福井の仏像と白山信仰を訪ねて
～泰澄生誕の地越前に平安の秘仏、仏像群を巡る旅～

（福通寺・秘仏 正観音像）（八坂神社・阿弥陀如来坐像）
（福通寺・千手観音像）

（平泉寺・白山神社跡）

～霊峰白山を眺め、森に埋もれ、苔に覆われた中世巨大寺院、白山平泉寺跡から福井平野へ。泰澄大師白山
開山１３００年の今、人々の信仰のよりどころとなっている古への仏像群を巡ります～
冬から春にかけて、福井平野からはその東方に神々しく輝く白山を見ることができます。はるか
昔よりこの地に住む人々から仰がれてきた霊峰は、仏教が伝来し広まっていくにしたがって仏
が住まう浄土と考えられるようになり、白山を遥拝することのできる地には寺院が開かれ白山
信仰の拠点となっていきました。
（福井市立郷土歴史博物館・福井の仏像展パンフレットより）
★★★魅力の数々★★★
・福井県屈指の古刹・福通寺の秘仏「正観音」の特別拝観と、
「千手観音」を拝観
・越前八坂神社にて、Ｓ３６年、社殿改築の際に旧内陣の床下から発見された多くの平安仏を拝観
・内郡区 日吉神社にて、非公開仏「大日如来」の特別拝観
・白山信仰の開祖・泰澄の墓がある大谷寺にて、泰澄大師の廟と伝えられる石造九重塔と平安の古仏を見学

６月２３日
（金）

６月２４日
（土）

福井駅前１２：３０集合（早めに昼食を済ませご集合下さい）～福井藩主松平家菩提所・大
安禅寺（文殊菩薩坐像）～滝波五智如来堂（修復なった木造大日如来坐像）～県内屈指の文
化財の宝庫大谷寺（越知山三所権現像･･･十一面観音、阿弥陀如来、聖観音）～
福井市内ホテル着 ＜ユアーズホテルフクイ 泊＞※夕食は含まれません。駅前なので多く
のお店があり、ご自由に食事お取りいただけます。
（あらかじめ飲食店情報をご案内）
朝食後出発。午前中、勝山市の白山神社・平泉寺跡、歴史探遊館～市内に戻り昼食。午後八
坂神社（社殿改築で発見された平安時代の仏像群・十一面女神坐像、阿弥陀如来坐像等）～
福通寺・朝日観音（秘仏正観音、千手観音）～日吉神社（非公開・大日如来）
１６：００頃 JR 福井駅前解散

□
□
□
□
□

交通状況や天候、現地事情などにより行程や時間が一部変更になる場合もございます。
見学や移動時間ではトイレタイムに留意したご案内をいたします。
見学の際は講師のお話をよく聞き取れるように、イヤフォンを利用いたします。
旅座ではお一人参加の方がたくさんいらっしゃいます。１人部屋対応も可能です。ご安心してお申し込み下さい。
葬祭等寺社側の都合により拝観が出来なくなった場合でも、拝観料以外代金の一部返金はございませんのでご了承下さい。
＜東京、大阪方面からの参考交通手段･･･2017 年１月現在＞
福井駅集合（北陸新幹線経由）
福井駅解散（北陸新幹線経由）
東京駅０７：５２ はくたか５５３
福井駅１７：０８ サンダーバード２９号
金沢駅１１：０２
金沢駅１７：５６
金沢駅１１：２４ サンダーバード２０号
金沢駅１８：０９ はくたか５７４号
福井駅１２：０７
東京駅２１：１６
（大阪、京都方面経由）
（大阪、京都方面）
大阪駅０８；４０ サンダーバード９号
①福井駅１６：０７ サンダーバード３２号
福井駅１０：３０
大阪駅１８：０９
②福井駅１６：４４ サンダーバード３４号
大阪駅１８：３９

【募集要項】◆旅行期間：平成 29 年 6 月 23 日（金）～6 月 24 日（土）1 泊 2 日◆旅行代金：お一人様
50,000 円（会員一般同額・2 人 1 部屋）◆お一人部屋追加料金：2,000 円◆発着地：ＪＲ福井駅前集合・解散）
◆最少催行人員 15 名◆募集締切：平成 29 年 5 月 29 日（月）◆現地講師：藤川明宏氏・福井市立郷土歴史博
物館学芸員◆添 乗 員：同行いたします。◆利用ホテル：ユアーズホテルフクイ 福井県福井市中央 1－4－
8 【電話】0776‐25‐3200◆含まれるもの ①宿泊代（２人１部屋）②食事代－朝食１回・昼食１回 ③講
師料、拝観料④貸切バス代金及び乗務員諸経費⑤添乗員費用
企画監修：ＮＨＫ文化センター

大安禅寺「花菖蒲の寺」と呼ばれる大安禅寺。６０種類約１０万株の花菖蒲も堪能できます。創建は不詳ですが平安時代に泰澄大師が
竜王山田谷寺として開いたのが始まりとされ中世は寺運が隆盛し多くの坊舎が建ち並び門前町も発展しました。寺宝として伝えられてい
る文殊菩薩や大日如来座像は平安時代末期の作とされ元弘３年には後醍醐天皇から綸旨を賜っています。五智如来堂福井市滝波町の五
智如来堂に安置されている福井県指定文化財の五智如来の仏像が、江戸時代以来という大修復を終えこのほど、５体全てそろいました。
同如来堂は同町自治会が管理。像高約１６０センチの大日如来坐像を中心に、像高約１００センチのほかの如来坐像が左右に２体ずつ並
んでいます。いずれも今から約千年前の平安時代後期に作られたとされ、ケヤキの一木造りとなっている。
「木造持国天立像」
「木造多聞
天立像」「木造聖観音菩薩立像」「木造地蔵菩薩立像」の四体は、「平安時代後期の典型的な作風を示す古像がまとまって伝来し、貴重」
として、市指定文化財とすることに決定しました。大谷寺泰澄大師の開創と伝えられ、奈良時代の 692 年。白山を中心とする越前天台
信仰の一大拠点として栄えた寺です。石造九重塔は、泰澄大師の廟と伝えられるもので、大谷寺大長院山腹に存在します。総高 4.40m
の笏谷石（凝灰石）製の塔婆で、台石に元享 3 年（1323）の紀年銘が刻され、塔身 3 面は蓮華座の上に月輪を浮彫し、その中に弥陀三尊
の各種子が刻まれています。福井県越前地域は、戦国時代の一向一揆の乱でほとんどの寺が焼き払われており、平安時代まで遡る古像は
少ないが、大谷寺の所蔵の寺宝は、泰澄及二行者坐 像など、重文 2 件 5 点、県文 1 件 8 点、町指定文化財 8 件 23 点を数え、特に仏像は
優品が多く県内屈指の文化財の宝庫となっています。重文指定の仏像は、文化庁に寄託したそうで、それ以外の仏像は、境内の土蔵を改
装した小さな収蔵庫に安置されています。中でも越知山三所権現像（十一面観音、阿弥陀如来、聖観音）は、平安時代後期の作ながら白
山信仰における三尊一具の本地仏としては最古の例です。平泉寺白山神社跡霊峰白山(標高 2702ｍ)の越前側登拝口に開かれた白山信仰
の拠点寺院で、今から 1300 年近く前、泰澄によって開かれたと伝えられます。中世には北陸でも有数の勢力を有するようになり、現在
の白山神社よりもはるかに広大な境内に、数十の堂や社、数千におよぶ坊院が建ち並んでいたといわれます。ところが、天正２年(1574)、
一向一揆との戦いで全山が焼失し、往時の姿を伝えるものはほとんど失われてしまいました。拝殿の周辺は、TV で紹介されたように樹
齢数百年の杉林の下に、青々とした苔がじゅうたんを敷きつめたように広がっています。天王八坂神社『梅原猛の世界―神と仏のもの
がたり 』にも登場した鎌倉時代の「木造十一面女神坐像」で有名。『この女神坐像は頭上の十一面を除けば、御顔も御身体も女
神像です。白山ひめが十一面観音と合体した白山信仰の形がここにある』と書かれています。又、昭和 38 年本殿改築の折、主神
祭祀の壇の下から多数の平安の仏像が発見され、阿弥陀如来坐像や釈迦如来坐像などの国重文として所蔵されています。福通寺地元で
は朝日観音堂として親しまれています。裏山には、5 世紀頃の築造と見られる前方後円墳，方墳，円墳が 90 基近く散在する朝日山古墳
群があり、古墳公園として整備公開されています。福通寺は、郡栄山長福院と号し、朝日観音堂の別当寺であったが、現在は朝日観音堂
を合併しています。奈良時代の養老元年（717）、泰澄大師により開かれたこの仏像の開眼供養の時、観音像の額から朝日のように光が射
したのでこの観音さまを「朝日観音」、ふもとの村を「朝日村」と呼ぶようになったといわれています。往時は七堂伽藍の建ち並ぶ大き
な寺院でした。現在、大師作と伝えられている正観世音菩薩、千手観音（いずれも県指定文化財）が安置されています。日吉神社その
昔、福通寺の本尊として安置されていたという大日如来。戦国時代末期、一向一揆により焼き打たれた折り、隣村の内郡の日吉神社にこ
の尊像を隠し、難を免れたといわれています。それ以来大日如来は、日吉神社に安置され、朝日観音御開扉の際には福通寺に里帰りされ
ます。智拳印を結ばれる金剛界大日如来で、素朴な中に森厳な趣がただよいます。

＜
①お申込書を下記まで郵送ま
たはＦＡＸでお送り下さい。
日放ツーリスト
ＦＡＸ（03）３４８１-７６６４

お申し込み手順一覧表

＞

②旅行代金をお支払い下さい。
＜お支払方法＞
みずほ銀行東京営業部（普）2717288
宛先 （株）日放ツーリスト
お申込み後数日内にお振込み下さい。

③参加申し込み手続き完了
＊お申込書及び旅行代金全
額の双方を受領した後に正
式な参加申込となります。

御申込みの方へのご案内（お申し込み前にこの頁と旅行条件書＜全文＞を事前にご確認のうえお申し込み下さい。）
●募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社日放ツーリスト(東京都渋谷区神山町 4-14 第三共同ビル、観光庁長官
登録旅行業第 665 号、以下当社という)が企画･実施する旅行であり、この旅行に参加されるお
客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。また、旅行条件は下記によるほ
か、別途お渡しする旅行条件書（全文）出発前にお渡しする最終旅行日程表及び、当社募集
型企画旅行契約の部によります。
●旅行のお申し込み及び契約成立時期
(1)当社所定のお申込書に所定の事項を記入し、お申込金または旅行代金を添えてお申込み
いただきます。お申込金は旅行代金残金ご請求の際差し引かせていただきます。
(2)電話、郵便、ＦＡＸによる申込みの場合、電話による予約申込みの翌日から起算して 3 日以
内に申込書と申込金を提出しない場合は当社は申込みがなかったものとして取り扱いま
す。
(3)旅行締結は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立します。
(4)申込金
このたびのご旅行では、一括払いにてお願い致します。
後日ご都合にて旅行の取り消しをされた場合は、所定の取消料を除く金額をご返金させてい
ただきます。
●取消料
お客様のご都合でお取消になる場合は、下記の取消料をお支払い頂きます。
旅行開始日の前日より起算して21日目にあたる日以前の解
無料
除（日帰りに当たっては11日目）
20日目にあたる日から8日目までの解除
旅行代金の２０％
（日帰りに当たっては10日目）
7日目から2日目までの解除
旅行代金の３０％
前日の解除
旅行代金の４０％
出発日当日の解除
旅行代金の５０％
旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合
旅行代金の 100％

●旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のない限りエコノミークラス)、宿泊費、食事代、
見学料及び消費税諸税※上記費用はお客様の都合で一部ご利用にならない場合も払戻する事
は出来ません。
●特別補償
当社は、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失の有無に関らず、募集型企画
旅行約款別紙特別補償規定に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激且つ偶然な外来
の事故により、その身体、生命または手荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲
において、保証金または見舞金を支払います。死亡保証金：1,500 万円 ・入院見舞金 2～20 万
円 ・通院見舞金 1～5 万円 ・携行品損害補償金：お客様 1 名につき～15 万円（但し、補償対象
品 1 個あたり 10 万円を限度とします。）
●国内旅行保険の加入について
ご旅行中、病気や怪我により多額の治療費がかかる場合があります。また、事故の場合加害者へ
の損害請求や賠償金回収が困難な場合があります。これらを担保するためお客様個人で充分な
額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。
●事故等のお申し出について
旅行中に事故などが生じた場合には直ちに添乗員、現地係員等旅行サービス提供機関、弊社へ
通知ください。
●個人情報の取り扱いについて
当社は旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連
絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機
関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で
利用させていただきます。このほか当社では①商品やキャンペーンのご案内②旅行参加後のアン
ケート③統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は 2014 年 12 月 25 日を基準としています。また、旅行代金は 2015 年 7 月 15 日現
在有効な運賃・規則を基準に算出しています。

旅行企画・実施 株式会社日放ツーリスト
観光庁長官登録旅行業６６５号
社団法人日本旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者 小林勲
〒150-0047 東京都渋谷区神山町４－１４第三共同ビル
企画：稲山 担当：前野
営業時間 月曜～金曜０９時３０分～１８時１５分 土曜・日曜・祝日休

TEL（０３）３４８１－７６６６

FAX（０３）３４８１－７６６４

