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■善水寺とは 

中大兄皇子(天智天皇)を父に持つ元明天皇(阿閉皇女)の時代に草創された､伝教大師最澄に

よって中興されました。京に都を移された桓武天皇の病が当寺の霊水で平癒されたので、寺号

を賜ったと伝えられています。現在もその清水は絶えることなく、湧き出ています。宮殿風の趣を

もつ荘厳な本堂は、国宝に指定されています。 

■趣旨・目的 

善水寺開創1300年慶讃・慈覚大師1150年御遠忌報恩・国宝善水寺本堂桧屋根葺替勧募という

ことで、国宝善水寺が秘仏本尊薬師瑠璃光如来を平成 13 年より 14 年ぶりに御開帳法要が奉修

されます。 

 

■御開帳期間 

平成 27 年 4 月 19 日(日曜日)～6 月 14 日(日曜日) 

 

■拝観時間 

9 時～17 時 

 

■拝観料金 

御開帳期間中 700 円 

団体料金(20 名以上)630 円 

 

■アクセス 

JR 草津線甲西駅下車、下田方面直行バス岩根下車 徒歩 15 分 

 

■問合せ先(善水寺) 

〒520-3252 

湖南市岩根 3518 

TEL 0748-72-3730 

FAX 0748-72-3847 

■問い合わせ先(湖南市) 

担当課名：商工観光労政課 

担当者名：東 

直通 0748 – 71 - 2331     

FAX0748 - 72 - 4820  

     

〒520-3288 

滋賀県湖南市中央一丁目１番地 

湖南市役所 秘書広報課 

TEL 0748-71-2314  FAX 0748-72-1467 

 

国宝善水寺  

「秘仏本尊薬師瑠璃光如来御開帳」 

きらめき ときめき 元気です！ 

湖南市 10 周年 



問い合わせ先 

【住所】〒520-3252 湖南市岩根 3518【TEL】0748-72-3730【FAX】0748-72-3847【入山料】御開帳期間

中 700 円(団体 20 名以上 630 円)、平常時 500 円、通年公開（無休）【拝観時間】9：00～17：00（冬季は 16：00

まで）【交通】JR 草津線甲西駅下車、下田方面直行バス岩根下車、徒歩 10 分【駐車場】８0 台・大型５台【URL】

http://www.zensuiji.jp/ 

 
 
 

 

静かな山中に佇む 天台宗の古刹 善水寺 

中大兄皇子(天智天皇)を父に持つ元明天皇(阿閉

皇女)の時代に草創された､伝教大師最澄によっ

て中興されました。京に都を移された桓武天皇の

病が当寺の霊水で平癒されたので、寺号を賜った

と伝えられています。現在もその清水は絶えるこ

となく、湧き出ています。宮殿風の趣をもつ荘厳

な本堂は、国宝に指定されています。 
 
● 本尊薬師如来像 

一躯 平安時代 檜材一木造り、漆箔、高さ

102cm 
現在、重要文化財指定 
この度、平成 13 年より 14 年ぶりに御開帳法要が

奉修されます。 

秘仏本尊薬師瑠璃光如来御開帳 

 善 水 
寺 

 

岩根山 

医王院 

※写真は常時拝観できる仏像です 

善水寺開創 1300 年慶讃・慈覚大師 1150 年御遠忌報恩・国宝善水寺本堂桧皮屋根葺替勧募 

御開帳期間 平成２７年４月１９日(日)～６月１４日(日) 



善水寺開創壱千三百年慶讃、 

慈覚大師千百五十年御遠忌報恩、 

国宝善水寺本堂桧皮屋根修復勧募 

『秘仏本尊薬師瑠璃光如来御開帳』 

１ 日 程 
  期  間  平成２７年４月１９日（日）～６月１４日（日） ５７日間 
  拝観時間  午前９時～午後５時（受付は４時３０分迄） 

法  要  開扉法要    平成２７年４月１９日（日） 午前１０時 
        釈尊降誕灌仏会      ５月 ５日（火） 午前１１時 
        中日法要         ５月１６日（土） 午前１１時 
        閉扉法要         ６月１４日（日） 午後 ４時 
  薬師護摩供    毎日   午前１１時   午後２時 
  釈迦誕生仏法楽  毎日   午前１０時 

回向法要     毎日   午後 ４時 
     

２、ご祈祷・回向申し込み    
○薬師護摩供祈祷料 １０，０００円以上  祈願護摩札  記名木札一尺 授与  

              ５，０００円以上  祈願護摩札  記名木札一尺 授与  
              ３，０００円以上  祈願護摩札  記名紙札七寸 授与 
              １，０００円以上  祈祷済祈願札 無記名紙札  授与 
     ※団体祈祷受付。随時祈祷、１０名以上にてお申込みください。 

    記名札授与の場合は３日前までにお申し込みを願います。 
○阿弥陀如来善光寺仏御宝前にてご回向奉修 回向料 一霊位 １，０００円以上 

※団体回向受付。随時回向、１０名以上にてお申込みください。 
３日前までにお申し込みを願います。 

 
３、拝観料 
                個  人        団  体（２０名以上） 

大 人      ７００円／人       ６３０円／人 
      高校生・中学生  ３００円／人       ３００円／人 
      小学生      父兄同伴にて無料     １００円／人 
     ※送客手数料をお支払いいたします。 

拝観料の１０パーセント     現金又は振込   
      

〒520-3252 滋賀県湖南市岩根３５１８ 
岩根山 善水寺（ぜんすいじ）  

T EL 0748-72-3730  FAX0748-72-3847 



岩根山 善水寺 御開帳 

○国宝本堂内 
１、秘仏本尊薬師如来  重要文化財  平安時代 正暦４年（993）  前回御開帳より１４年ぶり 御開帳は不定期 
２、金銅釈迦誕生仏   重要文化財  天平時代           東大寺国宝像と同時期の唯一の釈迦誕生仏 例年公開は４/２９～５/５ 
３、銅像阿弥陀如来   滋賀県文化財 鎌倉時代 元久３年（1206）  信濃善光寺本尊御分身像としては国内２番目の古像 平時は非公開  

（善光寺如来） 
４、梵 天       重要文化財  平安時代 正暦４年（993）頃 通年公開 須弥壇奉安 
５、帝釈天       重要文化財  平安時代 正暦４年（993）頃 通年公開 須弥壇奉安 
６、四天王 四躯    重要文化財  平安時代 正暦４年（993）頃 通年公開 須弥壇奉安 
７、僧形文殊菩薩    重要文化財  平安時代 正暦４年（993）頃 通年公開 後堂奉安 
８、不動明王      重要文化財  平安時代 正暦４年（993）頃 通年公開 後堂奉安 
９、兜跋毘沙門天    重要文化財  平安時代 正暦４年（993）頃 通年公開 後堂奉安 

１０、金剛力士 二躯   重要文化財  平安時代 正暦４年（993）頃 通年公開 外陣奉安 
１１、釈迦如来             鎌倉時代           通年公開 後堂奉安  半丈六坐像 
１２、聖観世音菩薩           鎌倉時代           通年公開 後堂奉安  半丈六坐像 
１３、持国天・増長天   重要文化財  鎌倉時代           通年公開 後堂奉安  旧二天門像と思われる 
１４、十二神将 十二躯  湖南市文化財 鎌倉時代 文永９年（1272）  通年公開 須弥壇奉安  

※ 本尊薬師如来をはじめとする十躯（太字）は、一組として当時の比叡山延暦寺根本中堂の諸像を模刻造像したと 
いわれる唯一の一具像です。 

※  ２、金銅釈迦誕生仏 ３、銅像阿弥陀如来の二躯は、４月１日～６月３０日まで特別公開致します。 
○元三大師堂 
 １、元三大師            室町時代 
○観音堂 
１、聖観世音菩薩          平安時代           通年公開（堂外より）  観音堂奉安  丈六坐像 


