
臨済禅師1150年・白隠禅師250年遠諱記念 春の京都禅寺一斉拝観

宗派 寺名（順不同） 郵便番号 住所１ お問い合わせ連絡先 お問い合わせ電話番号 拝観区分 予約 公式HP 公開開始 公開終了 期間中の拝観休止日

建仁寺派 建仁寺　開山堂 605-0811 京都市東山区小松町584 京都市観光協会 075-752-7070 特別拝観 http://www.kenninji.jp/ 4月12日 5月22日

相国寺派 相国寺 602-0898 京都市上京区相国寺門前町701 京都市観光協会 075-752-7070 特別拝観 http://www.shokoku-ji.jp/ 4月12日 5月22日

大徳寺派 大徳寺　法堂・唐門 603-8231 京都市北区紫野大徳寺町53 京都市観光協会 075-752-7070 特別拝観
前期4月12日
後期5月11日

前期4月28日
後期5月22日

妙心寺派 妙心寺　三門 616-8035 京都市右京区花園妙心寺町1 京都市観光協会 075-752-7070 特別拝観 http://www.myoshinji.or.jp/ 4月12日 5月22日

東福寺派 東福寺　法堂と禅堂 605-0981 京都市東山区本町15丁目778 京都市観光協会 075-752-7070 特別拝観 http://www.tofukuji.jp/ 4月29日 5月22日
5/14（木）13：00～13：
30は法堂のみ拝観で
きません。

天龍寺派 天龍寺 616-8385 京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町68 天龍寺 075-881-1235
通常拝観（期間中
特別拝観あり）

http://www.tenryuji.com/ 4月12日 5月22日

黄檗宗 萬福寺 611-0011 京都府宇治市五ケ庄三番割34 萬福寺 0774-32-3900
通常拝観（期間中
特別拝観あり）

http://www.obakusan.or.jp/ 4月12日 5月22日

大徳寺派 大徳寺塔頭　興臨院 603-8231 京都市北区紫野大徳寺町80 京都春秋 事務局 075-231-7015 特別拝観 http://kyotoshunju.com/ 4月12日 4月28日

大徳寺派 大徳寺塔頭　聚光院 603-8231 京都市北区紫野大徳寺町58 京都春秋 事務局 075-231-7015 特別拝観 http://kyotoshunju.com/ 4月12日 5月22日

大徳寺派 大徳寺塔頭　総見院 603-8231 京都市北区紫野大徳寺町59 京都春秋 事務局 075-231-7015 特別拝観 http://kyotoshunju.com/ 4月12日 5月22日

大徳寺派 大徳寺塔頭　黄梅院 603-8231 京都市北区紫野大徳寺町83-1 京都春秋 事務局 075-231-7015 特別拝観 http://kyotoshunju.com/ 4月12日 5月22日

大徳寺派 大徳寺塔頭　玉林院 603-8231 京都市北区紫野大徳寺町74 京都市観光協会 075-752-7070 特別拝観 4月12日 5月22日
4/16（土）・28（木）、
5/7（土）・10（火）・16

大徳寺派 大徳寺塔頭　真珠庵 603-8231 京都市北区紫野大徳寺町52 京都春秋 事務局 075-231-7015 特別坐禅体験 必要 http://kyotoshunju.com/ 4月30日 4月30日

妙心寺派 妙心寺塔頭　大雄院 616-8035 京都市右京区花園妙心寺町52 大雄院 075-463-6538
特別拝観
坐禅体験

4月12日 5月22日
月曜～木曜（祝日は
除く）

妙心寺派 妙心寺塔頭　慧照院 616-8056 京都市右京区花園坤南町3 慧照院 075-463-7056 特別拝観 4月20日 4月22日

妙心寺派 妙心寺塔頭　桂春院 616-8036 京都市右京区花園寺ノ中町11 桂春院 075-463-6578
通常拝観（特別公
開有り）

4月12日 5月22日

FirefoxでPDFを表示させてご利用の場合、PDFファイルにあるリンクが有効でないことがあります。その
場合には、PDFファイルをダウンロードしてから、Acrobat等でファイルを開いてご利用下さい。

下記の公開期間は、「春の
京都禅寺一斉拝観」スタン
プラリー対象期間です。

1 / 4 ページ

http://www.tenryuji.com/�
http://www.obakusan.or.jp/�
http://kyotoshunju.com/�
http://www.kenninji.jp/�
http://www.shokoku-ji.jp/�
http://www.tofukuji.jp/�
http://www.myoshinji.or.jp/�
http://kyotoshunju.com/�
http://kyotoshunju.com/�
http://kyotoshunju.com/�
http://kyotoshunju.com/�
http://www.zendera.info/#!%E8%88%88%E8%87%A8%E9%99%A2/c138z/565553eb0cf20a760c4c9ee4�
http://www.zendera.info/#!%E8%81%9A%E5%85%89%E9%99%A2/c138z/565558950cf2c8d5abadf41c�
http://www.zendera.info/#!%E7%B7%8F%E8%A6%8B%E9%99%A2/c138z/56555b1d0cf2c8d5abadf5f1�
http://www.zendera.info/#!%E9%BB%84%E6%A2%85%E9%99%A2/c138z/56556c480cf2c8d5abae0748�
http://www.zendera.info/#!%E5%A4%A7%E6%9C%AC%E5%B1%B1%E5%BB%BA%E4%BB%81%E5%AF%BA/c138z/563b07fa0cf2c322b494f1e6�
http://www.zendera.info/#!%E5%A4%A7%E6%9C%AC%E5%B1%B1%E7%9B%B8%E5%9B%BD%E5%AF%BA/c138z/565bd56e0cf28780b9d912af�
http://www.zendera.info/#!%E5%A4%A7%E6%9C%AC%E5%B1%B1%E5%A6%99%E5%BF%83%E5%AF%BA/c138z/563c515f0cf2c322b496aa08�
http://www.zendera.info/#!%E7%8E%89%E6%9E%97%E9%99%A2/c138z/565576d20cf2c8d5abae11e3�
http://www.zendera.info/#!%E5%A4%A7%E6%9C%AC%E5%B1%B1%E5%A4%A7%E5%BE%B3%E5%AF%BA/c138z/563afd6b0cf2c322b494ea60�
http://www.zendera.info/#!%E5%A4%A7%E9%9B%84%E9%99%A2/c138z/5657c5910cf22d6285186782�
http://www.zendera.info/#!%E6%85%A7%E7%85%A7%E9%99%A2/c138z/5657d6530cf277f55b2fbfb5�
http://www.zendera.info/#!%E7%9C%9F%E7%8F%A0%E5%BA%B5/c138z/565540f10cf2c8d5abade04d�
http://www.zendera.info/#!%E6%A1%82%E6%98%A5%E9%99%A2/c138z/5657d5130cf214c28f186702�
http://www.zendera.info/#!%E5%A4%A7%E6%9C%AC%E5%B1%B1%E5%A4%A9%E9%BE%8D%E5%AF%BA/c138z/563c611c0cf28330832fa47b�
http://www.zendera.info/#!%E5%A4%A7%E6%9C%AC%E5%B1%B1%E8%90%AC%E7%A6%8F%E5%AF%BA/c138z/228E8A6E-9E27-4241-A850-FBC38A5F8557�
http://www.zendera.info/#!%E5%A4%A7%E6%9C%AC%E5%B1%B1%E6%9D%B1%E7%A6%8F%E5%AF%BA/c138z/563b11280cf275e9c5989bd8�


臨済禅師1150年・白隠禅師250年遠諱記念 春の京都禅寺一斉拝観

妙心寺派 妙心寺塔頭　大法院 616-8023 京都市右京区花園大薮町20 大法院 075-461-5162 特別拝観 4月12日 5月8日

妙心寺派
龍安寺　蔵六庵と「龍
頭龍尾図」

616-8001 京都市右京区龍安寺御陵ノ下町13 京都市観光協会 075-752-7070 特別拝観 http://www.ryoanji.jp/ 4月20日 4月30日

天龍寺派 天龍寺塔頭　宝厳院 616-8385 京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町36 宝厳院 075-861-0091 特別拝観 http://www.hogonin.jp/ 4月12日 5月22日

天龍寺派 天龍寺塔頭　弘源寺 616-8385 京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町65 弘源寺 075-881-1232 特別拝観 http://kogenji.jp/ 4月12日 5月22日

天龍寺派 天龍寺塔頭　臨川寺 616-8384 京都市右京区嵯峨天龍寺造路町33 禅文化研究所 075-811-5189 特別拝観 必要

4月16日
4月24日
4月30日
5月4日
5月10日
5月16日

東福寺派 東福寺塔頭　退耕庵 605-0981 京都市東山区本町15丁目793 京都市観光協会 075-752-7070 特別拝観 4月12日 4月18日

相国寺派 慈照寺（銀閣寺） 606-8402 京都市左京区銀閣寺町2 慈照寺 075-771-5725
通常拝観（期間中
特別拝観あり）

http://www.shokoku-ji.jp/g_about.html 4月12日 5月18日

相国寺派 真如寺 603-8346 京都市北区等持院北町63 京都市観光協会 075-752-7070 特別拝観 4月12日 5月22日

建仁寺派 建仁寺塔頭　霊源院 605-0811 京都市東山区小松町594 霊源院 FAX 075-277-1118 特別拝観 http://www.reigen-in.jp/ 4月29日 5月8日
5月1日を除き、毎日
14時から法話。随時
呈茶。

建仁寺派
建仁寺塔頭　正伝永
源院

605-0811 京都市東山区小松町586 正伝永源院 075-531-0200 特別拝観 http://www.shoden-eigenin.com/ 4月19日 5月5日

建仁寺派
建仁寺塔頭　六道珍
皇寺

605-0811 京都市東山区小松町595 六道珍皇寺 075-561-4129 特別拝観 http://www.rokudou.jp/ 4月29日 5月5日

建仁寺派 高台寺 605-0825 京都市東山区下河原町526 高台寺 075-561-9966
通常拝観（期間中
特別拝観あり）

http://www.kodaiji.com/ 4月12日 5月22日

妙心寺派 妙心寺塔頭　東林院 616-8035 京都市右京区花園妙心寺町59 東林院 075-463-1334
宿坊
精進料理教室

必要 4月12日 5月22日

南禅寺派 南禅寺塔頭　光雲寺 606-8446 京都市左京区南禅寺北ノ坊町59 光雲寺 FAX 075-950-1010 坐禅体験 必要 http://www.zencenter.jp/ 5月14日 5月22日

建仁寺派 建仁寺塔頭　両足院 605-0811 京都市東山区小松町591 両足院 075-561-3216 坐禅・ヨガ体験 必要 http://www.ryosokuin.com/ 未定 未定

東福寺派 東福寺塔頭　勝林寺 605-0981 京都市東山区本町15丁目795 勝林寺 075-561-4311 坐禅・写経体験 必要 http://shourin-ji.org/ 5月14日 5月22日

妙心寺派 妙心寺 616-8035 京都市右京区花園妙心寺町1 妙心寺 075-463-3121 通常拝観 http://www.myoshinji.or.jp/ 4月12日 5月22日

妙心寺派 妙心寺塔頭　退蔵院 616-8035 京都市右京区花園妙心寺町35 退蔵院 075-463-2855 通常拝観 http://www.taizoin.com/ 4月12日 5月22日
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妙心寺派 妙心寺塔頭　大心院 616-8035 京都市右京区花園妙心寺町57 大心院 075-461-5714 通常拝観 4月12日 5月22日 不定休

妙心寺派 龍安寺 616-8001 京都市右京区龍安寺御陵ノ下町13 龍安寺 075-463-2216 通常拝観 http://www.ryoanji.jp/ 4月12日 5月22日

南禅寺派 南禅寺 606-8435 京都市左京区南禅寺福地町86 南禅寺 075-771-0365 通常拝観 http://www.nanzen.net/ 4月12日 5月22日

南禅寺派 南禅院 606-8435 京都市左京区南禅寺福地町 南禅院 075-771-0365 通常拝観 http://www.nanzen.net/ 4月12日 5月22日

南禅寺派 南禅寺塔頭　天授庵 606-8435 京都市左京区南禅寺福地町 天授庵 075-771-0744 通常拝観 4月12日 5月22日

南禅寺派 金福寺 606-8157 京都市左京区一乗寺才形町20 金福寺 075-791-1666 通常拝観 4月12日 5月22日

南禅寺派 正傳寺 603-8847 京都市北区西賀茂北鎮守菴町72 正傳寺 075-491-3259 通常拝観 4月12日 5月22日

南禅寺派 圓光寺 606-8147 京都市左京区一乗寺小谷町13 圓光寺 075-781-8025 通常拝観 http://www.enkouji.jp/ 4月12日 5月22日

東福寺派 東福寺 605-0981 京都市東山区本町15丁目778 東福寺 075-56-0087 通常拝観 http://www.tofukuji.jp/ 4月12日 5月22日

東福寺派 東福寺塔頭　同聚院 605-0981 京都市東山区本町15丁目799 同聚院 075-561-8821 通常拝観 4月12日 5月22日

東福寺派 東福寺塔頭　芬陀院 605-0981 京都市東山区本町15丁目803 芬陀院 075-541-1761 通常拝観 4月12日 5月22日

東福寺派 東福寺塔頭　天得院 605-0981 京都市東山区本町15丁目802 ハトヤ瑞鳳閣 075-361-1231 精進料理 必要 http://www.tentokuin.jp/tera/ 4月29日 5月8日

建仁寺派 建仁寺 605-0811 京都市東山区小松町584 建仁寺 075-561-6363 通常拝観 http://www.kenninji.jp/ 4月12日 5月22日

建仁寺派 建仁寺塔頭　禅居庵 605-0811 京都市東山区小松町596 禅居庵 075-561-5556 通常拝観 http://www.zenkyoan.jp/ 4月12日 5月22日

建仁寺派 法観寺（八坂の塔） 605-0827 京都市東山区八坂上町388
法観寺（八坂の
塔）

075-551-2417 通常拝観 4月12日 5月22日 不定休

建仁寺派 圓徳院 605-0825 京都市東山区下河原町530 圓徳院 075-525-0101 通常拝観 http://www.kodaiji.com/entoku-in/ 4月12日 5月22日

大徳寺派 大徳寺塔頭　大仙院 603-8231 京都市北区紫野大徳寺町54-1 大仙院 075-491-8346
通常拝観
土日夕方のみ坐禅
体験

坐禅
会の
み必
要

http://www.b-model.net/daisen-in/ 4月12日 5月22日

大徳寺派 大徳寺塔頭　高桐院 603-8231 京都市北区紫野大徳寺町73-1 高桐院 075-492-0068 通常拝観 4月12日 5月22日

大徳寺派 大徳寺塔頭　龍源院 603-8231 京都市北区紫野大徳寺町82-1 龍源院 075-491-7635 通常拝観 4月12日 5月22日

3 / 4 ページ

http://www.nanzen.net/�
http://www.kenninji.jp/�
http://www.ryoanji.jp/�
http://www.tofukuji.jp/�
http://www.kodaiji.com/entoku-in/�
http://www.zenkyoan.jp/�
http://www.b-model.net/daisen-in/�
http://www.tentokuin.jp/tera/�
http://www.nanzen.net/�
http://www.enkouji.jp/�
http://www.zendera.info/#!%E5%A4%A7%E6%9C%AC%E5%B1%B1%E5%BB%BA%E4%BB%81%E5%AF%BA/c138z/563b07fa0cf2c322b494f1e6�
http://www.zendera.info/#!%E9%BE%8D%E5%AE%89%E5%AF%BA/c138z/565420fd0cf29e70f224eb10�
http://www.zendera.info/#!%E6%B3%95%E8%A6%B3%E5%AF%BA%EF%BC%88%E5%85%AB%E5%9D%82%E3%81%AE%E5%A1%94%EF%BC%89/c138z/56553ccf0cf20a760c4c89d8�
http://www.zendera.info/#!%E5%A4%A7%E4%BB%99%E9%99%A2/c138z/56554c5d0cf2b6a6e9320681�
http://www.zendera.info/#!%E5%9C%93%E5%BE%B3%E9%99%A2/c138z/56553b440cf2a1cf6d180625�
http://www.zendera.info/#!%E5%A4%A7%E6%9C%AC%E5%B1%B1%E6%9D%B1%E7%A6%8F%E5%AF%BA/c138z/563b11280cf275e9c5989bd8�
http://www.zendera.info/#!%E9%87%91%E7%A6%8F%E5%AF%BA/c138z/5656c7ec0cf299a6c526ff24�
http://www.zendera.info/#!%E9%AB%98%E6%A1%90%E9%99%A2/c138z/565574c20cf20a760c4cbc21�
http://www.zendera.info/#!%E6%AD%A3%E5%82%B3%E5%AF%BA/c138z/5656ca6d0cf299a6c5270173�
http://www.zendera.info/#!%E7%A6%85%E5%B1%85%E5%BA%B5/c138z/56551a8b0cf2a1cf6d17e0b0�
http://www.zendera.info/#!%E5%A4%A7%E5%BF%83%E9%99%A2/c138z/5657ba6a0cf277f55b2fa734�
http://www.zendera.info/#!%E5%A4%A9%E6%8E%88%E5%BA%B5/c138z/5656c5d30cf2f26071be3d70�
http://www.zendera.info/#!%E5%90%8C%E8%81%9A%E9%99%A2/c138z/5656c3900cf2f26071be3adb�
http://www.zendera.info/#!%E5%8D%97%E7%A6%85%E9%99%A2/c138z/5656c4b90cf299a6c526fbe9�
http://www.zendera.info/#!%E5%A4%A7%E6%9C%AC%E5%B1%B1%E5%8D%97%E7%A6%85%E5%AF%BA/c138z/563c508d0cf23796cd8f87b0�
http://www.zendera.info/#!%E9%BE%8D%E6%BA%90%E9%99%A2/c138z/56554b060cf2a1cf6d181437�
http://www.zendera.info/#!%E5%9C%93%E5%85%89%E5%AF%BA/c138z/5656c9080cf247940f7058c4�
http://www.zendera.info/#!%E8%8A%AC%E9%99%80%E9%99%A2/c138z/5656c01b0cf2f26071be373c�
http://www.zendera.info/#!%E5%A4%A9%E5%BE%97%E9%99%A2/c138z/5656c1ce0cf299a6c526f928�


臨済禅師1150年・白隠禅師250年遠諱記念 春の京都禅寺一斉拝観

大徳寺派 大徳寺塔頭　瑞峯院 603-8231 京都市北区紫野大徳寺町81 075-491-1454 通常拝観 4月12日 5月22日

大徳寺派 泉仙　大慈院店 603-8231 京都市北区紫野大徳寺町5 泉仙大慈院店 075-492-2958 精進料理

10名
以上
のみ
予約
必要

http://kyoto-izusen.com/ 4月12日 5月22日

大徳寺派 酬恩庵（一休寺） 610-0341 京都府京田辺市薪里ノ内102 酬恩庵 0774-62-0193 通常拝観 http://www.ikkyuji.org/ 4月12日 5月22日

黄檗宗 萬福寺塔頭　宝蔵院 611-0011 京都府宇治市五ヶ庄 三番割34-4 宝蔵院  0774-31-8026 通常拝観 http://www.tetsugen-zakura.com/ 4月12日 5月22日

黄檗宗 海寳寺 612-0856 京都市伏見区桃山町正宗20 海寳寺 075-611-1672 精進料理 必要 4月12日 5月22日 木曜日定休

黄檗宗 石峰寺 612-0883 京都市伏見区深草石峰寺山町26 石峰寺 075-641-0792 通常拝観 http://www.sekihoji.com/ 4月12日 5月22日

黄檗宗 閑臥庵 603-8146 京都市北区烏丸通鞍馬口東入278 閑臥庵 075-256-2480
通常拝観
精進料理

必要 http://www.kangaan.jp/ 4月12日 5月22日

妙心寺派 単伝寺（らくがき寺） 614-8012 京都府八幡市八幡吉野33 単伝寺 075-981-2307 通常拝観 4月12日 5月22日
平日
但し、予約すれば可

妙心寺派 法輪寺（だるま寺） 602-8366 京都市上京区行衛町2-457 法輪寺 075-841-7878 通常拝観 4月12日 5月22日

妙心寺派 圓通寺 606-0015 京都市左京区岩倉幡枝町389 圓通寺 075-781-1875 通常拝観 4月12日 5月22日

天龍寺派 等持院 603-8346 京都市北区等持院北町63 等持院 075-461-5786 通常拝観 4月12日 5月22日

天龍寺派 西山艸堂 616-8385 京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町63 西山艸堂 075-861-1609 湯豆腐料理 http://www.wanogakkou.com/hito/0140/0140_tenryuji_myouti.html 4月12日 5月22日
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