
PRESS RELEASE 
 

  

企画展「国宝 高野山金剛峯寺展」の開催について 

 

 愛媛県美術館では、令和４年１０月１日（土）より１１月２０日（日）まで、和歌山県・高野山金 

剛峯寺の名宝を紹介する企画展を開催します。 

つきましては、本展の取材及び報道にご協力賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

なお、一般公開前日の９月 30 日（金）に開展式・特別鑑賞会を行います。 

 

記 

展覧会 

１ 展覧会名  弘法大師空海誕生 1250 年記念 あいテレビ開局 30 周年記念 

国宝 高野山金剛峯寺展―空海ゆかりの名宝と運慶・快慶― 

２ 内 容    来る令和５年（2023）は、弘法大師空海（774～835）のご誕生 1250 年

という大きな節目にあたります。本展はこれを記念し、空海が開いた高野山金

剛峯寺の名宝約 40 件を選りすぐって紹介するものです。 

唐へ渡り、密教の正統を受け継いだ空海は、弘仁 7 年（816）、密教の奥義を

究める修行の道場として、嵯峨天皇より勅許を得て高野山を開きました。承和

2 年（835）に奥之院において入定し、今なおこの地で衆生の救済のために祈

りを捧げていると信じられています。開創以来の 1200 年の歴史の中で、高野

山は真言密教の聖地として、また空海を慕う人々の憧れの地として、時代や宗

派を超えた信仰を集めてきました。皇族や貴族、また有力大名ら時の権力者

が、当時の最高の技術をもって制作させた仏像、仏画、工芸品などを寄進し、そ

の結果、わが国でも最大規模にして最高水準の仏教美術の宝庫が形成され、歴

史的・文化的に世界に誇る数々の文化財が今日まで大切に守り伝えられてきた

ことから「山の正倉院」とも言われます。本展を通して、空海の精神と壮大な高

野山の歴史に育まれたわが国の文化の精髄に触れていただければ何よりで

す。また、高野山と伊予とのつながりを示す資料も併せてご紹介します。 

３ 会 期 令和４年（２０２２）１０月１日（土）～11 月２０日（日）  

・休館日 10 月 4 日（火）、11 日（火）、17 日（月）、24 日（月）、31 日（月）、 

11 月 8 日（火）、14 日（月） 

・開館時間 9：40～18：００（入場は 17：30 まで） 

・会期中、一部作品の展示替えがあります。 

４ 会 場  愛媛県美術館 本館 １階[企画展示室]、2 階［常設展示室 1］ 

５ 主 催  「国宝 高野山金剛峯寺展」実行委員会（愛媛県、あいテレビ） 

６ 共   催  愛媛新聞社 

７ 特別協力  高野山真言宗総本山金剛峯寺、（公財）高野山文化財保存会 

8 監   修  伊東史朗（和歌山県立博物館長） 

令和４年８月４日 



９ 特別協賛 伊予銀行、愛媛銀行、三浦工業 

10 協   賛  HIROTSUバイオサイエンス、NIPPON EXPRESSホールディングス、フジ、 

トゥーコネクト、サカイ引越センター、ベルモニー、三福ホールディングス、タカラ

スタンダード、大正製薬、日本航空、松山三越、山崎製パン、ヒガシマル醤油、四

国電力、STNet、一六本舗、ECC、イオタオーエーシステム、いよてつ髙島屋、

門屋組、石材振興会、レクサス松山城北、ダイコロ、税理士法人 越智会計事務

所、アサヒビール、PORTE、JT 愛媛支社、損害保険ジャパン、オールドイングラ

ンド 道後山の手ホテル 

11 後  援  松山市、松山市教育委員会、愛媛県市町教育委員会連合会、愛媛県小中学校長

会、（一社）四国八十八ヶ所霊場会、愛媛県仏教会、愛媛県美術会、愛媛美術教

育連盟、愛媛県文化協会、（公財）愛媛県文化振興財団、（公財）松山観光コンベ

ンション協会、伊予鉄グループ、朝日新聞松山総局、読売新聞松山支局、毎日

新聞松山支局、産経新聞社、南海放送、テレビ愛媛、愛媛朝日テレビ、愛媛

CATV、FM 愛媛、えひめリビング新聞社 

１２ 観覧料  一般 1,500 円（前売・団体 1,300 円）、高齢者１,４00 円、高大生９00 円（前 

売・団体７00 円）、小中生 700 円（前売・団体 500 円） 

※高齢者は、満 65 歳以上とする。※障がい者手帳等の所持者とその介護者は、 

無料で入場できる。※団体は 20 名以上。※大口購入での割引あり。問い合わ 

せは実行委員会事務局まで。※企画展半券で、コレクション展も観覧可。 

13 前売券販売所  愛媛県美術館（本館ミュージアムショップ、南館ふれあいアートセンター）、あい 

テレビ（本社受付、オンラインチケット）、愛媛新聞旅行（平日 9：00～17：30、 

土曜 9：００～14：００）、いよてつ髙島屋、四国内フジグラン各店舗、明屋書店 

県内各店（一部店舗除く）、A コープ西日本（いまばり愛彩、ハトマート山越、ハト 

マート北条、とべ、城南）、ローソンチケット（Lコード：62361）、チケットぴあ（P 

コード 686-136）、CN プレイガイド、ファミリーマート、セブンイレブン、チケッ 

ト愛媛、伊予鉄道主要各駅 ほか 

【取り寄せ】愛媛新聞社県内支社・エリアサービス・四国中央テレビ 

※前売券販売期間：7 月 30 日（土）～9 月 30 日（金） 

 

関連イベント 

１ オープニングイベント（講話＋講演会） 

  日時：10 月 1 日（土）13：30～15：30（開場 13：00） 

場所：松山市民会館中ホール 

講師：①講話「高野山の歴史と空海の生涯」今川泰伸（真言宗高野山宗務総長） 

②講演会「金剛峯寺の文化財」大森照龍（高野山霊宝館長） 

定員：583 名。 

※要事前申込。参加には本展観覧券が必要。 

※あいテレビ営業推進部（089-921-2192）、当館電話・FAX・HP（お問い合わせフォー 

ム）にて受付。 

 



２ 講演会「金剛峯寺の仏像」 

  日時：10 月 30 日（日）10：30～12：00 

  場所：当館 講堂 

  講師：伊東史朗氏（和歌山県立博物館長、本展監修者） 

定員：60 名 

  ※参加無料。要事前申込。 

※当館電話・FAX・HP（お問い合わせフォーム）にて受付。 

 

３ 記念コンサート 西村直記「天空の聖地」 

日時：10 月 2 日（日）14：00～15：15（開場 13：30） 

場所：愛媛県県民文化会館 サブホール 

料金：前売３,０００円、当日 3,500 円（全席指定・税込） 

出演：西村直記（作曲家、シンセサイザー奏者） 

    宮本光研（脚本）※真言宗御室派総本山仁和寺 元・教学部長 

    渡邊栄子（コンテンポラリーダンサー）with ダンススタジオ 108 

    谷本祥龍詠監・三好圓暁・木藤清明・叶宜朗（金剛流御詠歌） 

    永木 満（演武）※日本空手松濤連盟永木支部道場生一同 

プレイガイド：いよてつ髙島屋、ローソンチケット（L コード：６１９３１）、あいテレビ（本社受付、 

オンラインチケット） 

※チケット発売：8 月 5 日（金） 

※チケット購入者は、前売料金で展覧会観覧可（半券提示のこと） 

 

４ ミュージアムコンサート 

日時：10 月９日（日） 14：00～15：00 

出演：岳人山（尺八奏者、作曲家） 

  場所：当館 講堂 

  定員：60 名 

  ※参加無料。要事前申込。 

※当館電話・FAX・HP（お問い合わせフォーム）にて受付。 

 

５ 企画展レクチャーⅠ「金剛峯寺の名宝」 

日時：①仏像・工芸編 10 月 22 日（土） 

②絵画・書跡編 11 月 12 日（土） 

各日 14：00～15：00 

  講師：長井 健（当館専門学芸員・担当係長） 

場所：当館 講堂 

定員：60 名 

  ※参加無料。申込不要。 

 

 



6  企画展レクチャーⅡ「中世の高野山と伊予―金剛三昧院文書を中心に」 

日時：11 月 3 日（木・祝）14：00～15：00 

講師：土居聡朋（当館学芸課長） 

場所：当館 講堂 

定員：60 名 

   ※参加無料。申込不要。 

 

7  対話型鑑賞プログラム 

   日時：10 月 9 日（日）、23 日（日）、11 月 6 日（日）、20 日（日） 各日 11：00～11：30 

   場所：当館 研修室 

   ナビゲーター：当館作品ガイドボランティア 

   定員：20 名 

   ※参加無料。申込不要。 

 

８  同時開催「空海と四国遍路展」 

   会場：本館 2 階 常設展示室２ ※入場無料 

   主催：愛媛県、四国遍路日本遺産協議会 

   協賛：アトムグループ 

     

◎新型コロナウイルス感染症の予防・拡大防止のため、イベント等の中止・変更の可能性があ

ります。その場合は美術館ホームページで随時お知らせします。また、やむを得ず、展示室内

の混雑を緩和するため、入場制限を行う場合がありますので、ご了承ください。 

 

提供画像一覧  

画像の報道利用を希望される方は、下記連絡先までお申し出いただくか、当館 HP お問い

合わせフォームよりご連絡ください。画像のご利用後、成果物を２部ご提出ください。 

 

No.1  No.2  

 国宝 空海筆《聾瞽指帰》（部分） 

平安時代（8～9 世紀） 金剛峯寺蔵 

展示期間：10/1～14、11/7～20 

 国宝 《諸尊仏龕》   

唐時代（８世紀） 金剛峯寺蔵 

全期間展示  



 

 

No.3  No.4 
 

 国宝 運慶作《恵光童子像 

（八大童子立像のうち）》 

鎌倉時代（12 世紀） 金剛峯寺蔵 

全期間展示 

 重要文化財 快慶作《広目天像 

（四天王立像のうち）》  

鎌倉時代（12～13 世紀） 金剛峯寺蔵 

全期間展示 

No.5  No.6 
 

 重要文化財 《大日如来坐像》 

平安時代・仁和 3 年（887） 金剛峯寺蔵  

全期間展示 

 国宝 定智筆《善女竜王像》   

平安時代・久安元年（1145） 金剛峯寺蔵 

展示期間：10/1-23 

No.7 

 

 No.8  

 

 

重要文化財 《四天王独鈷鈴》 

唐時代（8 世紀） 金剛峯寺蔵 

全期間展示 

 国宝 『宝簡集』巻第六 北条義時請文 

鎌倉時代・貞応３年（１224）か 金剛峯寺蔵 

展示期間：10/15～11/6 

連絡先 愛媛県美術館学芸課 長井・土居・石﨑 

TEL.089-932-0010 FAX.089-932-0511 

美術館 HP：https://www.ehime-art.jp/ 

 


