜・日曜のみ

25

播州清水寺

●兵庫県指定文化財銅造菩薩立像（白鳳時代）

4/28〜5/6

26

一乗寺

●常行堂内陣拝観

11/10 〜11/25

●春季特別展示「西国三十三所草創 1300 年 書寫山圓教寺 - 歴史を語る美術と工芸」

4/21 〜 6/3

●大講堂（釈迦三尊像）
●常行堂（丈六阿弥陀如来坐像）
●姫路城主本多家廟屋

春：5/3 〜 5/6
秋：11/16 〜 11/18

●奥之院開山堂（性空上人坐像）

春：5/3 〜 5/6

●五重塔開扉

4/28〜5/6

●宝物殿春季展覧
＊松尾寺草創に関わる霊宝初公開「千歳の松」

前期：3/18〜4/17 後期：4/20〜5/20
※休館日 ( 展示替え ) 4/18・19

●宝物殿秋季展覧
＊松尾寺草創に関わる霊宝初公開「千歳の松」

前期：9/21 〜 10/21 後期：10/24 〜 11/25
※休館日 ( 展示替え ) 10/22・23

27
圓教寺
28

成相寺

※４/1〜15 は毎日

10/6〜12/3

開館時間 9:00〜16:30

会場：茨木市立文化財資料館

※休館日 毎週月曜日（但し、4/30 は開館）会場：姫路市書写の里・美術工芸館

29

松尾寺

30

宝厳寺

●三重の塔開扉

10/15〜10/31

31

長命寺

●重要文化財本堂内陣特別拝観

10/21〜11/11

32

観音正寺

●内陣拝観（御本尊お身拭と、重要寺宝千手観世音菩薩三尊図公開）

10/21〜11/11

33

華厳寺

●寺宝大日如来像特別拝観

11/1〜11/15

