
春季
平成28年 ４月1日［金］─ ４月3日［日］

本願寺堺別院
写真提供：山口康英氏

●主催：おいでよ堺21実行委員会
 （堺市、（公社）堺観光コンベンション協会、堺商工会議所、堺ホテル協会）
 お問い合せ：〒590-0078 堺市堺区南瓦町３－１（堺市観光部内）
 TEL072-228-7493
●企画運営：NPO法人堺観光ボランティア協会
●後援：大阪府、大阪府教育委員会、関西地域振興財団、歴史街道推進協議会、
  堺市教育委員会、大阪観光局、近畿運輸局
●協力：大阪府生菓子協同組合堺支部、堺刃物商工業協同組合連合会、
  堺線香工業協同組合、堺昆布加工業協同組合、
  大阪府料理業生活衛生同業者組合堺支部、大阪市交通局、南海電気鉄道㈱、
  阪堺電気軌道㈱、泉北高速鉄道㈱、南海バス㈱、
  大河ドラマ「真田丸」大阪推進協議会
●写真協力：八百源來弘堂、山口康英

検索堺文化財

妙國寺庭園ライトアップ〈夜桜コンサート〉特別企画

●日時：4月3日（日）19時開演（18時30分開場）20時終了予定
●出演者：ウインドオーケストラ＜ACROSS＞木管五重奏
　（稲本渡、ラック・ザビエル、大島弥洲夫、桑原正善、青木宏朗）
●料金：1,000円　※当日もチケット販売有り（売り切れ次第終了）
●企画・制作：(株)音屋組（OTOYA ENTERTAINMENT）

妙國寺の夜桜・大ソテツのライトアップとトッププレイヤーによる
アンサンブルの響演で送る幻想的なひとときをお楽しみください。 稲本  渡

（クラリネット）
Wataru Inamoto
堺市出身。オースト
リア国立グラーツ
音楽大学を最優秀
で卒業。
兵庫芸術文化セン
ター管弦楽団を経
て、東儀秀樹、レ・ 
フレールとの共演、
演劇、映画にも出演
するなど多方面で
活躍。

窓口販売
（公財）堺市文化振興財団
堺市立栂文化会館
堺市立東文化会館
堺市立美原文化会館

チケット販売協力：（公財）堺市文化振興財団
電話予約：072-228-0055

ラック・ザビエル

大島弥洲夫

桑原正善

青木宏朗

堺東観光案内所   072-238-7174
南海高野線堺東駅西口より南へ100m

堺駅観光案内所   072-232-0331
南海線堺駅（南海堺駅ビル内）

大仙公園観光案内所  072-245-6207
JR阪和線百舌鳥駅より北西へ350m

観光案内

検索堺観光ボランティア協会 ミニガイドは無料です

お問い合せ 〒590-0077 堺市堺区中瓦町2丁3-24 博愛ビル1F 
TEL：072-233-0531

春の文化財特別公開ミニガイドツアー
（
無
料
）

堺観光ボランティアガイドと巡る

■開始時間：①10:30～、13:30～（申し込み受付は各回30分前～、集合時間は5分前厳守）
 ②18:00～（1日（金）・2日（土）のみ実施、要予約）
■集合場所：さかい利晶の杜　観光案内展示室（無料ゾーン）
■料金：無料(※本成寺での呈茶体験、妙國寺の拝観は有料となります)
■所要時間：①約1時間　②約1時間30分

さかい利晶の杜→千利休屋敷跡→宿院頓宮→山之口商店街
→開口神社→顕本寺→本成寺（呈茶）①桜の名所と初公開の本成寺を巡るコース

さかい利晶の杜を出発し、堺の夜桜の名所を巡りながら、最後は妙國
寺で桜とソテツのライトアップをご覧になれます。②夜桜見物コース（要予約）

NHK総合　毎週日曜　夜 8時～　ほか
出演：堺　雅人　ほか

戦国時代最後の名将・真田信繁（幸村）。好奇心
にあふれ、冒険を好み、戦国の世を駆け抜け、い
つしか覇者・徳川家康をも恐れさせる武将と
なる。天才の父、秀才の兄の背を追いながら、故
郷の家族と共に乱世を生き延びるため、迷い、
苦しみ、成長していく家族愛にあふれた次男
坊・信繁。大坂の陣で「真田丸」を作り上げるま
での人生は、小さな家族船「真田丸」での航海の
道程でもあった。

大河ドラマ「真田丸」放送中！

大
河
ド
ラ
マ



＊公開箇所では、観光ボランティアガイドが解説します。
＊寺院の行事等で、公開不可の場合があります。　
＊拝観されるにあたり、公開物に触れる等、他のお客様のご迷惑にならないようマナーを守ってご拝観ください。

平成28年
4月1日（金）～３日（日）
9:30～16:30（16:00受付終了）
※妙國寺は、1日（金）・2日（土）９：３０～２０：３０
　（２０：００受付終了）
※本願寺堺別院は９：３０～１６：００（１５：３０受付終了）

入館料（1カ所）：400円　小中学生：200円（妙國寺、祥雲寺、大安寺、南宗寺、片桐棲龍堂）
呈茶券が使用できる箇所：
本成寺、さかい利晶の杜（立礼席）、山口家住宅、堺市茶室｢伸庵｣、
日本庭園、堺市役所２１階展望ロビー｢喫茶ミ・エール｣

文化財特別公開
共通拝観券
1,000円
（拝観券 3枚つづり）

拝観券または呈茶券として利用
可能＋堺市博物館＋町家歴史館
「山口家住宅」・「清学院」入館券付
公開期間中、市内各観光案内所と共通拝観券を使
用できる箇所（有料公開箇所等）で販売します。

１

公開内容：枯山水庭園と大ソテツ（天然記念物）

拝観券

永禄 5 年（1562）の創建。堺を支配した三好一族の一人、三好義
賢（実休）が、寺の敷地や蘇鉄を日珖上人に寄進したことがはじま
り。境内には蘇鉄一色の枯山水の庭園（堺市指定名勝）がある。

国の天然記念物に
指定されている大
蘇鉄は、樹齢千百
年余りといわれ、
織田信長をも怖れ
させたという伝説
の樹。徳川家康が
本能寺の変の際に
寄宿していたこと
でも知られる。

2

公開内容：本堂、経蔵、蓮如堂

堺市指定有形文化財である梵鐘は、大坂夏の陣で焼失した念仏
寺 ( 開口神社の神宮寺 ) のために、堺の復興や新しい町割に努
めた堺奉行が元和 3 年（1617）に再鋳させたもので、明治初期
に当院に移された。
※1日（金）の 9:30 ～ 12:00は、敷地内で行事が行われるため、
　本堂には入れません。

３

公開内容：本堂、本堂襖絵「三国聖賢図 (さんごくせいけんず )」、掛軸「鑑真上人」

４

公開内容：本堂、庭園（府名勝）、俵屋宗達「松島図屏風」（複製）
一凍紹滴墨蹟  沢庵道号（いっとうしょうてきぼくせき  たくあんどうごう）、祥雲庵法度

拝観券

大坂夏の陣の後、堺の豪商谷正安により建立され、沢庵和尚が開山
に迎えられた。祥雲庵法度を初公開。松島図屏風（複製）は江戸時代
に活躍した画家、俵屋宗達の筆。

本成寺
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６

公開内容：本堂、日親上人坐像、出開帳用の厨子、日親上人の歯、日親上人のお墓

顕本寺5
室町末期、近畿一円に勢力を誇った三好一族とゆかり
の深い法華宗の寺院。
大坂夏の陣の際に焼失するも、現在の地に場所を移し
復興。大型鰐口としては市内最古の元和 8 年（1622）
の鰐口を公開。
※1 日（金）の 9:30 ～ 12:00 は、敷地内で行事が行
　われるため、拝観できません。

大安寺７

公開内容：本堂（重要文化財）、障壁画（重要文化財）

拝観券

本堂は、堺の豪商納屋（呂宋）助左衛門の屋敷を移したと伝承さ
れる総檜造りの建物。本堂と共に
重要文化財に指定されている障
壁画は、17 世紀前半の狩野派の
作と考えられている。障壁画の白
梅や杉戸の吉野桜からは、近世か
ら楽しまれている堺の春の趣を
感じることができる。

南宗寺８

公開内容：本堂（※庭からの観覧）、茶室「実相庵」（※内部はにじり口からの観覧）

拝観券

弘治 3 年（1557）三好長慶が建立し、千利休や武野紹鷗らが禅
の修行を行った。利休好みの茶室「実相
庵」は明治９年（1876）の堺博覧会開催
時にここへ移築され、戦災で焼失後、昭
和 35 年（1960）に再建された。境内に
は千家一門の供養塔、武野紹鷗の供養
塔があり、名勝枯山水庭園と伝説の徳
川家康の墓は必見。

片桐棲龍堂9

公開内容：庭園〈市名勝〉、桜花図譜 塗り椀・20種（片桐棲龍堂所蔵品）
浮世絵　千代田の大奥（片桐棲龍堂所蔵品）など

拝観券

老舗の漢方薬専門店。国登録文
化財の医家屋敷でもある。本庭園
は、現存する江戸時代の「茶庭」と
して、歴史的にも貴重な庭園（堺
市指定名勝第一号）。春にちなん
だ「桜花図譜　塗り椀・２０種」「浮
世絵　千代田の大奥」などの片桐
棲龍堂所蔵品も公開。

公開内容：隆達画像、隆達節入屏風（複製）、大型鰐口 C-3

春季

妙國寺 本願寺堺別院

超善寺 祥雲寺

文安元年（1444）、久遠成院日親が播磨東条の法難を逃れ、兵庫
より船で堺の浜に上陸し、石を高座にして伝道中、付近の桔梗屋
重兵衛がその教えを受け、日親を開山に迎え建立された。日親は
厳しい迫害に屈服せず「鍋かぶり上人」と畏敬され、日親上人坐
像は室町時代の優れた肖像彫刻として崇められている。

く　おん　じょう いん  にっ  しん

き  きょう   や
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初公開

真田幸村（信繁）をはじめとする戦国武将が憧れた商都・堺
桜舞う、歴史文化のまちで春の趣に出会う

にち  こう  しょうにん

天正年間（1573 ～ 91）住蓮社存誉貞公上人の開創。大坂夏の
陣後、現在地に中興専誉が再建した。
また、堺屈指の桜の名所の一つとしても有名。

ちゅうこう　せん    よ

じゅうれん　しゃ　ぞん　よ　てい　こう　しょうにん

公開は、４月１日（金）・３日（日）のみです拝観は 16:00 で終了します（15:30 受付終了）

公開は、４月２日（土）・３日（日）のみです
たけ　の　 じょう おう
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呈茶券

左海銘菓司 宝泉「古墳焼き」

出開帳用の厨子

桜花図譜　塗り椀

浮世絵　千代田の大奥
三国聖賢図

祥雲庵法度

※特別公開期間外でも通常の拝観ができます。

※特別公開期間外でも通常の拝観ができます。

内 部外 部拝観券 拝観料必要 呈茶券の利用可能 スタンプラリー実施箇所 敷地内の建物・庭など撮影可能 建物内部撮影可能 内 部 建物内部撮影禁止外 部 敷地内の建物・庭など撮影禁止
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