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宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讃法要について（お知らせ） 
 

 

 

このたび、3 月 25 日から始まります宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八

百年慶讃法要は、予定しておりました法要日程のとおり執り行うことをお知らせしま

す。  

2020 年以降、新型コロナウイルス感染症は、幾度となく感染拡大の波を繰り返し、

私たちの社会生活に大きな影響を与えてきました。未だ完全に収束したとは言えませ

んが、去る 1 月 27 日、感染症法における新型コロナウイルス感染症の位置づけを 5

類に移行する等の政府の基本的対処方針が改められました。  

これまで皆様には、慶讃法要の執行及び団体参拝に関して様々にご心配をいただい

ており、適宜法要執行の方針についてお伝えしてまいりましたが、このたび法要一カ

月前を迎えて、あらためて法要執行についてお知らせする次第です。  

現在、慶讃事業本部では、法要に向けて境内等の諸設備を整えるとともに、安心し

てご参拝いただけるよう、適切な感染防止策の準備を進めております。 

ご参拝の皆様におかれましては、あらかじめ検温など体調管理にご留意いただくと

ともに、万が一体調がすぐれない場合はご参拝をお控えくださいますようお願い申し

上げます。 

お一人でも多くの方が慶讃法要へご参拝くださるよう、心よりお待ち申し上げま

す。  

２０２３年２月２４日   

宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讃事業本部  
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慶讃法要の日程変更や団体参拝の受け入れ等の変更について                 

慶讃法要が始まるまでや法要期間中に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大や大

規模な自然災害等が発生した場合、参拝者、職員また運営に携わる関係者の安全を

最優先に考慮し、法要日程や団体参拝の受け入れ等について変更する場合がありま

す。その場合、方針が決定され次第、皆様にお知らせします。 
 

新型コロナウイルス感染症の感染防止のためのお知らせ                    

１．参拝にあたって、事前に各自で検温する等、体調管理にご留意ください。   

２．マスクはご持参いただき、法要等の人が密集する場においては着用をお願いしま

す。  

３．境内各所に消毒液を配備しますので、適宜ご利用ください。  

４．昼食会場は多数の方が利用されますので、黙食をお願いします。  

５．境内各施設は適宜換気、清掃を行います。  

６．参拝時に体調を崩された場合は、お近くのスタッフにお声がけください。 

７．参拝時以外の旅程中に体調を崩された場合は、旅行代理店の担当者にお尋ねくだ

さい。 

８．職員はマスクを着用し応接いたします。 

 

新型コロナウイルス感染症の対処方針の緩和が進められており、３月１３日にはマ

スク着用に関しての考え方が見直される等、何らかの方針変更が示されることがあ

りますが、皆様が気持ちよく安心してご参拝いただくためにも、ご配慮とご協力を

賜りますよう、お願い申し上げます。   
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ご参拝日までの準備事項                                                                   

〇参拝座席券の配布                                    

事前にお送りする参拝座席券（フォルダー付き）を、ご参拝される皆様へお配りく

ださい。参拝座席券には、席番号、昼食会場、慶讃寄席時間、団体名などを記載し

ています。また、阿弥陀堂へご参拝の団体へはオレンジ色、御影堂へご参拝の団体

へは水色の座席券となります。 

 ※団体によっては、阿弥陀堂と御影堂に参拝者が分かれる場合があります。 

 

〇お斎申し込み人数の確認                                 

お斎の申し込み人数に変更がある場合は、参拝日の４日前まで（3月２５日の場合、

２１日の午後５時まで）に、教区団体参拝受入センター（以下、「受入センター」）

へご連絡ください。 

※以後の食数減、キャンセルにつきましては全額ご負担いただきます。 

※当日申し込みはできません。 

 

〇バス・乗用車用ステッカーの確認（バス・乗用車利用の団体）                      

 ステッカーはバス１台につき３枚、乗用車１台につき１枚お送りしています。出発

時刻をご確認のうえ、当日、バスの前方と両サイドに掲示してください（乗用車は

前方のみ）。詳細はステッカー裏面を参照ください。 

※事前にご提出いただいた到着時刻と出発時刻に変更が生じた場合は、必ず受入セ

ンターへご連絡ください。 

 

〇帰敬式・真宗本廟収骨の申し込み確認 

 参拝者のなかに、帰敬式・真宗本廟収骨をご希望の方がいらっしゃいましたら、申

し込み漏れがないかご確認ください。 

また、当日、「真宗本廟収骨證」とご遺骨・「本山申経参詣證」・「本山永代経御紐解

證」など、お忘れなきようご周知ください。 
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ご参拝日当日について                                                                  

〇本山への到着・入堂・退堂・出発まで（下記は午前法要を想定しています）                         

【団体バスでご参拝の団体】※団体バスの運行については、P７をご覧ください。 

１．団体バスが到着後、スタッフが出発時刻の確認を行い、バスの駐車場所をご案内

します。 

２．降車後、引率責任者は御影堂前の「総合受付」（『慶讃法要参拝のしおり』P48、

以下『しおり』）にて受付をお済ませください。（参拝人数の報告、お斎冥加金のお

支払い、懇志などの受付） 

引率責任者以外の皆さまは、直接お堂にお入りいただけます。 

午後法要にご参拝で、慶讃寄席や昼食をお申し込みいただいている団体は、「総合受

付」で受付後、直接会場へお入りください。 

 

 

【乗用車でご参拝の団体】※乗用車の運行については、P７をご覧ください。 

１．乗用車が到着後、乗用車用ステッカーを車の見やすいところに掲示してください。 

２．引率責任者は御影堂前の「総合受付」（『しおり』P48）にて受付をお済ませくだ

さい。（参拝人数の報告、お斎冥加金のお支払い、懇志などの受付） 

午後法要にご参拝で、慶讃寄席や昼食をお申し込みいただいている団体は、「総合受

付」で受付後、直接会場へお入りください。 

 

 

【本山集合の団体】 

１．御影堂前・阿弥陀堂前の白州に、それぞれ参拝者集合用の目印看板（『しおり』Ｐ

48.49参照）がありますので、集合場所としてご利用ください。 

２．団体がお揃いになりましたら、引率責任者は御影堂前の「総合受付」（『しおり』

P48）にて受付をお済ませください。（参拝人数の報告、お斎冥加金のお支払い、

懇志などの受付） 

午後法要にご参拝で、慶讃寄席や昼食をお申し込みいただいている団体は、「総合受

付」で受付後、直接会場へお入りください。 
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〇入堂について                                     

１．基本的にお堂の中央からお入りいただき、指定座席に着座後、法要開始までお待

ちください。各団体の座席エリア内に記念品のブランケットを置いていますので、

団体内の参拝者に配布くださり、ご利用後は各自お持ち帰りください。 

２．靴はお脱ぎいただき、靴袋に入れ、荷物とともに各自席までお持ちください。 

３．法要開始まで 30 分以上の時間の余裕がある場合は、両堂中央前方の参詣席に拝

礼場所を設けておりますので、ぜひお参りください。 

※法要後の退堂時にも拝礼の時間を設けますので、時間に余裕がない場合は退堂時

にお願いします。 

４．お堂内での写真撮影や飲食はご遠慮いただいております。あらかじめご了承くだ

さい。 

 

〇退堂について                                     

１．法要日程終了後、各御堂外陣での拝礼・退堂のご案内をいたします。混雑を避け

るため、スタッフの指示があるまで着席のままお待ちください。 

※帰敬式・真宗本廟収骨をお申し込みの方もお待ちください。 

２．時間に余裕のある場合は、参拝座席券に書かれた御堂とは別の御堂（座席が阿弥

陀堂の場合、御影堂）にも、ぜひお参りください。 

 

〇その他                                      

１．体調不良の方や車椅子のご利用など補助が必要な場合は、スタッフへお申し出く

ださい。 

２．法要中の緊急時は、スタッフが指示・誘導いたしますのでご協力ください。 
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〇【参考】当日のタイムスケジュール   

※初日・中日・結願は『しおり』をご覧ください。 

※法要前後のお時間は境内各所の催事をお楽しみください。催事の詳細は『しおり』

及び慶讃法要特設サイトをご覧ください。 

【午前法要の場合（基本日程）】 

9時 40分 集会 

10時 00分 勤行 

11時 10分 感話・法話 

11時 40分 法要日程終了 

両堂拝礼・退堂のご案内 

※帰敬式・真宗本廟収骨をお申し込みの方のご案内開始 

12時 10分 帰敬式 

引続 真宗本廟収骨 ※1３時頃終了 

1２時 00分 お斎（1回転目）※食事終了 12時 40分 

13時 00分 お斎（２回転目）※食事終了 13時 40分 

13時 30分 慶讃寄席（第 1公演）※14時 00分頃終了 

15時 00分 慶讃寄席（第 2公演）※15時 30分頃終了 

 

【午後法要の場合（基本日程）】 

9時 30分 慶讃寄席（第 1公演）※10時 00分頃終了 

11時 00分 慶讃寄席（第 2公演）※11時 30分頃終了 

11時 00分 お斎（1回転目）※食事終了 11時 40分 

12時 00分 お斎（2回転目）※食事終了 12時 40分 

13時 00分 集会 

13時 20分 勤行 

14時 30分 感話・法話 

15時 00分 法要日程終了 

両堂拝礼・退堂のご案内 

※帰敬式・真宗本廟収骨をお申し込みの方のご案内開始 

15時 30分 帰敬式 

引続 真宗本廟収骨 ※16 時 20分頃終了 
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団体バス・乗用車の駐車について                                                                

〇団体バス・乗用車の駐車・経路図  

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇本山到着時刻とバス降車場所                                      

団体バスの降車場所は、市民緑地バス駐車場です。 

本山へのバス到着時刻は、申込書にてお知らせいただきました到着予定時刻をもと

に、到着時の混雑を避けるため、受入センターで調整し、各団体へお送りしている

「登録書」には、到着予定時刻から前 15分～30分の間に到着いただきたく、「例：

●時～●時●分」と記載しています。団体バスの円滑な運営にご協力をお願いしま

す。なお、交通状況により到着時刻が大幅に変更となる場合は、受入センターまで

お知らせください。 

 

〇本山出発時刻とバス乗車場所                             

団体バスの乗車場所は、市民緑地バス駐車場です。 

バスの停車位置は、乗車前に受入センターにお電話にてご確認いただくか、御影堂

門・阿弥陀堂門にいるスタッフに確認ください。人数がお揃いになり次第、スタッ

フの誘導により出発いただきますが、駐車場の状況によっては、出発までお時間を

いただく場合もありますのでご了承ください。バスの安全運行へのご協力をお願い

します。 

 

 

一般車両 

駐車場② 

 

一般車両 

駐車場② 
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〇団体バスの駐車場所                                  

駐車場所は、基本的に市民緑地バス駐車場、境内西側駐車場①、②ですが、状況に

より別の場所に回送をお願いする場合がありますので、ご協力をお願いします。 

 

〇団体バスの経路                                  

烏丸七条交差点は東から侵入する際、右折専用レーンが無いため、状況によっては

団体バス等が連なり渋滞を起こしかねません。そのため、烏丸七条交差点より市民

緑地駐車場へ進入する際は、西から入る烏丸七条交差点の左折ルートを推奨いたし

ます。（下図参照） 

【推奨ルート】             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇乗用車の駐車場所                                  

乗用車の駐車場所は、宗務所駐車場（乗用車駐車場①）または参拝者用駐車場（乗

用車駐車場②）となります。（P７団体バスの駐車・経路図を参照） 

また、乗用車用ステッカーを１枚お送りしています。当日、車の見やすいところに

掲示してください。 

 

 

 

 

 

 

 

真 宗 本 廟 
 

境  内 
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帰敬式・真宗本廟収骨について  【本廟部（参拝接待所）】☎075-371-9210                      

【帰敬式受式の団体】 

１．受式当日は、法要前に参拝接待所窓口にて受付をお済ませください。受式者全員

お揃いのうえ、必ず参拝接待所窓口にお越しください。 

２．受式予定者等の変更は、法名を準備する都合上、受式日 10日前までに必ず参拝

接待所へご連絡ください。 

３．慶讃法要団体参拝の帰敬式受式届をお送りいただいた団体には、引率責任者宛て

に「帰敬式受式について（ご案内）」を同封しています。申請いただいたにもかかわ

らず同封されていない場合は、お手数ですが、本廟部参拝接待所にご連絡ください。 

 

【真宗本廟収骨・読経】 

１．真宗本廟収骨申込者・読経申込者がおられる団体は、法要前に参拝接待所窓口に

て受付をお済ませください（真宗本廟収骨申込者・読経申込者のみ）。 

２．真宗本廟収骨申込者に真宗本廟収骨證とご遺骨を必ず持参いただくようお伝えく

ださい。 

３．読経申込者で本山申経参詣證・本山永代経御紐解證が発行されている場合は、必

ず持参いただくようお伝えください。 

 

昼食（お斎・持込昼食）について                                                                 

【お斎をお申し込みの団体】 

会場：①大寝殿、②白書院、③表小書院、④渉成園（閬風亭） 

１．お斎会場へは団体ごとにご移動ください。 

２．お斎会場の座席は団体ごとに指定しております。スタッフが座席まで誘導いたし

ますので、お揃いになられましたら、食前の言葉をご唱和いただき、団体ごとにお

召しあがりください。 

３．お食事が終わられましたら、食後の言葉ご唱和後、団体ごとに会場から退出いた

だきます。 

４．お食事時間には限りがありますが、少しでもゆっくりと召しあがっていただくた

め、特に開始時間は厳守いただき、団体の入れ替わりにご協力をお願いします。 

 

【持込昼食をお申し込みの団体】会場：①しんらん交流館大谷ホール、②会議室 ABC 

１．持込昼食会場へは団体ごとにご移動ください。 

２．持込昼食会場には、団体ごとの座席配置図をご用意しています。座席をご確認後、
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指定された席へお座りいただき、お揃いになられましたら、食前の言葉をご唱和い

ただき、団体ごとにお召しあがりください。 

３．食事が終わりましたら、食後の言葉ご唱和後、団体ごとに会場から退出いただき

ます。 

４．ごみは各団体でお持ち帰りください。 

５．お食事時間には限りがありますが、少しでもゆっくりと召しあがっていただくた

め、特に開始時間は厳守いただき、団体の入れ替わりにご協力をお願いします。 

 

慶讃寄席について                                                                            

１．団体参拝でのご観覧には事前の申し込みをお願いしています。まだお申し込みで

ない団体は受入センターにお問い合わせください。お日にちによってまだ空席があ

ります。 

２．開演 5分前までに会場にお入りください。（入場開始は 30 分前） 

３．お席は自由席ですが、なるべく前方・中央からご着席くださいますようお願いい

たします。 

４．新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点からマスクを着用ください。 

５．発熱されている方、体調不良の方はご入場をご遠慮ください。 

６．公演時間は約 30 分です。公演中は、やむを得ない場合を除き、途中の退席はご

遠慮ください。退席される場合は、お静かにお願いいたします。 

７．会場内の飲食は固くお断りします。 

８．携帯電話・スマートフォンはあらかじめ電源をお切りいただくか、マナーモード

に設定ください。 

 

大谷祖廟参拝について          【大谷祖廟事務所】☎075-561-0777 

１．納骨の場合は、納骨日時の事前予約が必要になります。事前予約がお済でない方

は、事前のご連絡をお願いいたします。 

※当日の受付も行っておりますが、状況によって、ご希望のお時間にご案内ができ

ない場合がございます。円滑なご案内対応のため、事前にご予約いただきますよ

う、お願いいたします。 

２．身障者の方の補助や車イスが必要な場合は、事前に大谷祖廟事務所へご連絡くだ

さい。数に限りがございますが、車イスの貸出をいたします。 

３．大谷祖廟に到着される 10分前に大谷祖廟事務所へお電話でご連絡ください。 

４．大谷祖廟への参拝人数、参拝時間の変更等がございましたら、大谷祖廟事務所へ
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ご連絡ください。 

５．ご不明な点は、直接、大谷祖廟事務所へご連絡ください。 

 

「立教開宗の書『教行信証』－坂東本の世界－」DVDについて                                                

慶讃法要を機縁に、宗祖親鸞聖人の自筆である『顕浄土真実教行證文類』（教行信証）

《坂東本》から窺える筆跡や息づかいをとおして、宗祖の志願と聞思の姿勢にふれて

いただくことを願い制作した DVD です。法要参拝に向かうバス内でご覧いただくな

ど、立教開宗の書にふれ、あらためて法要の意義を確かめる一助としてご活用くださ

い。なお、東本願寺公式 YouTubeチャンネルでもご覧いただけます。また、より《坂

東本》の学びを深めていただけるよう、東本願寺公式 YouTubeチャンネルにて特別

講義を 3月下旬に公開予定です。皆さまに周知いただき、ぜひ、併せてご覧ください。 

 

東本願寺公式 YouTubeチャンネル⇒ 

 

 

参拝記念集合写真撮影について                                                                

１．撮影予定の団体は、参拝接待所前の写真受付テントへお越しください。混雑状況

によっては予定の撮影時間より遅れる場合もございます。順番にご案内いたします

ので、スタッフの指示に従い行動ください。 

２．撮影場所は、参拝接待所付近がメインとなります。雨天時は御影堂門の下で、参

拝者の動線にご配慮いただきながら撮影ください。  

３．委託業者に撮影を希望される場合は、事前申し込みが必要ですので、登録書発送

時に同封した申込書で直接、お申し込みください。   

 【委託業者】有限会社 京栄写真   〒615-0093 京都市右京区山ノ内宮前町 6   

  TEL：075-801-2340  FAX：075-801-2341 １枚 1,000円（税込）  

以 上 

お問合せ先一覧 

【教区団体参拝受入センター】  ☎075-371-9212（9：00～17：00） 

【慶讃事業本部事務室】      ☎075-371-9220（9：00～17：00） 

【本廟部式務所】        ☎075-371-9188（9：00～17：00） 

【親鸞展事務局】        ☎075-276-2282 

【京都南座特別公演】（京都南座）☎075-561-1155（10：00～17：00） 


