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＜本件に関するお問い合わせ先（総合）＞ 

公益社団法人 奈良市観光協会 広報企画課 胎中・大垣・谷口 

住所：〒630-8122 奈良市三条本町 8-1 シルキア奈良 2 階／Tel: 0742-30-0230  

Email:kouhou@narashikanko.or.jp（広報窓口代表） URL:https://narashikanko.or.jp/（公式 WEB）、 

https://narashikanko.or.jp/topics/syuyanonaratabi（「秋夜の奈良旅」特設ページ） 

 令和 2 年 9 月 30 日 

公益社団法人 奈良市観光協会 

奈良市では、秋が深まる 11 月に秋の夜を満喫できる催しが週末を中心に行われます。世界遺産の神社や

お寺での夜間特別参拝や、美しい夜景が見渡せる若草山山頂への夜景観賞バス、各種ガイド付きツアーが

お楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月の毎週末は、東大寺（金曜）、春日大社（土曜）、元興寺（金曜・土曜）で夜の特別参拝が行われま

す。東大寺大仏殿では、18:00 から新型コロナウイルス終息を祈る読経、18:30 からは大仏様への奉納演奏

が行われます。春日大社では、御本社回廊内にある約 1,000 基の釣燈籠に浄火が灯され、幻想的な雰囲気

の中、参拝が可能。元興寺では、国宝・極楽堂（本堂）の夜間特別参拝とともに、普段は非公開の国宝・禅

室の一部の扉を開扉し、元興寺秘蔵の須田剋太画伯の大作品が灯りに照らされます。世界遺産の社寺で厳

かな空気に包まれ、まさに心が洗われるような体験を味わうことができます。 

また、奈良市観光協会は、新日本三大夜景にも選ばれた若草山山頂からの夜景を望める「奈良若草山夜

景観賞バス」を期間限定で運行します。当バスは毎年夏に運行しており、今年は秋の催しとともに楽しめ

るよう 11 月の金土日祝日にも実施。空気の澄んできた秋夜に、旅のご褒美としてお楽しみください。 

さらに、奈良市観光協会の日帰りツアーブランド「奈良満喫体験」では、夜間の特別参拝を実施している

3 つの社寺をより満喫できるガイド付きツアーをご用意しています。 

しっとりとした雰囲気の夜の奈良で、素敵なひと時をお過ごしください。 

 

 

夜間特別参拝に、美しい夜景で秋の夜を満喫「秋夜の奈良旅」 

11 月に世界遺産の神社やお寺で夜の特別参拝を実施。若草山山頂での夜景を楽しめる夜景観賞バスも 

画像左：東大寺大仏殿の夜間イメージ（写真提供：東大寺、撮影：三好和義）                           

右上：万燈籠のイメージ（春日大社） 右下：開扉された国宝・禅室のイメージ（元興寺） 
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名称：     東大寺大仏殿 夜間特別参拝 

内容： 東大寺大仏殿では、毎日正午の祈りに加え、11

月の毎週金曜日には 18:00 からも新型コロナウ

イルス終息を祈る読経、そして 18:30 からは大

仏様への奉納演奏が行われます。 

日時：  2020 年 11 月 6 日（金）、13 日（金）、20 日（金）、    

27 日（金）17:00～20:00 

新型コロナウイルス終息祈願法要は 18:00～、 

奉納演奏は 18:30～19:00 頃（大仏殿の壇上西側 

にて） 

（この時期の通常拝観時間は 8:00～17:00） 

拝観料：    大人（大学生以上）・高校生・中学生 600 円、小学生 300 円 

場所：     〒630-8587 奈良市雑司町 406-1 

URL： http://www.todaiji.or.jp/ 

問い合わせ： 0742-22-5511（東大寺 受付 17:00 まで） 

■奉納演奏について 

大仏殿の壇上西側にて 18:30 から約 30 分間、大仏様への奉納演奏が行われます。演奏者のプロフィルなど

詳しくはこちらをご確認ください。https://narashikanko.or.jp/topics/syuyanonaratabi 

 

 

名称：  春日大社 国宝・御本殿夜間特別参拝と万
まん

燈
とう

籠
ろう

特別開催 

内容： 11 月の毎週土曜日は、春日大社で国宝・御本殿

夜間特別参拝と万燈籠が行われます。御本社回

廊内にある約 1,000 基の釣燈籠に浄火が灯され

ます。 

日時：  2020 年 11 月 7 日（土）、14 日（土）、21 日（土）、      

28 日（土）17:30～20:00 

（この時期の通常参拝時間 7:00～17:00） 

特別参拝料：  500 円 

場所：     〒630-8212 奈良市春日野町 160 

URL： https://www.kasugataisha.or.jp/ 

問い合わせ： 0742-22-7788（春日大社 受付 17:00 まで） 

世界遺産の 3 つの社寺で夜間特別参拝 

写真提供：東大寺、撮影：三好和義 

万燈籠のイメージ 
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名称：     元興寺 夜間特別参拝 

内容： 11 月の毎週金・土曜日の夜、元興寺では、暗闇

に浮かぶ国宝・極楽堂（本堂）の堂内を特別に

参拝ができます。また、普段は非公開の国宝・

禅室の一部の扉が開扉され、堂内に展示された

秘蔵の須田剋太画伯の大作品が灯りに照らされ

ます。 

日時：     2020 年 11 月 6 日（金）、7 日（土）、13 日（金）、14 日（土）、20 日（金）、21 日（土）、 

27 日（金）、28 日（土）18:00～20:00（通常拝観時間は 9:00～17:00） 

※諸堂の外観の写真撮影はできますが、堂内の撮影は禁止です。また、境内での三脚、 

一脚、脚立の使用も禁止です。 

※禅室は南面の浮図
ふ と

田
でん

側の三扉が開扉されるため、浮図田側からの拝観となります。 

なお、禅室内には入れません。また禅室内の展示作品は週ごとに入れ替わります。 

※荒天の場合、開扉は中止される場合があります。 

特別拝観料：  大人（12 歳以上）500 円、子ども（12 歳未満）無料 

場所：     〒630-8392 奈良市中院町 11 

URL： https://gangoji-tera.or.jp/ 

問い合わせ： 0742-23-1377（元興寺 期間中受付 20:00 まで） 

 

 

 

 

企画①：           奈良若草山夜景観賞バス 

内容： 11 月中の金土日曜・祝日は、夜景が楽し

める時間帯に、若草山山頂への特別バス

が運行します。新日本三大夜景の 1 つに

も選ばれている若草山山頂からの夜景を

ご覧いただけます。 

日程：      11 月の金土日曜・祝日 

          11 月 1 日（日）、3 日（祝・火）、6 日（金）～8 日（日）、13 日（金）～15 日（日）、 

20 日（金）～23 日（祝・月）、27 日（金）～29 日（日） 

停留所・時間：   JR 奈良駅（東口 4 番のりば）17:10 発→近鉄奈良駅（奈良交通 20 番のりば） 

17:15 発→若草山山頂 17:40 着（観賞 30 分）→奈良県庁前 18:33 着→ 

近鉄奈良駅 18:35 着→JR 奈良駅 18:40 着 

往復料金：     大人 600 円、子ども 300 円（税込） 

※予約なしでご利用いただけます。 

※雨天時も運行。荒天時は運休する場合があります。 

秋の夜を満喫。奈良市観光協会主催企画 

若草山山頂からの夜景（イメージ） 

開扉された国宝・禅室のイメージ 
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URL：       https://narashikanko.or.jp/topics/syuyanonaratabi 

主催：       公益社団法人 奈良市観光協会 

一般問い合わせ：  0742-20-3100（奈良交通お客様サービスセンター 8:30～19:00 年中無休） 

企画問い合わせ：      0742-30-0230（公益社団法人 奈良市観光協会） 

 

 

企画②： 秋夜の奈良旅 特別ツアー 

内容： 奈良市観光協会の日帰りツアーブランド「NARA タイム」では、秋の奈良を満喫できる

「秋夜の奈良旅 特別ツアー」をご用意。 

ご予約は、奈良市観光体験予約サイト「NARA タイム」で。 

URL： NARA タイム：https://narashikanko.or.jp/naratime/ja 

主催：     公益社団法人 奈良市観光協会 

問い合わせ： 0742-30-0230（公益社団法人 奈良市観光協会） 

 

プラン名 日程 料金 （1 名様） 定員 

東大寺大仏殿夜間特別参拝と夜の境内ガイドウォ

ーク 

東大寺大仏殿夜間特別参拝に加え、普段なかなか

歩くことのない夜の東大寺境内を、「奈良まほろ

ばソムリエの会」のガイドがご案内します。修二

会（お水取り）で有名な二月堂からの夜景など奈

良の新たな魅力をお伝えします。 

2020 年 11 月 6 日（金）、13 日（金）、

20 日（金）、27 日（金） 

17:30～19:00 頃 

2,000 円（税込） 

（ガイド料、拝観

料を含む） 

各日 15 名 

※1 名以上で

実施します 

春日大社釣燈籠献灯体験と唯一の現存社家建築「藤
とう

間
ま

家住宅」見学ツアー 

春日大社の御本殿特別参拝・釣燈籠献灯体験に加

え、春日大社の社家（神職の住居）町としてつな

がりの深い高 畑
たかばたけ

を歩き、現存する唯一の社家建

築である「藤間家住宅」の展示や改修風景の見学

を行います。 

2020 年 11 月 7 日（土）、14 日（土） 

15:30～17:30 頃 

3,000 円（税込） 

（献灯体験、本殿

参拝、藤間家住宅

見学、ガイド料を

含む） 

各日 20 名 

※1 名以上で

実施します 

元興寺夜間特別参拝とならまちガイドウォーク 

近鉄奈良駅から、ならまち・元興寺を目指し、「奈

良まほろばソムリエの会」のガイドがご案内しま

す。元興寺の夜間特別参拝に加え、元興寺ゆかり

のスポットや奈良町資料館などを見学します。 

2020 年 11 月 21 日（土）、28 日（土） 

15:30～18:15 頃 

2,000 円（税込） 

（ガイド料、拝観

料を含む） 

各日 15 名 

※1 名以上で

実施します 

 

https://narashikanko.or.jp/naratime/ja

