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ちょこっと関西歴史たび「聖徳太子 1400年御遠忌」開催について 
 

 

１．「ちょこっと関西歴史たび」について 

ＪＲ西日本では、2013 年度春から、“歴史を知ると、散策がさらに楽しくなる”をテーマに、地域の皆様と連

携し、個人やグループのお客様にお楽しみいただける期間限定の特別公開、特別講座など、魅力ある特別企画を

ご紹介する「ちょこっと関西歴史たび」キャンペーンを四季毎に開催しております。2021 年度春は、没後 1400

年の御遠忌を迎える「聖徳太子」にゆかりのある四天王寺・愛染堂勝鬘院（大阪市天王寺区）、法隆寺（奈良県斑

鳩町）、達磨寺（奈良県王寺町）、信貴山朝護孫子寺（奈良県平群町）で実施します。 

人数を制限した予約制の企画を多数取り揃えるとともに、屋外や自然が多いエリアを楽しめる企画をご用意し

ております。この春は、聖徳太子ゆかりの地めぐりへ是非お越しください。 

 

２．ちょこっと関西歴史たび「聖徳太子 1400年御遠忌」キャンペーンについて 

 （１）期 間：2021年 3月 20日（土）～6月 30日（水） 

（２）開 催 地：大阪府 四天王寺・愛染堂勝鬘院（大阪市天王寺区） 

奈良県 法隆寺（斑鳩町）、達磨寺（王寺町）、信貴山朝護孫子寺（平群町） 

（３）アクセス：四天王寺 大阪環状線・大和路線・阪和線 天王寺駅 

        愛染堂勝鬘院 大阪環状線・大和路線・阪和線 天王寺駅 

        法隆寺 大和路線 法隆寺駅（又は王寺駅より奈良交通バス） 

達磨寺 大和路線・和歌山線 王寺駅 

信貴山朝護孫子寺 大和路線・和歌山線 王寺駅より奈良交通バス 

 （４）協 力：和宗総本山四天王寺、聖徳宗総本山法隆寺、信貴山真言宗総本山朝護孫子寺 

大阪市天王寺区役所、てんのうじ観光ボランティアガイド協議会 

斑鳩町、王寺町 

斑鳩町観光協会、王寺町観光協会、信貴山観光協会 

奈良国立博物館 

 

３．キャンペーン期間中の特別企画について 

（１）四天王寺 

    ●特別境内案内 僧侶による説明付き ＜要予約＞ 

   実 施 日：2021年 3月 27日（土）、4月 4日（日）、4月 18日（日）、5月 3日(月祝）、5月 8日

（土）、5月 30日（日）、6月 12日（土）、6月 26日（土） 

   場  所：中門前（仁王門前）集合 

時  間：13:00～14:30 

定 員：1班 20名までの最大 3班 60名（7日前までに要予約） 

最少催行：5名 

内  容：推古天皇元年（593年）に聖徳太子により建立された日本最古の官寺で、「四天王寺式伽藍

配置」といわれる日本では最も古い建築様式のお寺です。金堂、五重塔、聖徳太子をお祀



りしている太子殿など僧侶の説明を受けながら境内をめぐります。また聖霊院では、聖徳

太子の伝説が描かれた絵堂を特別に拝観いただけます。 

料 金：無料 

予約・お問い合わせ：企画に関するお問合せ 四天王寺 06-6771-0066    ＜予約サイト＞ 

予約に関するお問合せ 日本旅行 WEB予約  

https://va.apollon.nta.co.jp/rekishi_tabi_shitennoji/ 

※こちらのページは現在準備中です。 

                                 

                         

    ●春季名宝展  

   期 間：2021年 3月 13日（土）～5月 5日（水祝） 

        ※企画展「小さな仏教～仏教美術の微細な世界～」は 

3月 13日（土）～23日（火）、4月 26日（月）～5月 5日（水祝）で開催 

   場  所：四天王寺宝物館  

時  間：8:30～16:00（受付は 15:40まで） 

内  容：500余点の国宝、重要文化財をはじめこれに準ずる寺宝の中から厳選して展示。春の企画展

として開催される春季名宝展では、期間中しか拝観する事の出来ない物が展示されていま

す。また期間中「小さな仏教～仏教美術の微細な世界～」を開催。国宝懸守 7懸のうち 4

懸など拝観できます。 

料 金：大人 500円、中学生以下無料 

  お問い合わせ：四天王寺 06-6771-0066 

 

●聖霊院絵堂特別御開扉 

   期 間：2021年 4月 17日（土）～4月 30日（金） 

   場  所：聖霊院絵堂 

時  間：8:30～16:30 

内  容：聖徳太子の伝説が描かれた壁画の奉られるお堂です。通常は毎月 22日（ご命日）のみ拝観

可能ですが、1400年御聖忌に合わせ期間中拝観いただける日を拡大します。 

     ※入館人数制限あり。堂内 15名以内 

料 金：無料 

  お問い合わせ：四天王寺 06-6771-0066 

 

●聖徳太子創建「四天王寺の境内案内」 

   期 間：2021年 3月 22日（月）、4月 22日（木）、5月 22日（土）、6月 22日（火） 

   場  所：四天王寺極楽門東側 

時  間：10:00～15:00で随時実施 

定 員：各回 20名程度 

内  容：毎月 22 日聖徳太子の月命日に合わせ、地元ガイドが四天王寺境内をご案内させていただき

ます。 

料 金：無料 

  お問い合わせ：てんのうじ観光ボランティアガイド協議会 

天王寺区民センター内 06-6771-9981 

 

   ●四天王寺境内参拝御朱印帖 

   内 容：広大な境内の主要なお堂 36 カ所に在る特別印のための朱印帖です。本キャンペーンに合わ

せリ二ューアルしました。 

料 金：1,000円（予定）※特別印各 200円（予定） 

お問い合わせ：四天王寺 06-6771-0066 

 

 

https://va.apollon.nta.co.jp/rekishi_tabi_shitennoji/


（２）法 隆 寺  

    ●特別法話とガイドツアー ＜要予約＞ 

    実 施 日：2021年 4月 24日（土）、5月 9日（日）、5月 30日（日）、6月 13日（日）、6月 19日

（土） 

   集合場所：法隆寺寺務所 

時  間：13:30～16:00 

(特別法話 13:30～14:00 、ガイドツアー14:00～16:00) 

    定 員：20名（3日前までに要予約） 

内  容：古谷正覚管長による特別法話が開催されます。法話後は、「斑鳩の里観光ボランティアの

会」による歴史探訪ツアーをお楽しみいただけます。 

   料 金：無料（法隆寺拝観料 別途必要） 

   予約・お問い合わせ：斑鳩町観光協会 0745-74-6800 

   

●「斑鳩の里観光ボランティアの会」による歴史探訪ツアー  ＜要予約＞ 

    実 施 日：2021年 3月 20日（土祝）～6月 30日（水） 

   場  所：法隆寺 iセンター 

時  間：9:00～14:00の間でご都合の良い時間（所要時間約 2時間） 

定  員：１組 5名まで（5日前までに要予約） 

内  容：ボランティアガイドによる境内の無料ガイドをお楽しみいただけます。 

   料 金：無料（法隆寺拝観料 別途必要）  

   予約・お問い合わせ：斑鳩町観光協会 0745-74-6800 

        ※上記の他に予約不要の定刻出発ツアーも有り。 

         10：00出発、13：00出発 先着 10名（１組 5名までの２組） 

 

（３）信貴山 朝護孫子寺 

   ●聖徳太子 1400年御遠忌 特別拝観 僧侶によるご案内 ＜要予約＞ 

   期 間：2021年 4月 4日（日）、17日（日）、24日（土）5月９日（日）、22日（土）、29日（土） 

6月 12日（土）、19日（土）、20日（日） 

   場  所：信貴山境内 

時  間：13:00～14:30 

定 員：各回 20名程度（5日前までに要予約） 

内  容：本堂・戒壇巡り・経蔵・開山堂特別参拝と霊宝館聖徳太子特別展示を僧侶がご案内いたしま

す。 

料 金：2,000円 

   予約・お問い合わせ：開催日により異なります。 

信貴山大本山玉蔵院 0745-72-2881（4月 17日、5月 29日、6月 12日） 

信貴山大本山千手院 0745-72-4481（4月 4日、5月 9日、6月 20日） 

信貴山大本山成福院 0745-72-2581（4月 24日、5月 22日、6月 19日） 

    

   ●精進料理と聖徳太子孝養像写仏または般若心経写経 ＜要予約＞ 

   期 間：2021年 4月 18日（日）、25日（日）、5月 16日（日）、30日（日）、 

6月 13日（日）、27日（日） 

   場  所：信貴山塔頭 

時  間：12:00～14:00 

定 員：各回 20名程度（5日前までに要予約） 

内  容：精進料理を召し上がられた後、聖徳太子孝養の写仏または般若心経の写経を行います。 

参 加 料：4,500円 

   予約・お問い合わせ：開催日により異なります。 

信貴山大本山玉蔵院 0745-72-2881（4月 25日、5月 30日、6月 13日） 

信貴山大本山千手院 0745-72-4481（4月 18日、5月 16日、6月 27日） 



 

（４）達磨寺 

    ●方丈展示の屏風絵ミニ講座と境内案内 ＜要予約＞ 

   期 間：2020年 5月 9日（日）、14日（金）、19日（水） 

   場  所：達磨寺 方丈 

時  間：13:00～14:00（ミニ講座 30分・境内案内 30分） 

定 員：各回 10名（要予約） 

内  容：方丈に展示される屏風絵＜片岡山のほとり（複製品）＞に関するミニ講座。境内案内では、

聖徳太子の愛犬と伝わる「雪丸」の石像にも出会えます。 

     5月 9日（日）：日野住職のミニ講座＋ボランティアガイドによる境内案内 

     5月 14日（金）、19日（水）：王寺町・岡島文化財学芸員によるミニ講座＋境内案内 

   料   金：無料 

   予約・お問い合わせ：王寺町観光協会 0745-33-6668  

        予約期間 2021年 4月 20日（火）～30日（金）9:00～17:00（土日祝除く） 

    

（５）愛染堂勝鬘院 

  ●秘仏愛染明王特別御開帳 

   期 間：2021年 3月 20日（土祝）～6月 30日（金）期間中の土・日 

   場  所：愛染堂勝鬘院 

時  間：9:00～16:30 

内  容：もとは聖徳太子が四天王寺を創建された時に「施薬院」として建立され、後に聖徳太子が勝

鬘経を人々に講ぜられた場所と伝わります。本尊で秘仏の「愛染明王」を特別にご開帳し、

聖徳太子の特別御朱印を授与します。 

料 金：拝観無料、特別御朱印 1,000円 

  お問い合わせ：愛染堂勝鬘院 06-6779-5800 

 

４．【連動企画】ＪＲふれあいハイキング ガイドツアー ＜要予約＞ 

  ボランティアガイドの案内で聖徳太子ゆかりの地を散策していただきます。 

  ●聖徳太子創建「四天王寺と七宮めぐり」 

    実 施 日：2021年 4月 24日（土）、5月 23日（日）、6月 19日（土）※雨天決行 

    集合時間：9:30 

    所要時間：約 3時間 

    歩  程：約 6km  

    定  員：各日 60名（電話または FAXにて申込、3日前までに要予約） 

    参加費用：500円 

    予約・お問い合わせ：てんのうじ観光ボランティアガイド協議会（天王寺区民センター内） 

電話 06-6771-9981 FAX 06-6774-3002 

  

  ●龍田大社と達磨寺 

    実 施 日：2021年 4月 10日（土）※天候により中止となる場合あり 

    集合時間：10:00 

    所要時間：約 5時間半 

    歩  程：約 8km  

    定  員：100名（電話、FAXまたは Eメールで申込、要予約） 

    参加費用：300円  

    予約・お問い合わせ：王寺観光ボランティアガイドの会 0745-27-4477（電話/FAX） 

         Eメール oujiguide@outlook.jp 

 

  

 



 

 ●聖徳太子を慕う道（太子葬送の道を歩く） 

    実 施 日：2021年 5月 22日（土）※天候により中止となる場合あり 

    集合時間：8:40 

    所要時間：約 3時間 

    歩  程：約 4.6km  

    定  員：50名（電話、FAXまたは Eメールで申込、要予約） 

    参加費用：300円  

    予約・お問い合わせ：王寺観光ボランティアガイドの会 0745-27-4477（電話/FAX） 

         Eメール oujiguide@outlook.jp 

 

５．【連動企画】奈良国立博物館 聖徳太子 1400年遠忌記念 特別展 「聖徳太子と法隆寺」 

   法隆寺で譲り伝えられてきた寺宝を中心に展示いたします。聖徳太子の肖像や遺品と伝わる宝物など貴重

な文化財を通じ、太子と太子信仰の世界に迫ります。 

  期間中、「ちょこっと関西歴史たび 1400 年御遠忌聖徳太子」パンフレットに付いている引換券を会場特設

ショップにお持ちいただくと、ノベルティを進呈いたします。 

    期 間：2021年 4月 27日（火）～6月 20日（日） 

    場 所：奈良国立博物館 

    お問い合わせ：050-5542-8600（ハローダイヤル） 

    展覧会公式サイト：https://tsumugu.yomiuri.co.jp/horyuji2021/ 

             ※詳細は順次、展覧会公式サイトでお知らせいたします。 

 

 ６．宣伝物ビジュアル（イメージ） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Ａ４パンフレット表紙 

https://tsumugu.yomiuri.co.jp/horyuji2021/

