
寺院名 公開日 内　容 所在地・電話

三時
知恩寺

10月8日～10日
10月14日～16日

9時半～16時00分
本堂のみ公開。天皇家ゆかりの寺宝一部公開しま
す。本堂での簡単な説明あり。拝観料200円　　【朱
印】

京都市上京区新町通上立売下
ル上立売町4
☎075-451-2211

檀王
法林寺

10月11日～13日

10時～15時
本堂拝観。當麻曼荼羅図（1671年竹坊正俊筆、縦
3497mm・横3354㎜）。源氏物語図屏風（桃山～江戸
初期、6曲1双、各縦1757㎜・横3736㎜）。黒漆塗楼閣
人物飾棚（江戸初期、高1192㎜・幅1493㎜・奥行451
㎜、琉球国王尚寧からの贈り物。
http://www.dannoh.com/　【朱印】

京都市左京区川端通三条上ル
法林寺門前町36
☎075-771-0870

聖光寺 10月8日

13時～16時
清海曼荼羅軸公開。13時より奈良女子大学千本（ち
もと）教授による解説。お茶の接待有。
　　　　　　　　　　　　　　　　【朱印】

京都市下京区寺町通綾小路下
ル中之町584-1
☎075-351-7584

本覚寺 10月8日
10時～12時
本尊（阿弥陀如来）拝観。

京都市下京区富小路通五条下
ル本塩竈町558
☎075-351-4780

道知院 10月8日
10時～12時
本尊（阿弥陀如来）拝観。

京都市下京区富小路通五条下
ル本塩竈町558
☎075-351-8342

上徳寺 10月8日

10時～16時
本堂拝観（永観堂祖師堂移築）、世継地蔵堂等拝観
（明治天皇ご生母、中山局参詣）。阿茶の局、冠句祖
師堀内雲鼓等墓所参詣。徳川家康公、徳川秀忠公、
阿茶の局肖像画展示。
　　　　　　　　　　　　　　　　【朱印】

京都市下京区富小路通五条下
ル本塩竈町556
☎075-351-4360

徳林院 10月8日
10時～12時
本堂参拝。　　　　　　　　　　　【朱印】

京都市下京区富小路通五条下
ル本塩竈町556
☎075-351-7377

新善光寺 10月8日
10時～12時
本尊参拝。　　　　　　　　　　　【朱印】

京都市下京区富小路通五条下
ル本塩竈町553
☎075-351-8160

極楽寺 10月8日

13時～15時
秘仏「伝弘法大師真作・安産地蔵菩薩像」及び「極楽
寺・産地蔵縁起絵巻」特別公開。本尊阿弥陀如来像
参拝。   　　　　　　　　　　　　　【朱印】

京都市下京区富小路通五条下
ル本塩竈町540
☎075-351-1555

蓮光寺 10月8日

10時～12時
お寺の縁起と法話。①10時～②10時半～③11時～
④11時半～。※各回とも約25分のお話。
　　　　　　　　　　　　　　　　【朱印】

京都市下京区富小路通六条上
ル本塩竈町534
☎075-351-3066

浄運院 10月8日
10時～12時
御本尊参拝

京都市下京区高倉通五条下ル
堺町37
☎075-361-0055

長香寺 10月8日

10時～15時
本尊を拝み、静かに仏と対話して祈るのも、曼荼羅様
という極彩色の台座と天蓋を見るのもよい。ご自由
に。京都府補助金で修理した方便法身阿弥陀画像
（室町時代）を初公開。 【朱印】

京都市下京区高倉通松原下ル
樋之下町37-5
☎075-351-1754

念佛寺 10月8日
13時～15時
本尊（阿弥陀如来像）参拝。
【朱印】

京都市南区東九条柳下町62
☎075-691-6570

喜運寺 10月8日

10時～15時
本堂、弁天堂参拝。13時30分より約30分の住職法話
「五条坂の弁天さま」。「白字三尊（細字３３万也）」を
展示します。　　　　【朱印】

京都市東山区渋谷通東大路東
入ル三丁目上馬町553－4
☎075-561-4047
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隆彦院 10月8日

11時～15時
大本山法主御染筆の御名号軸展示（増上寺・百万遍
知恩寺・清浄華院・鎌倉光明寺・善導寺）他有縁の上
人の名号。呈茶後対話（住職と）。　　　　【朱印】

京都市東山区渋谷通東大路東
入ル瓦役町516
☎075-561-7581

青龍寺 10月9日

9時～15時
後白河法皇の七回忌に法然上人をお招きし、鉦鈷の
代わりにたたかれた隕石を公開致します。本堂の御
本尊伽羅観音を公開致します。
【朱印】

京都市東山区下河原通八坂鳥
居前下ル三丁目南町411
☎075-561-7216

浩徳院 10月5日～6日
10時30分～12時
本尊（阿弥陀如来）拝観。住職の法話。
　　　　　　　　　　　　　　　　【朱印】

京都市東山区新橋通大和大路
東入三丁目林下町405
☎075-561-1557

良正院 10月8日～10日

10時～17時
昨年本堂（国指定重要文化財）襖絵の作者狩野三益
が山楽の実の息子である事が大阪芸術大学五十嵐
教授により明らかになりました。ぜひ、お越しくださ
い。拝観料300円　　【朱印】

京都市東山区新橋通大和大路
東入三丁目林下町402
☎075-551-2724

妙泉寺 10月3日～5日

10時～16時
本堂、本尊（阿弥陀如来）拝観。百萬遍念佛縁起（妙
泉寺所蔵）。百萬遍大念珠。境内洛中辨財天二十九
所第二十四番札所辨天堂。境内墓地。浮世絵師西
川祐信、円山派の画家駒井源琦等の作品を公開。

京都市中京区三条通大宮西入
上瓦町70
☎075-821‐1658

稱名寺 10月9日

12時～15時
伝来の涅槃図・当麻曼荼羅図の拝観。秦川勝末流
血脈終止の石碑も公開。
http://www.shomyoji.or.jp

京都市右京区西京極中町36
☎075-313-8460

地蔵院 10月9日
10時～13時
開基1100年を超える安産祈願の寺院。
http://www.antaiji.or.jp/

京都市右京区西京極東側町41
☎075-312-7340

浄光寺
10月3日～6日
10月8日
10月13日～14日

9時～16時
当寺は池大雅翁の菩提寺であり、墓碑は現存してい
るが、書画は散失し、唯一「一枚起請文」と十二ヶ月
の詩の屏風が残っており、これを拝観いただきたい。
【朱印】

京都市上京区寺之内通り千本
東入新猪熊町421
☎075-431-1887

石像寺 10月8日
10月9日

10月8日15時～、10月9日10時～
重要文化財の石仏、阿弥陀三尊と弥勒菩薩の拝観と
その由来を釘抜地蔵石像寺の成り立ちと共に説明し
ます。　　　　　　　　【朱印】

京都市上京区千本通上立売上
ル花車町503
☎075‐414‐2233

淨福寺 10月11日
10月12日

14時～16時
秘佛、三国伝来釈迦如来像（鎌倉時代）の御開帳。
14時から釈迦涅槃図絵解き。　【朱印】

京都市上京区浄福寺通一条上
ル笹屋町二丁目601
☎075-441-0058

成願寺 10月2日

10時～15時
本堂と観音堂公開。観音堂（長宝寺）は北野天満宮
の西京七保の一つ。十一面観世音菩薩像は菅原道
真公の作とされる。 【朱印】

京都市上京区一条通御前通西
入三丁目西町22
☎075-462-2666

地蔵院 10月6日～12日

9時～16時
洛陽三十三所観音霊場第三十番「椿寺十一面観世
音菩薩像」の御厨子を特別に御開帳致します。
【朱印】

京都市北区大将軍川端町2
☎075-461-1263
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轉法輪寺 10月4日～10日

10時～16時
通称「開通さん」と呼ばれるこの寺は、極楽浄土への
関所を通す寺として、京都一大きな大仏様が迎えてく
ださいます。他に日本五体の１つ裸形阿弥陀如来立
像も安置しております。
　　　　　　　　　　　　　　　　【朱印】

京都市右京区竜安寺山田町2
☎075-464-2668

清凉院 10月9日～16日

10時～16時
弁栄上人直筆の手紙を初公開。出家した尼僧への
心温まるお手紙。伏見桃山城を見ながら「寺カフェ」
でまったりお茶を飲んでください。
　　拝観料500円（お茶とお菓子付）　【朱印】

京都市伏見区深草大亀谷五郎
太町31
☎075-601-4137

勝念寺 10月8日～9日

10時～15時
織田信長公より開山貞安上人に賜る、平清盛ゆかり
の閻魔像や戦国時代に異国よりもたらされたチベット
仏教の緑ターラー像、その他を公開。詳細はＷＥＢ
「かましきさん」で検索。　【朱印】

京都市伏見区石屋町521
☎075-611-1606

大蓮寺 10月7日

10時～12時
開基、俊乘坊重源上人。本尊（[秘仏]五劫思惟阿弥
陀仏）、脇仏（南天[難転]地蔵菩薩）拝観。本堂は中
興開山廣譽上人の代、加藤肥後守清正の下屋敷を
譲り受け再建。明治の鳥羽伏見の戦にて兵火を免れ
今日に至る。【朱印】

京都市伏見区北浜町592
☎075-611-2450

西岸寺 10月7日

13時～15時
お寺の縁起と法話①13時～②13時半～③14時～④
14時半～。※各回とも約25分のお話。
　　　　　　　　　　　　　　　【朱印】

京都市伏見区下油掛町898
☎075-601-2955

西運寺 10月12日～13日

13時～17時　　要事前電話確認　駐車場2～3台可
通称「狸寺」。狸の人形等のコレクションを公開。豊公
伏見城ノ図をあしらった當山パンフレット、指月城（伏
見城の前身）遺構が昨年裏山から発掘された際の資
料を配布。【朱印】

京都市伏見区桃山町泰長老108
☎075-611-2844

長圓寺 10月1日～16日

10時～17時
閻魔堂にて「刀剣朱印（限定）」受付。鳥羽伏見の戦
い幕府軍野戦病院の地。新撰組ゆかりの閻魔王。10
月2日のみ「閻魔王朱印」授与※観光用駐車場なし。
【朱印】

京都市伏見区淀新町681
☎075-631‐2467

法泉寺 10月1日
13時～16時
本堂公開。化身地蔵菩薩立像（平安時代）参拝。
　　　　　　【朱印】

京都市西京区大原野石見町311
☎075-331-0091

安養寺 10月1日～7日

10時～15時　　要事前電話確認
宇治市指定文化財　地蔵菩薩立像（平安末期）、木
造阿弥陀仏坐像（平安時代）、涅槃図（江戸時代）、
阿弥陀三尊来迎図（鎌倉時代）その他拝観。　【朱
印】

宇治市菟道東中9
☎0774-22-5330

法念寺 10月10日
13時～16時
出山釈迦像、十王図（複製）他、拝観。住職による約
30分の寺院の歴史のお話。

城陽市水主西垣内27
☎0774-52-1734

妙光寺 10月15日

16時～18時
本堂拝観。木造薬師如来立像（平安時代前期）、木
造薬師如来坐像（平安時代前期）、木造十一面観音
立像（平安時代中期）他。簡単輪数珠作り体験。輪数
珠作り体験希望の方は500円。

宇治市槇島町大幡70
☎0774-21-2481
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観音寺 10月14日
16時～18時
曼荼羅法要。落語会（桂文鹿他）

宇治市小倉町寺内33
☎0774-21-2814

来迎寺 10月14日
16時～18時
本堂拝観。二十五菩薩来迎図公開。

宇治市伊勢田町毛語72
☎0774-43-0898

悟真寺 10月4日～10日
 10時～15時
本堂参拝。圓山慶祥・真祥氏の内陣天井画公開。円
山応挙の墓あり。　　　　　　　　　　　　【朱印】

京都市右京区太秦東蜂岡町5－
1
☎075-861—1406

円覚寺 10月1日～2日

10時～12時
清和天皇ゆかりの寺の参拝と藤袴・アサギマダラ鑑賞
に山里をお尋ねください。ＪＲ保津峡駅より水尾自治
会シャトルバスがあります。

京都市右京区嵯峨水尾宮ノ脇
町58
☎075-861-2795

直指庵 10月13日～14日
9時～15時
本堂参拝。庭園拝観。
　　　　　　　　　　拝観料500円　【朱印】

京都市右京区北嵯峨北ノ段町3
☎075-871-1880

浄福寺 10月8日～9日
10時～17時
田舎の静寂と澄んだ空気、庭を見ながら住職と対話、
ゆっくりとした時の流れ、田舎寺院の一つの典型。

亀岡市千代川町湯井西筋6
☎0771-23-0612

天台宗

比叡山延暦寺

金勝院
 法然堂

10月1日

13時～
「法然堂のつどい」毎月1日午後1時より開催中。写
経、木魚念佛、回向、祈念、法楽、特別奉納生演奏。
法然上人得度の地。当時のままの環境の中で上人の
初心を知り、生涯墨染の衣の原点へ来たれ。
【朱印】

滋賀県大津市坂本本町4220
※根本中堂の横、延暦寺会館横の参

道（急な坂道）を100ｍほど下る

☎077-578-3867

※拝観料の指定の無いところは各自お気持ちで対応下さい。

特別参加寺院


