西国三十三所 草創1300年記念 2020年特別拝観スケジュール
青岸渡寺

紀三井寺

粉河寺
施福寺

未定
紀三井寺開創1250年記念
秘仏本尊十一面観音像、
秘龕仏（ひがんぶつ）千手観音像特別拝観
本堂北側千手観音特別拝観
両界曼陀羅特別拝観
国宝本尊千手観音御開帳

葛井寺

壷阪寺

岡寺
長谷寺

興福寺

三室戸寺
醍醐寺
正法寺
（岩間寺）
石山寺
園城寺
（三井寺）
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
善峯寺
穴太寺
総持寺
勝尾寺
中山寺

壷阪二大塔同時開扉
大雛曼荼羅公開
壷阪観音お身拭い特別参拝
壷阪観音お身拭い特別参拝

3月18日～6月28日、9月20日～12月20日
※3月18日～5月6日が草創1300年記念特別拝観
拝観料大人1000円（小・中学生及び身体障害者
手帳御持参者及び介護者1名は500円） 参拝料200円
3月23日～5月6日 9：00～16：00
拝観料（本堂内陣拝観料含む）700円
3月23日～5月6日
拝観料500円
5月1日～5月6日
10月18日～10月20日
10：00～15：00
特別拝観料500円
4月1日～6月30日 特別拝観料なし（入山料600円）
3月1日～3月31日 特別拝観料なし（入山料600円）
4月18日～6月30日 特別参拝料500円（入山料600円）
10月10日～12月6日 特別参拝料500円（入山料600円）

本堂内々陣お扉開扉
三重宝塔初層壁画扉絵特別公開
本尊大観音尊像特別拝観

春期／4月1日～6月30日 秋期／10月10日～12月6日
10月18日 入山料400円
春期／3月1日～6月30日
秋期／10月10日～12月6日
（春、秋ともに仮日程） 特別拝観料1000円 入山料500円
南円堂特別開扉
10月17日 9：00～17：00 ※13：00～大般若転読法要
内陣参拝大人300円 中高生200円 小学生100円
北円堂特別公開
春期／4月25日～5月6日
秋期／10月24日～11月8日
※拝観時間、拝観料は南円堂と同じ
宝物館 観世音菩薩 足の裏拝観
11月の土日祝 9：00～9：20
入山料500円 特別拝観料500円
弥勒堂及び弥勒菩薩像（快慶作）、純浄観、 11月3日～11月30日
奥宸殿特別拝観 ※全て重要文化財
※法要、行事等で拝観できない場合あり
※通常拝観料と別途特別拝観料
※詳しくは醍醐寺HPで
本堂内礼拝
1月1日～12月18日
入山料500円
御本尊 勅封如意輪観世音菩薩
3月18日～6月30日
御即位御吉例御開扉
特別拝観料500円 入山料600円
浅井亮政公ゆかりの如意輪観音菩薩半跏像 10月31日～12月1日
特別拝観料500円 入山料600円
御即位記念三井寺観音堂
3月17日～6月30日 特別拝観料500円 入山料600円
秘仏如意輪観世音菩薩御開帳
本尊御開帳と内陣特別参拝
4月29日～5月10日 内陣参拝志納料200円
春の寺宝展

本堂内陣拝観

4月18日～4月26日（経堂にて） 特別拝観料100円(高校生以上)
9時～16時 拝観料400円
4月1日～5月6日
10月1日～10月31日 別途拝観料
11月13日～11月16日 内陣拝観料500円

本堂内陣参拝

7月18日～7月22日 特別拝観料500円

文殊寺宝館 什物公開

10月、11月の土日祝 ※11月13日～12月3日は毎日
9：00～16：30
入山料500円
5月１日～6月30日
本堂・庭園拝観料500円(本堂のみ300円､庭園のみ300円)
6月の土日祝 特別拝観料500円

開祖空也上人肖像公開

安寿姫厨子王丸肌守仏特別拝観
寺宝特別拝観 本堂内陣特別参拝
秘仏 御本尊 御開帳
宝物拝観

6月1日～6月30日
入山料400円
6月の土日

播州清水寺
一乗寺

圓教寺

成相寺

大講堂内陣特別拝観
県指定文化財 銅像菩薩立像
国宝聖徳太子及び天台高僧像10幅
複製完成記念展
新緑まつり 春の文化財公開
重要文化財大講堂(重要文化財釋迦三尊像)
重要文化財常行堂(重要文化財丈六阿彌陀
如来坐像) 重要文化財奥之院開山堂(重要文
化財性空上人坐像)
五重塔開扉
指定文化財展観

松尾寺

宝厳寺
長命寺
観音正寺
華厳寺

9月1日～11月30日
特別拝観料200円 入山料500円
11月14日～11月23日
入山料500円
5月3日～5月5日
入山料500円

5月2日～5月6日 9：00～15：00
入山料500円
3月20日～4月19日、4月22日～5月24日
（20,21日展示替え休館）
9月19日～10月18日、10月21日～11月23日
（19,20日展示替え休館）
入山料800円
※仁王門、本堂改修工事のため変更の可能性あり

春に観音堂の落慶法要、
特別内陣拝観を予定
本堂内陣特別拝観

入島料400円
10月18日～10月31日

観音正寺開基聖徳太子が参龍し、彫ったと
伝わる奥の院 磨崖仏の公開
寺宝特別拝観

10月1日～11月30日
入山料500円 内陣拝観料300円
11月1日～11月15日

※グレー部分は期間終了または新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期もしくは中止（5月18日現在）
西国三十三所札所寺院
西国第１番札所 青岸渡寺 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山8 ☎0735-55-0001
西国第2番札所 金剛宝寺（紀三井寺） 和歌山県和歌山市紀三井寺1201 ☎073-444-1002
西国第3番札所 粉河寺 和歌山県紀の川市粉河2787 ☎0736-73-4830
西国第4番札所 施福寺 大阪府和泉市槇尾山町136 ☎0725-92-2332
西国第5番札所 葛井寺 大阪府藤井寺市藤井寺1-16-21 ☎072-938-0005
西国第6番札所 南法華寺（壷阪寺） 奈良県高市郡高取町壷阪3 ☎0744-52-2016
西国第7番札所 岡寺（龍蓋寺） 奈良県高市郡明日香村岡806 ☎0744-54-2007
西国第8番札所 長谷寺 奈良県桜井市初瀬731-1 ☎0744-47-7001
西国第9番札所 興福寺南円堂 奈良県奈良市登大路町48 ☎0742-22-7755（寺務所） ☎0742-24-4920（南円堂納経所）
西国第10番札所 三室戸寺 京都府宇治市莵道滋賀谷21 ☎0774-21-2067
西国第11番札所 上醍醐･准胝堂（醍醐寺） 京都府京都市伏見区醍醐東大路町22 ☎075-571-0002
西国第12番札所 正法寺（岩間寺） 滋賀県大津市石山内畑町82 ☎077-534-2412
西国第13番札所 石山寺 滋賀県大津市石山寺1-1-1 ☎077-537-0013
西国第14番札所 園城寺（三井寺） 滋賀県大津市園城寺町246 ☎077-522-2238（代表) ☎077-524-2416（札所）
西国第15番札所 今熊野観音寺 京都府京都市東山区泉涌寺山内町32 ☎075-561-5511
西国第16番札所 清水寺 京都府京都市東山区清水1-294 ☎075-551-1234
西国第17番札所 六波羅蜜寺 京都府京都市東山区五条通大和大路上ル東 ☎075-561-6980
西国第18番札所 六角堂頂法寺 京都府京都市中京区六角通東洞院西入ル堂之前町248 ☎075-221-2686
西国第19番札所 革堂行願寺 京都府京都市中京区寺町通竹屋町上ル行願寺門前町17 ☎075-211-2770
西国第20番札所 善峯寺 京都府京都市西京区大原野小塩町1372 ☎075-331-0020
西国第21番札所 穴太寺 京都府亀岡市曽我部町穴太東辻46 ☎0771-24-0809
西国第22番札所 総持寺 大阪府茨木市総持寺1-6-1 ☎072-622-3209
西国第23番札所 勝尾寺 大阪府箕面市勝尾寺 ☎072-721-7010
西国第24番札所 中山寺 兵庫県宝塚市中山寺2-11-1 ☎0797-87-0024
西国第25番札所 播州清水寺 兵庫県加東市平木1194 ☎0795-45-0025
西国第26番札所 一乗寺 兵庫県加西市坂本町821-17 ☎0790-48-2006（本坊） ☎0790-48-4000（納経所）
西国第27番札所 圓教寺 兵庫県姫路市書写2968 ☎079-266-3327
西国第28番札所 成相寺 京都府宮津市成相寺339 ☎0772-27-0018
西国第29番札所 松尾寺 京都府舞鶴市松尾532 ☎0773-62-2900
西国第30番札所 宝厳寺 滋賀県長浜市早崎町1664 ☎0749-63-4410
西国第31番札所 長命寺 滋賀県近江八幡市長命寺町157 ☎0748-33-0031
西国第32番札所 観音正寺 滋賀県近江八幡市安土町石寺2 ☎0748-46-2549
西国第33番札所 華厳寺 岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲徳積23 ☎0585-55-2033
🔴お問合せは下記まで
西国三十三所札所会事務局
TEL：075-744-6233

〒604-8026

京都市中京区新町通三条上ル町頭町112

FAX：075-744-6236

Email：info@saikoku33.gr.jp

菊三ビル501

