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報道関係各位

2016 年（平成 28 年）9 月 21 日
西国三十三所札所会

西国三十三所草創 1300 年記念事業

滋賀・岐阜の 4 寺院、
「特別拝観」を 10 月に斎行
～とっておきの宝物と共に、見ごろをむかえる紅葉もお楽しみ下さい。～
日本最古の巡礼所 33 寺院で構成する「西国三十三所札所会」
（会長：石山寺 座主:鷲尾遍
隆）は、2018 年に草創 1300 年を迎えることを記念して、今春から 2020 年までの 5 年間、
～とっておきの宝物と共に、見ごろをむかえる紅葉もお楽しみ下さい。～～とってお
「西国三十三所草創 1300 年記念事業」と題し、歴史的な行事を展開中です。

きの宝物と共に、見ごろをむかえる紅葉もお楽しみ下さい。～
つきましては、とっておきの宝物を一般公開する「特別拝観」を
10 月より行う滋賀県・
岐阜県の寺院をご紹介します。各寺院では、紅葉が見ごろを迎える時期でもあります。ぜひ、
この機会に、滋賀県・岐阜県の西国巡礼札所巡りをしてみませんか？
概要は下記の通りです。

「宝厳寺」
三重の塔特別御開扉

「長命寺」
本堂内陣特別拝観

「観音正寺」
西国三十三所観音曼荼羅公開

「華厳寺」
宝物公開

◆滋賀県・岐阜県の 4 寺院「特別拝観」概要
札所番号・寺院名・所在地
第 30 番札所「宝厳寺」
滋賀県長浜市早崎町 1664-1
電話：0749-63-4410
第 31 番札所「長命寺」
滋賀県近江八幡市長命寺町 157
電話：0748-33-0031

第 32 番札所「観音正寺」
滋賀県近江八幡市安土町石寺 2
電話：0748-46-2549
第 33 番札所「華厳寺」
岐阜県揖斐川町谷汲徳積 23
電話：0585-55-2033

拝観日時・料金

特別拝観概要

10 月 15 日（土）～30 日（日） ◆三重の塔特別御開扉
9:30～16:00（遊覧船就航時間帯）
江戸時代初期に焼失し、平成 12 年
拝観料無料（入島料 400 円。竹
（2000 年）に 350 年ぶりに再建された
生島奉参会）
三重の塔を特別に公開します。
10 月 1 日（土）～31 日（月） ◆本堂内陣特別拝観
10:00～15:00
本堂内陣の宝物を特別に公開します。
拝観料 500 円(小学生以下無料)
「長命寺 参詣曼荼羅、
「近江八景図」
、
本堂内の諸仏の公開(本尊 秘仏 千手
十一面聖観世音菩薩は除く)。近江八幡市
観光ボランティアガイドによる説明あり。
10 月 1 日（土）～30 日（日） ◆西国三十三所観音曼荼羅公開
8:00～17:00
普段は奈良国立博物館に収蔵している
入山料 500 円、内陣拝観料
西国三十三所観音曼荼羅図を、本堂内陣
300 円
で特別に公開します。
10 月 15 日（土）～30 日（日） ◆宝物拝観
8:00～16:30
本堂にて、普段は非公開の御前立（仏様）
拝観料無料
の特別拝観を行います。
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お ま え たち

西国三十三所草創１３００年
1300 years since the inception
of the pilgrimage to Saikoku
Sanjusansho

◆西国三十三所とは
７１８年
（養老２年）
、
観音菩薩が人々を救うために示したと伝わる観音霊場のルーツです。
その後、
「観音菩薩は３３の姿に身を変えて人々を救う」という教えのもと「西国三十三所」
と総称され、各寺院は「札所」となって順番に参拝する巡礼文化を生みました。
その総距離は約１，０００キロメートルに及び、和歌山県、大阪府、
奈良県、京都府、滋賀県、兵庫県、岐阜県の２府５県を包括するように
伸びています。その三分の一が中世日本の首都・京都に集中している
ことを背景に、
「西国三十三所」が生んだ観音信仰と巡礼文化は全国に
広がりました。
現在、観音菩薩の美しさは海外の注目も集め、多くの外国人が訪れる
巡礼道になっており、
「西国三十三所」は１３００年という節目とともに
新しい時代の扉を開きます。
「西国三十三所草創１３００年記念事業」ロゴマーク
観音様が三十三所巡礼道をまとうイメージを表現しています。
日本最古の巡礼所３３寺院「西国三十三所」 (都道府県別／数字は札所番号)
和歌山県

1 番 青岸渡寺

2 番 金剛宝寺（紀三井寺）

大阪府

4 番 施福寺

5 番 葛井寺

3 番 粉河寺
22 番 総持寺

23 番 勝尾寺
奈良県

6 番 南法華寺（壷阪寺）

7 番 岡寺

8 番 長谷寺

9 番 興福寺 南円堂

京都府

滋賀県

兵庫県

10 番 三室戸寺

11 番 上醍醐 准胝堂（醍醐寺）

15 番 今熊野観音寺

16 番 清水寺

17 番 六波羅蜜寺

18 番 六角堂 頂法寺

19 番 革堂 行願寺

20 番 善峯寺

21 番 穴太寺

28 番 成相寺

29 番 松尾寺

12 番 正法寺(岩間寺)

13 番 石山寺

14 番 三井寺

30 番 宝厳寺

31 番 長命寺

32 番 観音正寺

24 番 中山寺

25 番 播州清水寺

26 番 一乗寺

27 番 圓教寺
岐阜県

33 番 華厳寺

《本件に関するお問い合わせは、下記までお願いします》
ばんば

西国三十三所草創１３００年ＰＲ事務局（株式会社ＴＭオフィス内） 馬場・石原
TEL：０６－６２３１－４４２６

FAX：０６－６２３１－４４４０

Email：saikoku33PR@tm-office.co.jp
ＵＲＬ：公式サイト http://www.saikoku33.gr.jp/ （「西国三十三所」で検索）
1300 年特設サイト http://www.saikoku33-1300years.jp/（公式サイトからリンク）

