京都 本 法 寺

Hasegawa T6haku

Duddhゴ s ttrvana"

長谷川等柏 眩大温槃図開帳
「佛涅槃図J(目 指定重要文化財 )は 京堵β
三人涅槃図のひとつに数えられ、その大 きさは
本法寺 の
市長谷
ム時代から江戸初期 を代表する絵′
縦約10m横 約6mに およびます。作着 は安土ガヒ

伯
'll等

8ら の供養を目的に、61歳 のときにこの絵
(1539〜 1610)で 、自身の家族やたを寄 せた日菫宗僧イ
を描 き本法寺に奉献 しました。能登ロセ尾 に生まれた等伯は、染物 を生業とする長谷川家の養子
となり、渋郷で絵御として活動 しました。その後、養父母 の死をきっかけに京都 へ彩 り住み、薔提

寺の木ムであった本法寺を拠点に活躍 し、数多くのすばらしい作品 を遺 しました。当ムでは通常、
佛涅槃図の次製を展示していますが、春季都 1寺 宝展のlヶ 月間限定で等4flの 工筆をご覧いただ

鍮 M、

けます。

寺宝晨
な季特澪暉

Cdtur」 PrOpcrt』

◎T5haku´ gasctsu(Nittsi)￨]〕 /Mand212 0f Nichircn
(Nた hircn)/◎ Mandala OfNkshin(Nお shin)13/14〜 4/2】
3/14〜 4/2】 /◎
/Cockscomb(Attributed tO Qlan Xua→ ②【
Assortcd Shelllshes(Attributcd tO Zhao Chang)CI【
4/15】

4/3〜

/Lettcrftom Fukyisai Sen S5shitsu V to HOrami

Kδ zan(D【 3/14〜 4/2】 /TatsunOkuchi pcrsecution of

Nichircn(Kanδ

Tan｀

ya)0【 4/3〜

4/15】

/Rcd Raku

TcabOwlメ Ba15hai"(Attributcd tO HOrami K5etsu)0/◎
Sutra BOx wih Floral Arabesques(Hon｀ ami Kδ ctsu)0/
Sliding screcn Paintings in Shoin(Kishi Chikudol othcr

本法寺は長谷川等伯や木 阿弥光悦ら の芥逸した宝物を 多
く所蔵 します︒これらを将来 へ伝 えるた め︑皆様 に広く
ご理解 とご支後を頂きたく ﹁
を組織しま し
本法寺友 の会﹂
こ の庭﹂
た︒ご入会で 重帝拝観が 一年間 フリーパスです︒﹁
など 寺内 各所で ︑本 の桜や秋 の紅葉など 四本折々ゆ った
な季特 別寺宝 晨﹂拝観券
り とお過ごしくださ い︒さら に﹁
を 二枚進二 ︑会員ご本人様以外でもお使 いいただけます︒

Lkt ofヽ VOrksolmPortant

年会費二十円 入会月より 一年間有効 の会員証を発行
入会特典 ＝本季特 別寺宝 展 ︵
拝観料千 円︶拝観券を 二枚エ
が会員 証提示で 入会 から 一年間
三 ︑通常拝観料 ︵
五百円︶
ご本人様無料︒
※詳細はホームページもしくは︑電話でお問 い谷わせくださ い︒

公開予定寺壼[◎ 重丈]
◎等伯画説 (曰 通)●
曰菫聖人員恭羅木尊 【
4/3〜 4/15】
◎日親上人曼恭羅木尊 (日 親)【 3/14〜 4/21
鶏頭幸図(伝 銭舜本)● 13/14〜 4/2】
◎只尽くし図(伝 趙呂)0【 4/3〜 4/15】
千宗堂(常 史不休斎)消 恙0【 3/14〜 4/2】
籠口法難図(狩 野探島)0【 4/3〜 4/15】
馬上杯 (伝 木阿弥光悦作)0
◎花唐草螺釦経箱 (本 阿弥光悦)●
言院襖線 岸 竹堂)
他

Kyoto HOnPδ づ
i Temple 2017 Spring special temple treasure exhibitiOn
10100‑16:00

◆温 槃 会 3月 14日 Θ 10時
◆彼 岸 会 3月 23日 ⑥ 14時
◆記仝講演 3月 23日 ⑥ 15時
昧 季特万1寺 宝展 をめ ぐって」
鷹峰 常照寺 奥IIl工 叡師

大入
1,000円
600円
中高生
′学生以下は無料
￨ヽ

Adults:1000yen
High SchO。 land

R織 .叫 士
叡呂山本法寺 拷

穏∬:I認 晃::銀19署晟u,、 δ
t。

TEL:075´

441´ 7997

httP:〃cishouzan.honPOtti.niChircn´ shujP/

京都市菅バ ス9系 統、堀,￨1寺 え内バ ス停 から徒歩3分
京都市菅地下鉄烏丸線、鞍馬口駅から徒歩15分
Take K170to City Bus Number 9,12 to
HOrika、va Teranouchi bus stOp and、 valk fOr 3 111inutes.
Ъ ke the Karasuma Line Ofthc ttOtO MuniclPal Subway to

Kuramaguchi Station and walk fOr 15 minutes,

JuniOr High
Studcnts:600シ

骰

cn

Elcmcntary SchO。 1
Studcnts and undcr:舟 cc

米なお展示寺賞の丈臭や、
会期ヤ に展示さえがごユ ます。
詳細はホームページをご覧ください。

