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報道関係各位

2016 年（平成 28 年）10 月 12 日
西国三十三所札所会

西国三十三所草創 1300 年記念事業

京都の 5 寺院で「秋の特別拝観」斎行
重要文化財、秘仏、本堂内陣などを特別に公開

実施時期：10 月下旬～11 月中旬
～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
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

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。～
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、
「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。
つきましては、記念事業の一環で、京都の 5 寺院（今熊野観音寺・清水寺・六波羅蜜寺、
六角堂 頂法寺、革堂 行願寺）が、貴重な宝物を一般公開する「秋の特別拝観」を 10 月下
旬～11 月中旬に実施します。
（時期は寺院により異なる）
重要文化財をはじめ、秘仏や本堂内陣などを拝観できる絶好の機会です。ぜひご覧ください。

今熊野観音寺
本堂 外観

六波羅蜜寺
本堂 外観

清水寺
三重塔

六角堂
御本尊 御前立
「如意輪観世音菩薩」

革堂 行願寺
本堂内陣の
181 面の花鳥彫刻が施された格天井

概要は、次ページの通りです。
画像データは、下記サイトにてダウンロード用 jpg データをご用意しております。
ＴＭオフィスサイト http://www.tm-office.co.jp
トップページ左「報道用画像データ」を以下ＩＤ、ＰＷで開いてください
ＩＤ：ｐｒｅｓｓ
ＰＷ：ｐｒｅｓｓ
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京都の 5 寺院「秋の特別拝観」 概要

京都の 5 寺院（今熊野観音寺、清水寺、六波羅蜜寺、六角堂 頂法寺、革堂 行願寺）が、
「西
国三十三所草創 1300 年記念事業」として、とっておきのお宝を公開する「特別拝観」を、
10 月下旬～11 月中旬に行います。

寺院名・所在地
第 15 番札所「今熊野観音寺」
京都市東山区泉涌寺山内町 32
電話：075-561-5511

第 16 番札所「清水寺」
京都市東山区清水 1 丁目 294
電話：075-551-1234

第 17 番札所「六波羅蜜寺」
京都市東山区五条通大和大路
上ル東
電話：075-561-6980

拝観日時・料金

特別拝観概要

10 月 29 日（土）～11 月
13 日（日）
9:00～16:00
内陣特別拝観料 200 円

◆秘仏 御本尊「十一面観世音菩薩」
開帳と本堂内陣拝観
弘法大使空海作の秘仏・御本尊「十
一面観世音菩薩」を特別に公開し
ます。また、本堂内陣を拝観する
ことができます。
11 月 1 日（火）～5 日（土） ◆三重塔（重要文化財）開扉
9:00～16:00
重要文化財の三重塔初層を特別開
拝観料（本堂）大人 400 円、 扉します。平安時代初期（847 年）
小中学生 200 円
嵯峨天皇の皇子の誕生を祈って、
※三重塔の拝観料は不要
弟の葛井親王が創建された三重塔
です。
で、寛永 10 年（1633 年）に再建
されています。内部には大日如来
像を祀り、四方の壁に真言八祖像、
天井・柱などには密教仏画や飛
天・龍らが極彩色で描かれています。
11 月 5 日
（土）
～13 日（日） ◆特別内陣参拝
9:00～16:00
普段非公開の本堂内陣を参拝でき
宝物館 大人 600 円、大～
ます。
中学生 500 円、小学生 400
特別拝観期間中は秘仏・国宝であ
円
る御本尊「十一面観世音菩薩」の
厨子の御扉が開き、薄絹を通した
み

え

御影を参拝することができます。
第 18 番札所「六角堂 頂法寺」 11 月 5 日
（土）
～14 日（月） ◆秘仏 御本尊「如意輪観世音菩薩」
京都市中京区六角通東洞院西入
午前 10 時～午後 4 時
開扉
電話：075-221-2686
※11 月 12 日（土）を除く
聖徳太子の護持仏と伝えられる秘
※11 月 11 日（金）は、
仏 御本尊「如意輪観世音菩薩」を
午後のみ開催
特別に公開します。定期的に開扉
拝観料 1,000 円
されていない秘仏の公開となりま
す。親鸞聖人夢想像も本堂内にて
間近に拝観いただけます。
第 19 番札所「革堂 行願寺」
10 月 30 日（日）～11 月 ◆特別内拝
京都市中京区寺町通竹屋町上ル 13 日（日）
本堂内陣にある 181 面の花鳥彫刻
行願寺門前町
午前 8 時 30 分～
が施された格天井を特別にライト
電話： 075-211-2770
午後 4 時 30 分
アップします。
内陣拝観料 500 円
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西国三十三所草創 1300 年記念行事 概要

西国三十三所札所会は、2016 年より 2020 年に 5 年間にわたり「草創 1300 年記念事業」
と題し、様々な歴史的な行事を展開します。
▶ 普段は非公開のお堂や宝物などを公開「特別拝観」
各札所では、特別にとっておきの宝物を公開します。この機会に
ぜひ巡礼ください。
▶ 毎月 1 回 1 札所で特別な御朱印をいただく「月参り巡礼」
近年、日本では自然災害が絶えず、世界情勢への不安も増すばかりです。
そこで、西国三十三所札所草創 1300 年を機に各札所において毎月持ち回り
で法要を行い、巡礼者と共に諸々の災害復興と世の安定を願うため「月参り
巡礼」を実施します。法要当日は、納経帖に朱印する際に特別な印を
押印します。
（平成 28 年 4 月より、毎月１回１札所で開催しています。
）
押印する特別な御朱印

▶ 1300 年前の巡礼を再現する「西国札所 古道 徒歩巡礼」
現代は、車やバスを使って巡礼することが一般的になりました。
そこで、1300 年前の徒歩での巡礼を再現します。徒歩巡礼で持つ
「法灯」は、1300 年前「西国三十三所巡礼」の創始者であり、長谷寺を
開基した徳道上人ゆかりの灯明です。
白装束で各札所を巡礼

▶ 各札所の“お寺スイーツ”を食べ歩く新しい巡礼の形「スイーツ巡礼」
西国三十三所の各札所には、長年愛される”お寺スイーツ”があります。
そのスイーツを食べ歩く楽しみを巡礼にプラスして、女性やファミリー、
カップルなどに楽しみながら巡礼してもらうのが「スイーツ巡礼」です。
現在、各札所の”お寺スイーツ”100 種類以上が「スイーツ巡礼」に参加
しています。
ロゴマークをパッケージした
石山寺スイーツ「あも」(叶匠壽庵)

▶ アメリカ人僧侶 ジェシー・ロバート・ラフィーバーさん、巡礼の旅を
SNS で発信
アメリカ合衆国（ウィスコンシン州）出身のジェシー・ロバート・ラフィ
ーバーさんが、長期休暇を利用して来日し、西国三十三所巡礼を行い、フェ
イスブックで国内外にその魅力を発信しています。
【Facebook】 https://www.facebook.com/closertokannon/
【Twitter】 @closertokannon
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◆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
9 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）

