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

＜報道関係各位＞

2018年（平成30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

1３寺院で「秋の特別拝観」開催
実施時期：2018年（平成30年）10月～
日本最古の巡礼道「西国三十三所」の奈良県・京都府・滋賀県・大阪府の13寺院は、「西国三十三所草創
1300年記念事業」記念事業の一環で、「秋の特別拝観」を行います。ぜひ、この機会に拝観ください。
奈良県

京都府

第六番札所 南法華寺
（壷阪寺）
二大塔（三重塔・多宝塔）
同時開扉、大眼鏡奉納

第七番札所 岡寺
本堂内々陣お扉特別開扉、
三重宝塔扉絵壁画
特別開扉

第十六番札所 清水寺
秘仏 大隨求菩薩 特別開帳

第十七番札所 六波羅蜜寺
開祖 空也上人肖像
特別公開

第八番札所 長谷寺
本尊 大観音尊像
特別拝観

第九番札所 興福寺
北円堂・南円堂特別開扉、
中金堂一般公開

第十九番札所 革堂 行願寺
本尊 特別開帳と寺宝展示

第二十九番札所 松尾寺
宝物殿 秋季展観

滋賀県

大阪府

第十四番札所 三井寺
日本三不動 国宝 黄不動尊
特別開扉 結縁灌頂会

第三十番札所 宝厳寺
三重の塔 特別開扉

第三十一番札所 長命寺
重要文化財 本堂 内陣
特別拝観

第三十二番札所 観音正寺
寺宝 中国明時代白衣観音
坐像初公開、本尊お身拭い

第二十二番札所 総持寺
テーマ展「総持寺」
※会場：茨木市立文化財資料館
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秋の特別拝観 概要
寺院名

日程

概要

奈良県
第六番札所 南法華寺
（壷阪寺）
（奈良県高市郡高取町壷
阪3番地）
電話：0744-52-2016

10月20日（土）～12月2日（日）
8:30～17:00

第七番札所 岡寺
(奈良県高市郡明日香村岡
806）
電話：0744-54-2007

10月20日（土）～12月2日（日）
8:00～16:00

10月1日（月）～12月18日（火）
8:30～17:00

10月21日（日）
9:00～15:30

第八番札所 長谷寺
（桜井市初瀬731-1)
電話：0744-47-7001

10月13日（土）～12月2日（日）
9:30～16:00

第九番札所 興福寺
(奈良市登大路町48)
電話：0742-24-4920

10月20日（土）～11月11日（日）
9:00～17:00
（受付は16:45まで)

10月17日（水）
9:00～17:00
（受付は16:45まで)

10月20日（土）～
9:00～17:00
（受付は16:45まで)

◆二大塔（三重塔・多宝塔）同時開扉
壷坂寺の二大塔である三重塔（重要文化財）と、
多宝塔を同時開扉します。
【特別拝観料】無料（入山料別途）
◆大眼鏡奉納
眼病封じのお寺である壷坂寺で、大眼鏡をくぐ
り、眼鏡に感謝し、諸願成就をご祈念ください。
【特別拝観料】無料（入山料別途）
◆本堂内々陣お扉 特別開扉
本堂（県指定文化財）の内々陣の扉を特別に開
扉。日本三大仏のひとつ本尊「塑造 如意輪観音
坐像」（重要文化財）を公開します。また今回
特別に本尊の手前に「御本尊結縁如意宝珠」を
設置、直接触っていただけます。
【特別拝観料】無料（入山料別途)
◆三重宝塔扉絵壁画 特別開扉
三重宝塔に描かれた、真言密教独特の世界観を
あらわした壁画、扉絵を公開します。また当日
は、開祖 義淵僧正さまのご命日の供養として野
点茶会を行っており、先着1,000名様までお抹
茶の無料接待を行います。
【特別拝観料】無料（入山料別途)
◆本尊 大観音尊像 特別拝観
普段は関係者以外立ち入りが禁止されている国
宝 本堂の中に入ることができ、10メートルを超
える観音さまのお御足（おみあし）に直接触れ
てお参りできます。
【特別拝観料】1,000円（入山料別途）
◆北円堂 特別開扉
創建は奈良時代で、鎌倉期に再建された北円堂
（国宝）を特別に開扉。
仏師運慶一門による鎌倉彫刻の最高峰とされる
弥勒如来像、無著･世親菩薩立像が拝観できます。
【特別拝観料】大人300円ほか(入山料不要)
◆南円堂 特別開扉
813年に、藤原冬嗣が父内麻呂の冥福を願って
創建した南円堂（重要文化財）を特別に開扉。
本尊不空羂索観音菩薩像、法相六祖坐像、四天
王像（いずれも国宝）が拝観できます。
【特別拝観料】大人300円ほか(入山料不要)
◆中金堂 一般公開
約300年ぶりに再建された最も重要な伽藍・中
金堂の一般公開を開始いたします。
【特別拝観料】大人500円ほか(入山料不要)
※中金堂ライトアップ夜間拝観
（10月20日（土）～11月11日（日）の17：30
～19：30）拝観料500円
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秋の特別拝観 概要
寺院名

日程

概要

京都府
第十六番札所 清水寺
（京都府京都市東山区清
水1丁目294）
電話：075-551-1234

10月5日（金）～10月15日（月）
9:00～16:00

第十七番札所 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
第十九番札所
革堂 行願寺
(京都市中京区寺町通竹屋
町上ル行願寺門前町)
電話：075-211-2770
第二十九番札所 松尾寺
(舞鶴市松尾532）
電話：0773-62-2900

10月1日（月）～10月31日（水）
8:30～17:00
（受付は16:30まで）
10月3日（水）～10月20日（土）
8:00～17:00

前期：9月21日（金）～10月21日
（日）9:00～16:00
後期：10月24日（水）～11月25日
（日）9:00～16:00

◆秘仏 大隨求菩薩 特別開帳
衆生の願い、求めに随って、どんな願いでも叶
えてくれるという大功徳をもつ大随求菩薩を特
別に公開します。
【特別拝観料】100円（入山料別途）
◆開祖 空也上人肖像 特別公開
六波羅蜜寺の開祖・空也上人の肖像画を、
宝物館にて特別に公開します。
【特別拝観料】600円（入山料不要）
◆本尊 特別開帳と寺宝展示
本堂内陣で本尊を特別公開するとともに、革堂
の名のいわれの皮衣や行円上人の木像を展示し
ます。
【特別拝観料】500円（入山料不要）
◆宝物殿 秋季展観
宝物殿にて、松尾寺の寺宝（国宝や重要文化
財）を特別に公開します。
【宝物殿拝観料】800円（入山料不要）

滋賀県
第十四番札所 三井寺
(滋賀県大津市園城寺町
246)
電話：077-522-2238

10月5日（金）～10月14日（日）
9:00～16:00

第三十番札所 宝厳寺
（滋賀県長浜市早崎町
1664）
電話: 0749-63-4410
第三十一番札所 長命寺
（滋賀県近江八幡市長命
寺町157）
電話：0748-33-0031

10月15日（月）～10月31日（水）
9:00～16:30

第三十二番札所 観音正寺
（滋賀県近江八幡市安土
町石寺2）
電話：0748-46-2549

10月20日（土）～11月11日（日）
8:00～17:00

10月21日（日）～11月11日（日）
10:00～15:00

10月20日（土）～10月28日（日）
8:00～17:00
大阪府
第二十二番札所 総持寺
(大阪府茨木市総持寺16-1)
電話：072-622-3209

10月6日（土）～12月3日（月）
9:00～17:00
※会場は、茨木市立文化財資料館
（茨木市東奈良3丁目12-18）
※火曜日は休館

◆日本三不動 国宝 黄不動尊 特別開扉 結縁灌頂会
平安時代の作品で、日本三不動の一つに数えら
れている国宝 黄不動尊とご法縁を結ぶ結縁灌頂
会を厳修します。
【冥加料】10,000円。事前に三井寺ホームペー
ジもしくはチラシ申込書より予約が必要。
◆三重塔 特別開扉
江戸時代初期に焼失し、平成12年（2000年）に350
年ぶりに再建された三重の塔を特別に公開します。
【特別拝観料】大人300円（入島料別途）
◆重要文化財 本堂 内陣 特別拝観
重要文化財である本堂の内陣を特別に公開。貴
重な宝物（「長命寺 参詣曼荼羅」、「近江八景
図」）や、本堂内の諸仏をご覧いただけます。
(本尊 秘仏 千手十一面聖観世音菩薩は除く)。
【特別拝観料】500円（入山料不要）
◆寺宝 中国明時代白衣観音坐像 初公開、本尊
お身拭い
初公開となる寺宝「中国明時代白衣観音坐像」
の特別拝観や、本尊「十一面千手観世音菩薩坐
像」の足元でお身拭いを体験いただけます。
【特別拝観料】300円（入山料別途）
◆世界平和祈願祭写真展
書院特別会場にて開催。観覧は無料です。
◆テーマ展「総持寺」
近年新発見され、初公開となる総持寺縁起絵巻
などを中心に、総持寺の開創から近世の復興ま
での様々な作品を通して総持寺の歴史を紹介し、
「総持寺」の新たな魅力を引き出す展覧会です。
【茨木市立文化財資料館の入館は無料】
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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

大阪府

4番 施福寺

2番 金剛宝寺（紀三井寺）
5番

葛井寺

7番

岡寺

3番

粉河寺

22番

総持寺

8番

長谷寺

23番 勝尾寺
奈良県

6番

南法華寺

（壷阪寺）
9番 興福寺 南円堂
10番

三室戸寺

11番

上醍醐 准胝堂

15番

今熊野観音寺

16番

清水寺

17番

（醍醐寺）
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

33番

華厳寺

京都府

滋賀県

兵庫県

岐阜県

《本件に関するお問い合わせは、下記までお願いします》
西国三十三所草創1300年ＰＲ事務局（株式会社ＴＭオフィス内）
TEL：06-6231-4426
URL：公式サイト

FAX：06-6231-4440

http://www.saikoku33.gr.jp/

馬場・石原

Email：saikoku33PR@tm-office.co.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）

