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奈良薬師寺写経 奈良 京都 の旅 資料

第一優先ダイヤ のぞみ 217 号 9：20 発  名古屋着 18 番ホーム 10：59、降りたホーム集合

  昼食用駅弁購入、近鉄特急で食べる。特急券は購入済。11：30 発 4 号車 1ABC、2AB、3AB

JR 名古屋駅新幹線から地下 1 階の近鉄ホームまでは、一緒に移動 10 分程度を見込む。

近鉄乗車券はスイカ、パスモで各人がはらう。持ってない人は券売機で買う。

6 月 11 日の JR 新幹線 及び 特急券・乗車券の購入

のぞみ 217 号 東京 9：20 15 番線  

      品川  9：27      

      新横浜 9：39      

      名古屋 10：59 着 16 番線  降りたホームで集合 中央コンコースに降りて、

                   桜通口方向へ進み 右折、地下 1 階の近鉄改札へ

                   途中でお弁当を購入 標準乗り換え時間 15 分

近鉄名古屋線特急 11:30 5 番線  4 号車 1A、1B、1C、2A、2B、3A、3B

                  電車内で駅弁昼食

       名張 12：54 乗り換え 3 番線から、4 番線の 近鉄大阪線急行 12：57

      長谷寺 13：18 着        
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6 月 12 日   13：30 写経 当日奈良からの帰京ダイヤ

     近鉄西ノ京駅発 15：19 特急・・指定券は購入済、乗車券はスイカ 15：57 着

     新幹線 京都 16：26 発 のぞみ 240 号・・新横浜 18：25 着 乗換

6 月 13 日 近鉄奈良 8：48・・大和西大寺で乗り換え 8：54・・・京都 9：34

     京都市営バス C5 バス停 路線番号 33 洛西バスターミナル行き 9：49 発

     桂離宮バス停 10：14 徒歩 8 分 見学入り口  11：00 予約見学時間

京都駅からの新幹線候補（新大阪発の列車に乗る） チケット屋で買う

   のぞみ 246  17：26   新横浜 19：25 品川 19：36 東京 19：43

   のぞみ 248  18：08   新横浜 20：04 品川 20：16 東京 20：23

   のぞみ 250  18：26   新横浜 20：25 品川 20：36 東京 20：43

   のぞみ 408  19：12   新横浜 21：11 品川 21：22 東京 21：30
近鉄特急座席：4 号車 1A、1B、1C、2A、2B、3A、3B

,
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近鉄長谷寺駅集合 13：25

長谷寺まで 徒歩 15 分（荷物を預けて行く）

http://www.hasedera.or.jp/guide/

入山料 500 円  拝観 2 時間 30 分くらい （14：00～16：30） 長谷寺駅発 17：00 頃

朱鳥元(686)年、僧道明上人が天武天皇のために銅板法華説相図(国宝)を西の岡に安置した

ことが始まりという。平安時代には貴族、江戸時代には徳川家の崇敬を集め帰依を受けて栄え

た。舞台造の本堂(国宝)は徳川家光による再建。寺宝類としては、本尊十一面観音像をはじめ、

約千点にも及ぶ文化財を所蔵する。仁王門を抜け、本堂へと続く登廊(重要文化財)は 399 段に

渡る石段になっており、天井には楕円形の灯籠が吊られている。登廊は 4 月下旬から 5 月上旬

に見頃をむかえるボタンに彩られる。西国三十三所第８番札所となっている。
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見学終了後、奈良ワシントンホテルプラザへ、近鉄長谷寺発・桜井で JR 乗り換え、奈良へ

奈良ワシントンホテルプラザにチェックイン後、夕食を奈良駅 or 近鉄奈良駅周辺で食べる

          食後、散歩＆コンビニ等で朝食を購入。

費用概算 基本部分 2 泊 3 日 約 50,000 円
主要交通費 30,000 円+アルファ

東京・・・長谷寺 15620 円、長谷寺・・奈良 530 円、奈良・・桂離宮 1070 円、
京都・・・東京 13,000 円

宿泊費 一泊 4445 円 （80000 円/18 人）
食事代フルコース 10,000 円 11 日昼食+夕食、12 日 朝/昼/夜 13 日 朝/昼

        朝 500 円、昼 1300 円、夜 2500 円（お酒を除く）
写経・拝観料 薬師寺：写経 2000 円、共通拝観料 1600 円

長谷寺特別拝観券 1300 円、桂離宮 1000 円 東寺 共通拝観券 800 円
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新幹線で京都経由、長谷寺の列車案

6 月 12 日   薬師寺で写経は午後 13：00～15：00 頃 を予定、

午前中は奈良市内を歩いて見学、興福寺 5 分、猿沢の池、東大寺 20 分、春日神社 30 付分  

＊薬師寺へは、近鉄奈良駅・・・・大和西大寺乗り換え・・・ 西ノ京駅まで 15 分・・徒歩 すぐ前

写経後、近くの唐招提寺を見学して、夕食は近鉄奈良駅周辺で

奈良の観光ガイド、地図 各種ＰＤＦ掲載  https://narashikanko.or.jp/pamphlet/
ナラ
https://narashikanko.or.jp/wp-content/themes/nara-portal/pdf/pamphlet̲pdf/pamph22.pdf
なら街散策マップ
https://narashikanko.or.jp/wp-content/themes/nara-
portal/pdf/pamphlet̲pdf/naramachi̲walk.pdf
奈良公園ウォークマップ
https://narashikanko.or.jp/wp-content/themes/nara-
portal/pdf/pamphlet̲pdf/nara̲park̲walk̲map.pdf
ならり 2019 年春夏号
https://narashikanko.or.jp/wp-
content/uploads/2019/03/2880e7a167bcd46897135e062f75321f-1.pdf

東大寺 http://www.todaiji.or.jp/index.html

http://www.todaiji.or.jp/common/images/pdf/map-a4.pdf
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興福寺の案内  http://www.kohfukuji.com/about/index.html
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唐招提寺 https://toshodaiji.jp/  拝観は 16：30 まで
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東大寺 http://www.todaiji.or.jp/index.html
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薬師寺は天武天皇 9 年（680）に天武天皇が皇后（後の持統天皇）の病気快復を祈り発願ん）され
た 1300 年の歴史を持つ寺です。しかし、長い歴史の中で数々の天災・人災により東塔を除く全て
の建物が火災により消失し、「竜宮造り」と呼ばれた壮麗な伽藍の面影はありませんでした。
伽藍（がらん）の復興
薬師寺にとって失われた伽藍（がらん）の復興は長年の悲願でした。
昭和四十三年（1968）、高田好胤和上は、物で栄えて心で滅ぶ高度経済成長の時代だからこそ、精
神性の伴った伽藍の復興を目指し、お写経勧進による白鳳伽藍復興を始めました。
一巻（いっかん）千円のご納経料をいただき、百万巻のお写経を勧進して金堂（こんどう）復興
を目指しました。高田管長は全国を行脚し、お写経を通した「美しい心の再発見」を呼びかけ、
昭和 51 年（1976）に目標の百万巻を達成。金堂が落慶されました。
お写経勧進による白鳳伽藍復興を始め、平成 30 年で 50 周年となります。西塔（さいとう）、中
門、回廊、大講堂、食堂（じきどう）と白鳳伽藍の主要な堂塔はおおよそ復興されつつありま
す。まさに日本人の美しい心の結晶です。 創建当初から現存する、ご本尊・薬師三尊は世界一美
しい仏像と名高く、やさしい微笑みは仏さまに包み込まれるような安心を私達に与えてください
ます。心を癒やす場所・心を磨く場所 心のお寺・薬師寺にお参りください。

唐招提寺は、南都六宗の一つである律宗の総本山です。
多くの苦難の末、来日をはたされた鑑真大和上は、東大寺で５年を過ごした後、
新田部親王の旧宅地（現在の奈良市五条町）を下賜されて、天平宝字３年（759）
に戒律を学ぶ人たちのための修行の道場を開きました。
「唐律招提」と名付けられ鑑真和上の私寺として始まった当初は、
講堂や新田部親王の旧宅を改造した経蔵、宝蔵などがあるだけでした。
金堂は８世紀後半、鑑真和上の弟子の一人であった如宝の尽力により、
完成したといわれます。
現在では、奈良時代建立の金堂、講堂が天平の息吹を伝える、貴重な伽藍となっています。

唐招提寺の拝観料 https://toshodaiji.jp/



18



19



20

6 月 13 日 桂離宮の見学  予約時間 １１：００ 桂離宮参観
桂離宮は、京都市西京区桂にある皇室関連施設。江戸時代の 17 世紀に皇族の八条宮の別邸とし

て創設された建築群と庭園からなる。総面積は付属地を含め約 6 万 9 千平方メートルで、うち庭
園部分は約 5 万 8 千平方メートルである。

所在地： 〒615-8014 京都府京都市西京区桂御園 電話： 075-211-1215
1,近鉄奈良・・京都 市営バス 路線番号 33 パス停 C5 25 分 桂離宮前下車 8 分

電鉄「桂」より徒歩 20 分 、市バス「桂離宮前」より徒歩 8 分
朝食後、チェックアウト 8：00

近鉄奈良駅まで徒歩 10 分  神戸行 8：48 発・・大和西大寺乗換 京都 9：34
案内人が付いて、見学 約 1 時間 13：00 桂駅から阪急線で京都市内へ戻る。

京都市営バス パス停 C5 路線番号 33
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電車の場合：近鉄奈良 9：19 発・・武田乗換市営烏丸線四条 10：11
・・四条駅で下車・・・阪急烏丸駅で梅田行 10：16 乗車・・・桂で下車 10：25

駅から徒歩 20 分で桂離宮見学受付 10：50 着・・受付時間が不足

京都駅周辺で昼食後、解散  希望者は京都見学 候補は駅前の東寺

身分証明書は必要  拝観料 1000 円

桂離宮の園内見学コース
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東寺 真言宗総本山 東寺 【教王護国寺】 〒601-8473 京都市南区九条町 1 番地
拝観料 金堂・講堂 500 円、観智院 500 円、 2 か所共通券 800 円

現在東寺所蔵仏像他が東京国立博物館～6 月 2 日特別展「国宝 東寺―空海と仏像曼荼羅」
に展示中で留守 https://www.tnm.jp/modules/r̲free̲page/index.php?id=1938
東寺は、唯一残る平安京の遺構です。創建からおよそ、１２００年。平成６年、１９９４年
に世界遺産として登録されました。平安遷都とともに建立された東寺は官寺、つまり国立の
寺院。その寺院を桓武天皇のあとに即位した嵯峨天皇は、唐で新しい仏教、密教を学んで帰
国した弘法大師空海に託しました。ここに、日本ではじめての密教寺院が誕生します。東寺
を託された弘法大師空海は、密教の主尊である大日如来を境内の中心にすえ、広大な寺域に
曼荼羅まんだらを表現しようとしたのかもしれません。造営にあたって、弘法大師空海は、
御影堂(みえいどう)の場所に住房を構えました。御影堂では、いまも毎日、
弘法大師空海がいらしたときと同じように、一の膳、二の膳、お茶をお出ししています。
東寺に来られたら、まず御影堂にお参りください。お堂に上がり、ひととき弘法大師空海と
お話しください。
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東寺 伽藍

「JR 京都駅」八条口より徒歩 15 分です。（約 1.1km）
「近鉄東寺駅」より徒歩 10 分です。（約 0.6km）

京都 30 か所 https://www.travel.co.jp/guide/matome/

八坂神社 http://www.yasaka-jinja.or.jp/

広隆寺 http://japantemple.com/2015/07/13/post-141/
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1 階にガストが入っている。三条通り沿い

奈良ワシントンホテルプラザ

630-8236, 奈良市, Shimosanjo-cho 31-1 - 道順を表示する

630-8236, 奈良市, 下三条町 31-1

電話: +81742270410

宿泊施設にメールする

ご予約 2 泊, 5 部屋変更

宿泊者大人 10 名

チェックイン 2019 年 6 月 11 日(火) （14:00～00:00）

チェックアウト 2019 年 6 月 13 日(木) （10:00 まで）

5 部屋￥73,889

8 % の消費税/VAT 込￥5,911

合計料金￥79,800


