共通拝観券

1,000

円
（拝観券3枚つづり）

を販売

2 鉄砲鍛冶屋敷

3 月蔵寺

てっぽう
かじやしき

最寄駅情報 阪堺線 高須神社から徒歩4分
拝観料 無料
公開内容 鉄砲鍛冶
屋敷（堺市指定文化財）座敷（初公開）、鉄砲鍛冶屋敷に伝わる資料類ほか

がつぞうじ

拝観券

最寄駅情報 阪堺線 綾ノ町駅から徒歩5分 拝観料 400円（境内はご自由にお参り
ください） 公開内容 本堂、釈迦涅槃図（堺市指定文化財）

10日・11日限定公開

拝観券または呈茶券
として利用可能
＋

9：30 ～ 16：30（ 16：00 受付終了 ）

堺市博物館
（常設展示のみ）
＋

拝観料：400 円 小中学生：200 円 小学生未満：無料

町家歴史館
「山口家住宅」
・
「清学院」

（月蔵寺、妙國寺、祥雲寺、大安寺、南宗寺、片桐棲龍堂は拝観料が必要です。）

＋
さかい利晶の杜
の入館券付

公開箇所ではガイドの解説があります。
（一部公開箇所を除く。）

江戸時代以来の広大な寺地には、正徳 2年
（ 1712）に再建された本堂のほか、寛

特別公開期間限定 !!
無料ループバスを運行！

特別公開は堺観光レンタサイクル
がら
秋の風を感じな

び り 走 りまわ
のん
ろ

日本で唯一残る江戸時代初期の鉄砲鍛冶屋敷。未公開だった座敷エリアをこのた

政5年
（ 1793）に創建された妙見大菩薩を安置する妙見堂があります。大坂夏の

び初公開。あわせて新たに発見された古文書や鉄砲図面等を展示。鉄砲鍛冶井上

陣で堺を焼き討ちした豊臣方の武将・大野治胤
（道犬）の供養塔があります。境

関右衛門家の歴史の一端と、堺のものづくりの原点にふれていただきます。

内の庭は、四季折々の花や樹を楽しむことができます。

4 宝珠院

阪堺線 妙国寺前駅から徒歩5分
土佐十一烈士墓（国指定史跡）

最寄駅情報

う

公開内容

5 妙國寺

ほうじゅいん
拝観料

無料

みょうこくじ

拝観券

阪堺線 妙国寺前駅から徒歩5分 拝観料 400円
大ソテツ（国指定天然記念物）と枯山水庭園（堺市指定名勝）

最寄駅情報
公開内容

共通拝観券の半券をお持ちの方
期間中何度でも無料で借り放題！
各バス停の情報は裏表紙へ。
時刻表は地図面下に記載しています。

1 福成寺
最寄駅情報

共通拝観券の半券をお持ちでない方
１台借りると、もう１台無料！

土佐十一烈士墓は、慶応4 年 (1868) に起った堺事件で切腹した土佐藩士11名の

★堺駅観光案内所、大仙公園観光案内所にて貸出。
★１日300円〜 ★貸出時間：9:00〜 16:30

拝観料

無料

公開内容

釈迦如来立像、八相涅槃図

初公開

福成寺の御本尊は、清凉寺式釈迦如
来立像と呼ばれるもので、その起源を
京都嵯峨にある清凉寺を起源とする
尊像です。創建より約 470 年間、福成
寺の厨子内に安置され、これまで多く
の方々から信仰され大切にされてきま
した。本像は堺市内唯一の清凉寺式
釈迦如来立像となります。
当寺の八相涅槃図はお釈迦様の涅槃
前後の事蹟を配するもので、製作年
は永正十二年 (1515) 七月八日に紀伊
寺瀧本坊において南都住人荼三郎な
る者が製作されたと記録されていま
す。法量は229.4 cm×213. 8 cm の涅
槃図です。現在のところ、堺市内最古
で最大級の八相涅槃図であり、制作
年月日及び伝来が知られる大変貴重
な涅槃図となります。
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拝観券

拝観料必要

呈茶券

呈茶券の利用可能

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

土佐藩士が阻止しようと11名を殺傷したもので、公使が藩士の斬刑や謝罪など

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

を要求しました。フランス人士官等の立ち合いのもと隊長ら20人の切腹が、妙國

庭園
（堺市指定名勝）があります。国の天然記念物に指定されている大ソテツは、

寺本堂庭前で行われましたが、11人が切腹した時点でその悲惨さに中止が命じ

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

られました。

本能寺の変の際に寄宿していたことでも知られています。

6 方違神社

ふくじょうじ

阪堺線 綾ノ町駅から徒歩3分

墓です。堺港に上陸してきたフランス軍艦の兵に対し、堺の警固にあたっていた

敷地内の建物・庭など撮影可能

敷地内の建物・庭など撮影禁止

建物内部撮影可能

建物内部撮影禁止

にちこうしょうにん

7 開口神社

ほうちがい
じんじゃ

南海高野線 堺東駅から徒歩7分 拝観料 無料
社殿（時間限定で１日３回公開 10:00～、14:00～、15:00～）方違神社縁起（複製）、梓御弓

あぐち
じんじゃ

呈茶券

阪堺線 大小路駅から徒歩3分 拝観料 無料
客殿、与謝野晶子歌碑、茶室「無礙庵（※内部は外からの観覧）」

最寄駅情報

最寄駅情報

公開内容

公開内容

開口神社では客殿にて
呈茶を楽しむことがで
きます。

3日・4日限定公開、社殿は時間限定で公開

11月3日（土）、
4日（日）、10日
（土）
、11日（日）
10:00～ 16:00
呈茶料 500円
（和菓子付き）
共通拝観券に付
いている呈茶券
が利用可能
時

ほうよけ

摂津、河内、和泉の三国の境にあり、方位のない清地とされ、方除祈願で知られ
ています。古くから遠方へ出かける時その方向がよくない場合に、一度別方向に

間

向かってから出かける風習がありました。方違神社はそのような時にお参りする

行基が建立した念仏寺にちなんで「大寺さん」の愛称で知られており、堺の神社

全国でも珍しい神社で、遠くへ旅する時や家を移る時などに、ここに参れば災難

の中でも非常に歴史が深い。戦国時代には、武野紹鷗や千利休が築地塀修理の

にあわないと言われ、新築や転居等の方災除けで各地からたくさんの人々が参詣

ためのお金を寄進したことでも知られています。かつては与謝野晶子の生家
「駿

に訪れます。

河屋」が近くにあり、晶子が幼いころに遊んだ境内には歌碑が建立されました。
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8 祥雲寺

しょううんじ

拝観券

阪堺線 宿院駅から徒歩6分 拝観料 400円
公開内容 本堂、庭園（府指定名勝）
、大綱宗彦の円相
最寄駅情報

だいこうそうげん

【講演会 & 落語会】
日 時 11月11日（日）
13:00～ 15:00
講演会 伊藤 純
（いとう じゅん）氏
落語会 桂 三風
（かつら さんぷう ）師
参加費 500円
（拝観料とは別）

9 顕本寺

阪堺線 宿院駅から徒歩5分 拝観料 無料
公開内容 隆達節の断簡（初公開）
、隆達画像、隆達節入り屏風（複製）、大型鰐口
最寄駅情報

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
阪夏の陣の際に焼失するも、現在の地に場所を移し復興。今回は顕本寺ゆかり
りゅうたつぶし

の隆 達節四首が記された新出掛軸を初公開。隆達節は安土桃山時代から江戸時
代初期にかけて一世を風靡した
流行歌謡。

【第7回 隆達忌講演会】
時 11月10日（土）
11:00～ 12:00
（開場は10:40）
会 場 顕本寺・本堂
内 容 顕本寺蔵の隆達節の
断簡について
講 師 小野恭靖氏
（大阪教育大学教授）
定 員 当日先着100名
（申込不要）
参加費 無料
日

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
開山に迎えられました。
庭園は、全体を平らとする平庭式の枯山水様式の庭園です。土塀寄りに石組を配
置し、手前に広い白砂空間をとっているのは江戸時代初期の枯山水に共通する
様式です。
第二次世界大戦の空襲で敷地全体が焼けてしまいましたが、焼け残った石組をも
とに整備され、作庭当時の姿をしのぶことができます。

10 大 安 寺

だいあんじ

拝観券

阪堺線 御陵前駅から徒歩5分 拝観料 400円
公開内容 本堂（重要文化財）
、障壁画（重要文化財）
最寄駅情報

特別企画（無料）コンサート

けんぽんじ

11 南 宗 寺

なんしゅうじ

月蔵寺 日月園コンサート

月蔵寺

●日時：11月10日
（土）16時開演
（15時30 分開場） 17時終了予定
●会場：月蔵寺

日月園

●出演者：マリオネット
●曲目：暗いはしけ、南蛮渡来、日曜はダメよ、花の葬列

他

●料金：無料
※雨天中止
（小雨でも中止することがあります）

マリオネット
（湯淺隆 / ポルトガルギター奏者 吉田剛士 / マンドリン奏者）
Marionette（Takashi Yuasa Goshi Yoshida）
日本におけるポルトガルギターのパイオニア・湯淺隆と、マンドリ
ン界をリードする吉田剛士によるアコースティックユニット。独特
のオリジナル音楽の創作を中心に、ファドやポピュラー音楽まで幅
広い音楽活動を行なっている。映画、ＴＶ､ ＣＭ、バレエ・演劇など
の音楽を数多く担当すると共に、計15枚のアルバムを発表。2013年
堺市依頼曲『南蛮 Sacay』作曲、同年『第６回石見銀山文化賞・特別
賞』受賞。2015年ポルトガル大使館より『ジョアナ･アブランシェス・
ピント賞』を受賞。

特別企画コンサート

拝観券

阪堺線 御陵前駅から徒歩5分 拝観料 400円
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）
最寄駅情報

妙國寺庭園ライトアップコンサート

クラリネット：
稲本渡
（Wataru
Inamoto）
堺市出身。京都御
苑 で の 奉 納 演 奏、
ビルボードライヴ、
演 劇 に も 出 演 し、
映画では音楽家役
で出演するなど多
方面で活躍。大阪
音楽大学、神戸女
学院大学講師。堺
親善アーティスト。

〜幻想的な空間で愉しむ音楽、香り、和菓子。
堺親善アーティスト稲本渡が送る悠久への誘い〜
●日

時：11月3日
（土）
19 時開演
（18 時 00 分開場）20 時終了予定

●会

場：妙國寺 大広間

●出演者：稲本渡
（クラリネット）、細谷公三香
（チェロ）、
宮本妥子
（パーカッション）
●料

金：1,000 円
※当日もチケット販売有り
（売り切れ次第終了）

チェロ：細谷公三香
（Kumiko Hosotani）
数々のコンクールで優勝。兵庫芸術文化セン
ター管弦楽団、イタリアのオーケストラで首
席を務めた。現在、全国各地のオーケストラ
にて客演を務める。

●未就学児入場不可、小学生以上はチケットが必要です。

チケット販売協力 /（公財）堺市文化振興財団

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

弘治3年
（ 1557）三好長慶が建立し、武野紹鷗や千利休らが禅の修行を行いまし

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

た。利休好みの茶室
「実相庵」を特別公開。境内には千家一門

の作と考えられ、四室にわたって鶴・猿・松・藤などが見事に描かれており、桃山

塔があり、名勝枯山水庭園と伝説の徳川家康の墓は必見です。仏殿
（重要文化財）

電話予約：072-228-0055
（平日 9:00～ 17:30）
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

時代から江戸時代の堺の繁栄を今に伝えます。

の天井には
「八方睨みの龍」が描かれています。

■企画・制作：株式会社音屋組

な

や

る そん

すけざえもん

12 片桐棲龍堂

かたぎり
拝観券
せいりゅうどう

阪堺線 御陵前駅から徒歩5分
庭園（堺市指定名勝）

最寄駅情報
公開内容

拝観料

400円

13 伸 庵
最寄駅情報

しんあん

JR阪和線 百舌鳥駅から徒歩6分

3日・4日限定公開

11日限定公開

武野紹鷗の供養

無料

公開内容

特別公開限定 !!

妙國寺庭園

パーカッション：宮本妥子
（Yasuko Miyamoto）
ドイツ国家演奏家資格首席取得。滋賀県文化
奨励賞や平和堂財団芸術奨励賞を受賞。現在
も世界各国で演奏活動を行うとともに、相愛
大学、同志社女子大学で講師を務める。

特別企画（無料）コンサート

呈茶券
拝観料

日月園

歴 史 あ る 堺 の 地 で、境
内をそっと覗けば趣の
ある水と緑の空間が広
がります。
堺 の 町 を、そ し て 月 蔵
寺をもっと身近に感じ
ていただける機会にな
ればと思います。

仰木魯堂 設計の茶室

抹茶 ＋
干菓子付

茶室伸庵で味わう
老舗料亭の昼食プラン

まちなかコンサート
in 開口神社 境内

秋のひとときにふさわしい名曲を、堺シティオペラがお届けします。
●日時：11月10日
（土）
［1回目］11：00 ～ 11：45 /［2回目］14：00 ～ 14：45（予定）
●会場：開口神社 境内（雨天時は瑞祥閣2階）
●出演：堺シティオペラ
●料金：無料
●お問合せ：072-228 - 0880（堺市文化振興財団）

数寄屋普請の名匠
「仰木魯堂」が昭和4 年
老舗の漢方薬専門店で国登録文化財。本庭園は、現存する江戸時代の
「茶庭」と

（ 1929）に建てた伸庵。普段は見ることが

して、歴史的にも貴重な庭園
（堺市指定名勝第一号）です。この庭園は築山・枯滝・

できない、平三畳台目の茶室を公開。室

枯流れを配した奥山の景色の中に作られ、茶の湯に関連する
「露地」の形態・構

内から見える庭の風情も必見。

成を持った庭園です。また、納屋（呂宋）助左衛門が豊臣秀吉に献上したジャコウ

１１月３日
（土）・４日
（日）限定で、座敷で

ネコの漢方にちなんだ品々も展示しています。

の呈茶を実施します。

な

3

拝観券

拝観料必要

呈茶券

や

る そん

すけざえもん

呈茶券の利用可能

敷地内の建物・庭など撮影可能

敷地内の建物・庭など撮影禁止

堺を代表する料亭「日本料理 もち月一
味庵」の昼食を、期間限定で茶室伸庵
の座敷でお召し上がりいただけます。
開催日 11月10日（土）
時 間 11:30～ 又は 13:00～
※各回20名限定
料 金 4,320円（税・サ込）
申込先 072-233-5258
（公社）堺観光コンベンション協会
※10日前までに要予約

建物内部撮影可能

建物内部撮影禁止

■主催：
（公財）堺市文化振興財団

堺シティオペラ
堺市の市制90周年を記念した「市民オペラ」の上演を機に、1978年に誕生。2010年より
堺シティオペラ一般社団法人として活動中。
活動の中心となる定期公演では、海外からも歌手やスタッフを招聘し、海外歌劇場との提
携公演や共同制作にも取り組むなど、意欲的なオペラづくりが内外から高い評価を得てい
ます。また、親子で楽しめるクリスマスオペラや、若手演奏家によるフレッシュコンサート、
文化講座なども精力的に展開し、地域の芸術文化の向上・普及にも力を注いでいます。
定期公演の成果として、2012年三菱 UFJ 信託音楽賞奨励賞、2014年音楽クリティックク
ラブ賞及び佐川吉男音楽賞、2015年大阪文化祭奨励賞など多数受賞。
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堺伝統産業会館

特別公開期間中、税込2,000円以上お買い上げの方に粗品をプレゼント！

刃物、線香、注染和晒、昆布、敷物、 伝統産業の実演見学
自転車や和菓子など堺ゆかりの 【１階・匠のひろば】
数々の伝統産品の展示・販売を
・包丁研ぎの見学
行っています。
毎週金曜 13:30 〜 15:00
■入館料 無料

江
久

善

庵

寺

向泉寺閼伽井跡

超

竹 内 街 道
寺

寺

校

國

高

妙

陽

堺伝統産業会館

泉

■お問合せ TEL.０72-260-4386 FAX.072-260-4725
http://www.sakai-rishonomori.com

和菓子の食べ比べ、販売のほか、和菓
子作り体験もできる和菓子の魅力満
載のイベントを開催！和菓子を食べ比
べてあなたのＮＯ.1 に投票しよう！

嶋

※１ 常設展観覧料は障がいのある方と介護者、堺市内在学の
小中学生と引率教職員、未就学児は無料

開催日時：11月3日（土）※荒天中止
10：00 〜 16：00
会 場：さかい利晶の杜・山之口商店街

社

申込

神

観光案内展示室

小

茶の湯体験施設

口

※１

開

中学生以下

山之口商店街

■利用料金

出発時間：13：30～ 集合場所：さかい利晶の杜

甲斐町晶子歌碑

与謝野晶子記念館

5 晶子のふるさとを歩く

家

5

千利休茶の湯館

第2回 堺Ｗ
（和菓子）-1グランプリ

本

●日時：2018 年11月10 日
（土）11: 00 〜、15: 00 〜
		
11日
（日）11: 00 〜、15: 00 〜
		
12日
（ 月）13: 00 〜
＊受付・開場は 30 分前となります。
●会場：さかい利晶の杜・茶室
（ 西江軒 風露軒 得知軒）
●料金：前売・当日共 2 ,000 円
（ 抹茶の呈茶付き）
ご観劇後に抹茶と和菓子を差し上げます。
事前準備が必要なので、なるべくご予約くださ
いますようお願いします。
●チケット取扱い・お問合せ：
虚空旅団
（高橋）Tel.090 - 3922-1204
mail：kokuuryodan@gmail.com
予約フォーム https://www.quartet-online.net/ticket/yukimanokusa
●主催：大阪ガス株式会社 ●共催：さかい利晶の杜

晶 子 生 家 跡

千利休評伝劇
『雪間の草』

さかい利晶の杜

■休館日 ・千利休茶の湯館、与謝野晶子記念館、茶の湯体験 共通拝観券を呈茶券として利用できます
施設 第3火曜日（祝日の場合は翌日）及び年末年始 （※受付で立礼呈茶券と引換え）
・観光案内展示室 年末年始
イベント情報

寺

■開館時間 ・千利休茶の湯館、与謝野晶子記念館、観光
特別企画
案内展示室 9:00 〜 18:00（入館は17:30まで） 立礼茶席で11月3日（土）〜 11日（日）の
9日間限定お菓子を提供
・茶の湯体験施設10:00 〜 17:00
（入席は16:45まで）
限定特典

宗

共通拝観券についている入館券＆呈茶券利用可能

南

築山林泉廻遊式庭園で、
抹茶も提供（有料）しています。

出発時間：13：30～ 集合場所：さかい利晶の杜

雲

さかい利晶の杜

開口神社 無礙庵

堺打刃物包丁即売会 10:00 〜 15:00

井

同時開催

4 三宗匠（宗久・宗及・宗易）歴史めぐりツアー
祥

■お問い合せ 072-243-3196

堺の打刃物 火造り工程
※荒天中止
11月4日（日）①10:00 ②11:00 ③13:00 ④14:00

大 通 庵 跡

65歳以上の方 100円
大人
200円
中高大生
100円
小学生
50円
（20名以上は団体割引有り）
期間中、入館時に本パンフレットの提示で入館料を2割引（65歳以上の方80円、
大人160円、中高生80円、小学生40円）。
※障がいのある方と介添者１名、土・日曜日と祝日は小中学生は無料。

今 井 屋 敷 跡

■入館料

千利休屋敷跡

月曜日
（祝・休日の場合は開館）

4 〜 10月 9:00 〜 17:00（入園は16:30まで）
11 〜 3月 9:30 〜 16:30（入園は16:00まで）
■休 園 日 月曜日（祝日の場合は開館）
■入 園 料 大人200円、小中学生100円
特別公開期間中、入園時に本パンフレットの提
示で入園料を2割引（大人160円、小人80円）
。
※小学生未満・堺市内在住の65歳以上の方、障が
いのある方（全て要証明書）と介添者１名は免除。
■お問い合せ 072-247-3670

さかい利晶の杜

■休館日

千利休 評伝劇『雪間の草』

共通拝観券についている
呈茶券利用可能

■開園時間

（入館は16:00まで）

イベント
情報

日本庭園

龍

■開館時間 10:00 〜 16:30

心落ち着く、庭園日

出発時間：10：30～ 集合場所：さかい利晶の杜

金

サイクルセンター

山之口商店街

自転車
博物館

3 さかいに残る名水を訪ねる
千利休屋敷跡

自転車のまち、堺

■お問合せ先 堺観光コンベンション協会 TEL 072-233-6601（平日 9:00 〜 17:30）

さかい利晶の杜

072-245-6201

︶

１０円

３・４日は

３０円

２０円

外観のみ

５０円

小・中学生

山 口 家 住 宅︵

高・大学生

常設展が新しくなっています！
この10年ほどの間に、御廟山古墳やニサンザイ古墳をはじめ
とする百舌鳥古墳群の学術的な調査などが、世界遺産登録の
ながれのなかで、大きく進展しました。その学術的な成果をた
くさん取り込んで、8月末から常設展の古墳の部分が新しくなっ
ています。この機会に是非ご覧ください。

︶

８０円

開 口 神 社︵ あ呈り茶︶

団体料金

１００円

寺

個人

一般

宗

区分

所 堺市博物館（特設コーナー）
間 10：00 〜 16：30（12：00〜13：00は実施しておりません。）
所要時間約30分
■受付方法 当日、堺市博物館受付にて申込
※但し、10名以上の団体は、
10日前までにメールまたはFAXで、
堺観光コンベンション協会へ事前予約が必要です。
団体事前申込先 堺観光コンベンション協会
メール pro@sakai-tcb.or.jp FAX 072-233-8448
■金 額 1人800円
■対 象 7歳以上
■定 員 各回20人（21人以上の団体は2枠に分けます）

南

観覧料（常設展のみ）
11月6日（火）〜 11月16日（金）
までの期間は常設展のみ展示

■場
■時

寺

３０円

安

５０円

大

小・中学生

■体験概要

寺

１７０円

法

２５０円

妙

４００円

高・大学生

武野紹鷗屋敷跡

団体料金

５００円

出発時間：10：00～、13：00～ 集合場所：さかい利晶の杜

千利休屋敷跡

個人

一般

2 茶人ゆかりの地めぐり
さかい利晶の杜

区分

ヘッドマウントディスプレイを着用し、
VRコンテンツ「仁徳天皇陵古墳ツアー」
を鑑賞いただけます。現在と築造当時の
仁徳天皇陵古墳を鳥瞰しているような
体験や、石室内部に入ったかのような体
験などができます。

３・４日は
外観のみ

特別観覧料
＊特別展期間 10月6日（土）〜
11月4日（日）

堺市博物館でVR映像体験

月 蔵 寺︵

■入館料

室町時代以来、宮廷の絵所預として「やまと
絵」を制作していた土佐派ですが、永禄12
年（1569）
、棟梁・土佐光茂の嫡男である光
元が戦死したことにより転機を迎えました。
光茂は弟子の光吉（1539 〜 1613）に工房
を任せ、光吉は京都から堺に工房を移しま
す。武将たちが天下統一をめざして戦を繰
り返した16世紀後期から17世紀前期、土佐
派の「やまと絵」は堺で命脈を保ちました。
本展では、土佐派存続の重責を担った土佐
光吉の画業を、彼が工房を構えた堺という
足利義輝像、重要文化財
場から探ります。
国立歴史民俗博物館蔵

寺

月曜日（祝・休日の場合は開館）

土佐光吉 ―戦国の世を生きた やまと絵師―
10/6（土）〜 11/4（日）

駅

■休館日

特別展

出発時間：10：00～、13：00～ 集合場所：南海線 七道駅

成

共通拝観券についている入館券利用可能

■開館時間 9：30〜17：15

■お問い合せ

1 初公開の福成寺と鉄砲鍛冶屋敷をめぐる
道

堺市博物館

ミニガイドツアー実施日 :11月3日（土）
・4日（日）
・10日（土）
・11日（日）コースにより開始時間が異なりますので、ご注意ください。

福

https://www.sakaidensan.jp/

※ツアー参加は無料ですが、有料公開箇所の拝観料・施設入館料・呈茶料金は別途必要です。 ※雨天決行・荒天中止。 ※各コースとも歩いてめぐりますので歩きやすい靴・服装でお越しください。

鉄砲鍛冶屋敷

■お問い合せ 072-227-1001

ミニガイドツアーコース

予約不要。出発時間の10分前までに集合場所にお集まりください。10名以上のグループは予約（堺観光ボランティア協会072-233-0531）をお願いします。

鉄砲鍛冶射的場跡
放鳥銃定限記碑

■開館時間 10:00 〜 17:00

・包丁研ぎ直しの見学
毎週土・日曜 11:00 〜 12:00
13:00 〜 15:00
・和菓子づくりの見学
第１・４日曜 13:30 〜 15:00
・お香づくりの体験
※日程は変更になる場合がございますので、堺伝統産業会館ホームページにてご確認ください。
堺伝統産業会館HPリンク先QRコード→
第２・４土曜 13:30 〜 15:00

秋季
七

■休館日 無休（年末年始を除く）

伝統産業品の紹介
同時開催
手ぬぐいで雑貨をつくろう 【１階・匠のひろば】
（事前申込制） 観光ボランティアによる館内展示品
11/10（土）①11：00〜12：00
の説明。
②13：00〜14：00
毎週水・土・日曜・祝日 10:00 〜 16:30
③14：30〜15：30 【2階・刃物ミュージアム】
申し込み方法など詳細は堺伝統
工程見本や種類見本を展示、高級刃物・プロ用
産業会館 HP をご覧ください。
刃物の販売

堺文化財
特別公開
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寄り道
と
っ
ょ
ち

堺 を味わうおすすめスポット
ちょっと一服…

つぼ市製茶本舗 in 南宗寺

古墳メモ（絵はがき付）
11月3日（土）・4日（日）

山口家住宅

11月3日（土）・4日（日）・10日（土）・11日（日） 10:00~15:00

山口家住宅で呈茶を実施いたします
共通拝観券についている呈茶
券が利用可能

（重要文化財）

特別公開期間限定で南宗寺に
つぼ市製茶本舗のイベントカー壷々庵が登場

料金：500 円（入館料別途）
時間：10:00 〜 16:00

南宗寺の駐車場に
てつぼ市製茶本舗
の イ ベ ント カ ー
壷々庵が登場しま
す。壷々庵をバック
に記念撮影などご
利 用くだ さ い。つ
ぼ市のお茶の試飲
販売も実施いたし
ます。
（雨天時はイベント
カー壷々庵が出な
い場合があります。
）

妙法寺

モを使うことで注目度アップは間違いなし！
この古墳メモには「古墳型はがき」がついていま
すので、是非堺観光の思い出をしたためて大切な
方にお送りください。
価格：1個

200円（税込）

江戸時代初期、大坂夏の陣の後に
建築された。400年の時が流れる
町家空間。

清学院（登録有形文化財）
江戸時代
から明 治
初期にか
けて 寺 子
屋が開か
れて い た
修験道場。北旅籠町で生まれ、日本人で
初めてヒマラヤ山脈を越えてチベットに
入った河口慧海もここで学んだ。

11 月 3 日（土）・4 日（日）10:00 〜 16:00

不動堂仏像特別公開
11月３日（土・祝）〜11日（日）
チベット茶の試飲（無料）
11月３日（土・祝）※先着100名

伸庵

目でチェックしたサイン入りです。爪
が飛ばない便利なケース付きです。
価格：1個

810円（税込）

各商品は市内３カ所の観光案内所にて販売しています。

各公開箇所等にて
お食事どころを
紹介したパンフレットを
配布しております。
お食事処に困ったときに
ご活用ください。

お茶の

岩間園

特別公開期間限定で本パンフレット持参の方に
限り、茶道具を３割引き（特価品を除く）

昼食プラン

㈱小森商店

㈱松倉茶舗

特別公開期間限定で本パンフレット持参の方
に限り、花柄お茶セット、ガーゼ二重タオルを
10％割引で販売

11月3日（土）～ 11月10日（土）限定
税別1,500円以上お買い上げのお客様に、楊枝
付懐紙セットをプレゼント

ガーゼ二重タオル
特別価格 270円
サイズ 90x35cm 日本製

共通拝観券についている呈茶券
が利用可能

堺市役所 21展望階ロビー

喫茶ミ・エール

11月3日（土）・4日（日）・10日（土）・11日（日）
特別公開期間限定メニュー
ゆず風味のあん団子＆抹茶セット

期間限定で座敷にて呈茶を
実施いたします

（コーヒーでも可）

共通拝観券についている呈茶
券が利用可能

共通拝観券についている呈茶券が
利用可能
価格：400円（税込）
時間：10:00 〜 18:00（ラストオーダーは17：30）
お問い合わせ：072-233-2121

呈茶料：300円（干菓子付き）
時 間：10:00 〜 16:00
定休日：月曜日
お問い合わせ：072-247-1447

※21階展望ロビーは9；00〜21：00（入場無料・年中無休）

さかい利晶の杜

花柄お茶セット
特別価格 3,240円
内訳 花柄の布製巾着・小茶碗・茶杓・茶筅

営業時間：10：00～ 16：00
定 休 日：日曜日・祝日（公開期間中は日曜日・
祝日も営業いたします）
住
所：堺市堺区熊野町東3-2-26
お問い合わせ：072-233-3530

営業時間：11:00～ 18:00
定 休 日：日曜日
住
所：堺市堺区中瓦町2-3-5
お問い合わせ：072-238-9214

西区

大鳥大社

和泉の国の一の宮。ヤマトタケルが
白鳥になって最後に舞い降りた地が
大鳥大社、千種の森。緑に囲まれた
清浄の地に、平清盛や与謝野晶子の
歌碑がある。

11月3日（土）・4日（日）・10日（土）・11日（日）
立礼茶席にて限定のお菓子を
提供します

南区

共通拝観券についている呈茶券が
利用可能
特別公開期間中、入園時に本パンフ
レットの掲示で入園料を2 割引

共通拝観券についている呈茶券
が利用可能

堺、唯一の国宝「割拝殿」と府指定無
形民俗文化財「こおどり」がある寺、
櫻井神社。秋祭には地元のだんじり
が集結！とりわけ泉田中のだんじり
は数少ない「堺型だんじり」。嵐の櫻
井君にあやかって、若人の参拝が絶
えない。

金：大人（大学生含む）500円
高校生 400円
中学生以下300円
時 間：10:00 〜 17:00（最終入席は
16:45まで ）
定休日：第 3 火曜日
お問い合わせ：072-260-4386
料

営業時間：10：00～ 18：00
定 休 日：第2・第4日曜日
住
所：堺市堺区熊野町東1−2−22
お問い合わせ：072-238-6188

堺観光ボランティア協会がおすすめするその他の寺社仏閣

堺市政100 周年を記念して作庭された
築山林泉廻遊式庭園。抹茶も提供（有料）。

呈茶料：300円（干菓子付き）
時 間：10:00 〜 16:00
定休日：月曜日
お問い合わせ：072-247-3670

らんらんランチ

特別公開期間中 茶道具などがお得になります！

開口神社の客殿で呈茶を
実施いたします

11月3日（土）・4日（日）

11月3日（土）・4日（日）・10日（土）・11日（日）

生かされています。堺刀司が経験の

11 月 3 日（土）・4 日（日）・
10 日（土）・11 日（日）

料金：500 円
時間：10:00 〜 16:00
お問い合わせ：072-233-5258

堺市茶室

味はもちろんのこと、便利さに加え
て暮らしにマッチしたグッドセンスが

町家歴史館（山口家住宅・清学院）
■開館時間 10：00 〜 17：00（入館は16：30まで）
※特別公開期間内は9：30 〜 17：00
（入館は16：30まで）
■休館日 火曜日
■入館料（山口家住宅）200円
（清 学 院）100円
（20名以上は団体割引有り）
（山口家住宅と清学院の共通券）250円
※中学生以下、堺市に住所を有する
65歳以上の方、障がいのある方
は無料（要証明書）
■お問い合せ（山口家住宅）072-224-1155
（清 学 院）072-228-1501

世界に誇る刃物の町堺。素材や切れ

ランチの
お店探しに
便利な
パンフレットも
あります！

開口神社

料金：500円
お問い合わせ：
市民活動団体EXSA.
080-5318-1267
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古墳メモ（絵はがき付）を販売。古墳の形をしたメ

堺の歴史爪切

堺 妙法寺にて堺asobiのミニ体験とご紹介
この 4月から開始した、堺のお寺と堺の歴史を新しい形で体感出来る、堺
asobi。通常一日限定10組、完全予約制の空間となります。文化財特別公
開に合わせて、11月3日（土）、4日（日）は、お茶とお菓子をセットで 500
円にて堺asobiのお部屋とプランをご案内いたします。また堺 asobi の舞
台となる開山675年の
堺 二条半 妙法寺の境
内も合わせてご案内致
します。
堺の新しいおもてなし
の空間を、この機会に
ぜひご体験下さい。

日本庭園

堺グッズ & お食事 案内

櫻井神社

川上理事長

美原区

法雲寺

慧極道明禅師が開山し
た黄檗宗の禅寺で、本尊
の背後には金色に燦然
と 輝 く3,333体 の 仏 像
が安置されている。境内
には、異国を思わせる山門をはじめ、天王殿・大殿・開山堂など黄檗
様式独特の伽藍構成を今に残している。春にはツツジが見ごろを迎
える。本山は京都宇治市の黄檗山萬福寺で、開祖である隠元禅師は隠
元豆の名称に名を残し、日本における煎茶道の開祖ともされている。

大殿内の本尊

3,333体の仏像
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