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令和 3 年 6 月 30 日 

公益社団法人 奈良市観光協会 

ニュースレター 令和 3 年 Vol.1 

「奈良・西ノ京ロータスロード～蓮と歴史を楽しむ旅～」のご案内 

公益社団法人 奈良市観光協会（所在地：奈良市三条本町、会長：乾昌弘）は、蓮の花と朝のお寺巡りを楽しむ企画

「奈良・西ノ京ロータスロード～蓮と歴史を楽しむ旅～」を 2021 年６月 11 日（金）～8 月 15 日（日）、西大寺、

喜光寺、唐招提寺、薬師寺で実施しています（唐招提寺、薬師寺は「古都奈良の文化財」として世界遺産に登録）。

コロナ禍の渾沌とした昨今。清々しい朝の空気に包まれながら、泥水の中からすっくと茎を伸ばし華麗な花を咲

かせる蓮を観賞し、心安らぐひと時をお過ごしください。 

 

奈良・西ノ京ロータスロード～蓮と歴史を楽しむ旅～とは 

初夏から夏にかけて見頃を迎える蓮の花を眺めながら、古都・奈良での朝のお寺巡りを楽しむ企画です。仏教で

は清浄な花とされ、「清らかな心」などの花言葉も有する蓮の花。早朝に花が開き午後には閉じる、その神秘さと

儚さが人々を魅了します。奈良市の西大寺、喜光寺、唐招提寺、薬師寺は蓮の花で有名な寺として知られており、

この四ヶ寺を繋ぐ道は「ロータスロード」と称され、花のシーズンには毎年多くの参拝者が訪れます。 

 

期間： 2021 年６月 11 日（金）～8 月 15 日（日） 

URL： https://narashikanko.or.jp/topics/lotusroad/ 

 

内容 

・四ヶ寺共通拝観券を計 2,000 枚限定で販売。以前は一律料金だったところ、より幅広い層のお客様にお越しいただくため、

大人・子ども料金の 2 種をご用意しました。また、共通拝観券の提示で「ロータスロード特別御朱印」（別途納経料）を各寺

で受けることができます。 

・今年の特別御朱印は、仏教で智慧を表す色「五色」の 1 つであり、その中でも珍重されている「黄色」の台紙に揮毫されます

（朱印所の混雑回避のため書き置きの御朱印）。 

・夏休みの工作にぴったりの特別企画が新登場。専用の紙を使って蓮の花を作る「ハスワーク」と、蓮がモチーフの

パステルアート教室を小学生以下のお子様を対象にお寺で初開催します。 

報道関係者様からのお問い合わせ先 

公益社団法人 奈良市観光協会 広報企画課 胎中・大垣・大石 

Tel: 0742-30-0230 Email: kouhou@narashikanko.or.jp 

左から、唐招提寺の蓮（写真提供:唐招提寺）、喜光寺の蓮（写真提供:喜光寺）、ロータスロード特別御朱印（西大寺、喜光寺、唐招提寺、薬師寺）※イメージ 

mailto:kouhou@narashikanko.or.jp
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拝観場所： 四ヶ寺（西大寺（本堂）、喜光寺、唐招提寺、薬師寺） 

※西大寺では共通拝観券のご提示で本堂のほか、愛染堂も拝観いただけます。 

内容： 四ヶ寺の拝観料 ※各寺の朱印所では、共通拝観券の提示でロータスロード特別御朱印をお受け

いただけます（別途納経料）。書き置きの御朱印になります。 

販売場所・期間： 奈良市総合観光案内所、近鉄奈良駅総合観光案内所、各寺拝観受付（販売中～8 月 15 日） 

販売価格： 大人（中学生以上）2,700 円、子ども（小学生）900 円※小学生未満無料 

販売部数： 合計 2,000 枚 ※在庫がなくなり次第、終了 

問い合わせ： 0742-30-0230（奈良市観光協会 平日 9:00～17:00） 

 

期間中は、蓮にちなんだ特別企画を実施します。奈良市観光協会 観光体験予約サイト「NARAタイム」より

お申し込みいただけます。 

問い合わせ・予約： 0742-30-0230（奈良市観光協会 平日 9:00～17:00） 

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

 

＜紙で作る私のハス～ハスワーク in 唐招提寺～＞※小学生以下対象です。 

内容：      蓮の花を専用の紙を使用して立体的に作り上げる「ハスワーク」

を唐招提寺で初開催。蓮の観賞と僧侶のお話からイメージを

膨らませ、色とりどりの紙から選んで自分だけの蓮の花を

作ります。夏休みの宿題にもぴったりな企画です。 

実施日・場所： 2021 年 7 月 23 日（金・祝）・唐招提寺 

行程：   9:00 唐招提寺南大門集合…お参り、法話（お話）、蓮観賞…

ハスワーク、12:00 現地解散 

料金：  1 名様 2,000 円（体験料、唐招提寺拝観料含む） 

定員：  10 名 ※6 名以上のお申し込みで実施。定員になり次第、申し

込みを締め切ります。参加の際は、必ず保護者同伴でお願いします。同伴者は当日、別途

拝観料（1 名様 1,000 円）を唐招提寺にお納めください。また、同伴者も参加可能です。

参加をご希望の方は、ご予約時にその旨をお伝えの上、別途材料費（1 名様 500 円）を当日

お支払いください。 

予約期間： 受付中～7 月 16 日（金） 

蓮の花をモチーフにした作品 

※イメージ 

四ヶ寺共通拝観券 

ロータスロード関連企画 
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＜喜光寺でパステルアート教室＞※小学生以下対象です。 

内容:  夏休みの宿題にもぴったりな蓮のパステルアート教室を喜光寺で初開催。

パステルアートは粉状のパステルを指で伸ばし、円を描くように色を

つけて描くアートです。蓮の花や葉っぱの形にくり抜かれた型の上か

ら色をのせて描くため、小さなお子様でも楽しむことができます。 

実施日・場所： 2021 年 7 月 24 日（土）・喜光寺 

行程：   9:00 喜光寺南大門集合…お参り、法話（お話）、蓮観賞…パステルアート製作、12:00 現地解散 

料金：    1 名様 2,000 円（体験料、喜光寺拝観料含む） 

定員：    10 名 ※6 名以上のお申し込みで実施。定員になり次第、申し込みを締め切ります。参加の際、

必ず保護者同伴でお願いします。同伴者は当日、別途拝観料（1 名様 500 円）を喜光寺にお納め

ください。材料に限りがあるため、同伴者はご参加いただけませんのでご了承ください。 

予約期間： 受付中～7 月 16 日（金） 

 

＜四ヶ寺の僧侶と巡るウォーキングツアー＞※中学生以上対象です。 

内容：  四ヶ寺の僧侶と一緒に蓮の花が咲き誇る各お寺を巡るウォー

キングツアー。僧侶のお話を聞きながら奈良の朝をお楽しみ

ください。 

出発日：  2021 年 7 月 25 日（日） 

行程：  8:00 近鉄西ノ京駅（東口）集合、受付…薬師寺… 

唐招提寺…喜光寺（昼食）…西大寺、14:00 頃 現地解散 

※行程約４km、昼食の際は参加者同士の距離をあける、昼食会場の換気をするなど、新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止対策を徹底した上で行います。 

旅行代金： 1 名様 6,000 円（四ヶ寺共通拝観券、昼食を含む） 

募集人員： 30 名 ※最少催行人員 15 名。定員になり次第、申し込みを締め切ります。 

予約期間： 受付中～7 月 16 日（金）  

 

＜奈良・西ノ京ロータスロード フォトコンテスト＞ 

内容：    ロータスロード実施期間中にフォトコンテストを開催。優秀作品に選ばれた応募者には記念品

を贈呈します。結果発表は、奈良市観光協会ウェブサイトなどで 11 月下旬頃に行います。 

募集期間：    募集中～8 月 15 日（日） 

題材：  西大寺、喜光寺、唐招提寺、薬師寺の境内を含めた蓮の花を題材としたもの。 

賞：    最優秀賞 1 点（賞状、特別記念品）、優秀賞 4 点（賞状、四ヶ寺の僧侶が揮毫した色紙）、

入選 10 点（賞状） 

応募規定： カラープリント単写真で四つ切（ワイド四つ切可）※デジタルカメラの作品でも上記の

サイズにプリントしたものであれば可（ただし合成など、加工・創作された作品は不可）。 

応募先：  〒630-8122 奈良市三条本町 8-1 シルキア奈良 2 階 奈良市観光協会内   

 ロータスロード フォトコンテスト係 宛 

過去のウォーキングツアーの様子  

※イメージ 

蓮のパステルアート ※イメージ 
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 西大寺 喜光寺 唐招提寺（世界遺産） 薬師寺（世界遺産） 

拝観時間 本堂・四王堂・愛染堂 

8:30～16:30 

通常 9:00～16:30 

7 月中の土日祝 

7:00～16:30 

8:30～17:00 

 

8:30～17:00 

拝観料 

（大人 1 名） 

本堂 400 円 

四王堂・愛染堂  

各 300 円 

500 円 1,000 円 1,100 円 

金堂・大講堂・東院堂・

東塔初層開扉・西塔初層

開扉・玄奘三蔵院伽藍 

※西僧房・食堂も別料金

で拝観可。上記拝観場所

と西僧坊・食堂の拝観を

含めた特別共通割引券

（1,600 円）あり。 

 

蓮の花の開花時期 

（平年） 

6 月中旬～8 月上旬 6 月下旬～8 月上旬 鉢植え 

6 月中旬～7 月下旬 

蓮池 

7 月中旬～9 月初旬 

6 月下旬～8 月上旬 

※上記拝観料は個人、および大人料金です。情報は予告なく変更される場合があります。詳しくは各寺にお問い合わせください。 

 

西大寺について 

 西大寺は、鎮護国家を祈念する称徳女帝の勅願で天平神護元年（765）に創建。南都七大寺の 1 つとして

大伽藍を誇りましたが、平安遷都後は一時衰微し、鎌倉時代に稀代の名僧・興正菩薩叡尊上人によって再興

されました。叡尊は「興法利生」をスローガンに、西大寺を拠点として戒律復興と民衆救済に邁進。叡尊が

興立した密・律一体の「真言律」の法燈を現代に伝えます。蓮の花のシーズンには、約 100 の蓮鉢が境内を

彩ります。※現在配布中のチラシ等には蓮鉢の設置場所を「本堂前の塔跡」と記載していますが、今年は主に愛染

堂西側の「西塔跡」に設置します（令和 3 年 6 月 11 日時点）。 

 

喜光寺について 

奈良時代の高僧、行基菩薩が養老 5 年（721）に開創。東大寺大仏造立のための布教活動の拠点としたお寺

です。行基菩薩はこの寺で入滅しました。本堂は東大寺大仏殿造営の際に参考にされたとの伝承から「試みの

大仏殿」と言われています。蓮の花の季節には、250 鉢の蓮が境内を華やかに彩ります。 

 

四ヶ寺の基本情報 
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唐招提寺について 

 唐招提寺は唐の高僧・鑑真大和上が奈良時代に創建した寺院で、開創以来、蓮を大切に栽培してきました。

これは和上が来朝された際に、蓮根をもたらしたことによります。和上伝来の品種は「唐招提寺蓮（赤・八重）」

「唐招提寺青蓮（白・一重）」「奈良蓮（赤・半八重）」の３種で、他の品種を含めて約 130 の蓮鉢と、境内２カ所

の蓮池があります。 

 

薬師寺について 

 薬師寺は天武、持統両天皇によって発願、建立され、その後平城遷都に伴い、藤原京より平城京に移り今に

至ります。当時の薬師寺は「龍宮造り」と謳われる壮麗な大伽藍でしたが、幾多の災害により、東塔（国宝）を

除きほとんどが焼失しました。昭和 43 年より写経による伽藍復興を行い、大伽藍がよみがえりました。薬師寺

では毎年約 250 鉢の蓮が境内に咲き、仏国土さながらの風景に出会えます。また、国宝「東塔」の 12 年に及ぶ

大修理が、令和 2 年 12 月に完了。落慶法要に先立ち、国宝「東塔」初層特別開扉として、令和 3 年 3 月 1 日か

ら令和 4 年 1 月 16 日まで一般公開しています。 

 

 

「なつの奈良旅キャンペーン 2021～光とともに巡る大人の旅～」は令和 3 年 7 月 1 日（木）～9 月 26 日

（日）に奈良市内で実施する、夏の観光キャンペーンです。「光とともに巡る大人の旅」をテーマに、日中の

街散策の前後に楽しめる朝と夜の時間帯の行事・イベントを、SNS（Instagram や YouTube）ライブ配信やア

ーカイブ動画でご紹介します。配信コンテンツ・日時は、下記 URL で随時更新予定です。 

 

なつの奈良旅キャンペーン 2021～光とともに巡る大人の旅～ 

URL：https://narashikanko.or.jp/topics/natsunonaratabi/ 

なつの奈良旅キャンペーン 2021～光とともに巡る大人の旅～ 


