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１．本願寺全体マップ
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•気分が悪くなったり、けがをされたときは、
ちかくのスタッフまでご連絡ください。

•落とし物を拾われた場合、または落とし物
をされた際は、ちかくのスタッフまたは、
防災センターにお問い合せください。

•不審者・不審物を発見した際は、速やかに
ちかくのスタッフ、または防災センターま
でご連絡ください。

•喫煙所は、北境内地駐車場内に設置いたし
ます。

•防災センター【直通：075-371-5191】

諸注意

＝車椅子対応施設

＝AED（自動体外式除細動器）設置場所

＝トイレ

※都合により閉鎖される場合があります。

矢印の門から出入りできます
（通常時）
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１．行事名 第25代　専如門主　伝灯奉告法要記念・協賛行事
 児童念仏奉仕団・子どものつどい
 〜「本願寺ＤＡＹＳ」〜

２．趣　　旨 「第25代　専如門主　伝灯奉告法要」をご縁に、子ども世代が本願寺に
結集し、これまで継承されてきた“浄土真宗”に触れ学びご縁を深めて
もらうために、この集いを開催いたします。この集いは例年開催して
いる児童念仏奉仕団と併催します。

３．テーマ 「ご縁をつくり　つなぎ　深める」

４．開催期日 第１回目　2017（平成29）年７月25日（火）〜７月26日（水）
 第２回目　2017（平成29）年７月27日（木）〜７月28日（金）
 第３回目　2017（平成29）年８月１日（火）〜８月２日（水）
 第４回目　2017（平成29）年８月３日（木）〜８月４日（金）

５．日　　程 １泊２日
 第１日目　13：00〜17：00（受　　付　12：00〜）
 第２日目　９：00〜12：00（晨朝参拝　６：00〜）
 ※１日目17時より京都水族館をご見学いただきます。

参加児童・生徒の入館料は無料です。引率者の入館料は当方にて負
担します。

※２日目の昼食（お弁当・飲みもの）はご用意します。
※天候等の事由により、日程内容（時間・場所）を変更する場合がご

ざいます。
★オプション企画として、２日目の日程終了後、書院拝観を行います

のでご希望されます団体の方は併せてお申込みください。

６．参加対象 小学生から中学生まで
 お寺にご縁のない子どもにも仏縁に遇っていただきたく、近くの寺院・

組・教区で協力、お声を掛け合っていただき１人でも多くの子どもの
参加をお待ちしております。

７．引 率 者 20歳以上の住職・寺族または門徒役員など。（未成年の参加者を責任もっ
て引率できる方）

８．定　　員 １回600名程度（引率者含む）とします
※この度の募集により、定員を上まわる参加者数となりましたため、

最大900名まで受付いたしました。

９．会　　場 御影堂・阿弥陀堂・安穏殿・境内・北境内地・聞法会館内　その他

10．受付手順 2017（平成29）年２月１日（水）午前９時より受付開始となります。
 ①参拝教化部念仏奉仕団係へお電話、または直接お申し込みください。

＜連絡先　℡075-371-5181（代表）＞
お申し込みの際には参加希望日・希望参加人数・団体名・代表者名・
連絡先をお伺いいたします。

 ②受付後「予約通知書」を送付いたします。
 ③参加日の約３ヵ月前「申込書類一式」を送付いたします。

④「申込書類一式」に必要事項を記入・捺印のうえ、参加日の１ヵ月
前までに参拝教化部念仏奉仕団係宛にご提出ください。同申込書類
の受理をもって参加手続き完了といたします。

11．宿　　泊 宿泊場所は、各自・各団体でご予約ください。但し、晨朝参拝・帰敬
式などの時間に支障無きよう、本山近辺で宿舎をご手配ください。

 尚、本山周辺推奨宿舎では、児童念仏奉仕団特別料金1泊2食付7200
円（税抜）に設定いたしております。

 ※必ず児童念仏奉仕団参加団体である旨お伝えください。
 ※旅行クーポン券の使用については、直接宿舎へお尋ねください。

12．帰 敬 式 ①受式時間：日程第２日目　お晨朝後引き続き
②冥 加 金：児童念仏奉仕団に参加の未成年3,000円　大人10,000円
③内願懇志：内願法名を申請される方は、受式日より２カ月前までに

申請の提出をお願いいたします。受式冥加金と別に内願
法名懇志１万円以上をご進納ください

13．傷害保険 本行事期間中は当方より宗派指定の傷害（レクリエーション）保険に
加入いたしますので、個別に保険加入料は徴収いたしません。

14．連 絡 先 住　所：〒600-8501　京都市下京区堀川通花屋町下ル　本願寺寺務所
 　　　　　　　　　　　　　　　　本願寺参拝教化部　念仏奉仕団係
 電　話：０７５－３７１－５１８１（代表）
 ＦＡＸ：０７５－３７１－７６０１（参拝教化部）

この度の「『第25代専如門主　伝灯奉告法要記念　子どもを対象とした協賛行事』、2017
（平成29）年度『児童念仏奉仕団』」の開催については、本願寺参拝教化部　念仏奉仕団係
並びに宗門伝灯奉告法要　教化本部教化部（子ども・若者ご縁づくり推進室）にて担当
いたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

２．開催要項
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１日目
12：00 集合・受付・移動 安穏殿2Ｆ及び聞法会館3Ｆ
13：00 オリエンテーション

・基本日程/持ち物確認/注意・連絡事項
・スタッフ紹介

御影堂

13：20 であいのつどい（開会行事）
・音楽礼拝/代表挨拶/参加団体紹介

御影堂

13：40 ぴかぴかおそうじタイム
（引率代表者会議をいたします）

御影堂

14：10 謎解きゲーム
〜プトラ・プトリおたすけ大作戦！〜

（午後4時からは御影堂でお夕事参拝）

御影堂及び各会場

16：40 日程説明 御影堂
16：45 解散

＜閉門時間　17時＞
※希望者のみ京都水族館見学

各宿舎へ移動

京都水族館
２日目

５：30 開　　門
６：00 お晨朝　＜自由参拝＞ 阿弥陀堂・御影堂

帰敬式　＜事前予約者のみ＞ 御影堂
朝　　食 各宿舎

８：45 集　　合
８：50 つながりタイム（交流タイム）
９：30 移　　動
９：55

10：20

おつとめ
　奉讃伝灯作法より
　［散華（念佛）・念佛和讃・回向句 依用］
ふれあいのつどい

御影堂

10：50 記念撮影説明・移動
11：05 記念撮影 阿弥陀堂及び御影堂
11：35 きっとまたあえる（閉会行事）

・３つのやくそく
・ご門主様へ花束贈呈
・ご門主様お言葉

御影堂

11：50 解散・昼食・希望者のみ書院拝観

１日目
12：00 受　付　安穏殿２Ｆ及び聞法会館３Ｆ多目的ホール

・受付会場は、安穏殿と聞法会館の２か所で行います。引率の方は、
別紙添付名簿にて受付会場を確認ください。

・日程中の記念品・参加資料は受付会場にてお渡しします。（詳細は17
ページの携行品を確認ください）受付後、時間に余裕がありました
ら配布したナップサックやレジュメ等の持ち物に各自で名前を記入
するようご指示ください。

・先に送付している名札はあらかじめ記入のうえ、当日子どもたちに
付けるよう指示をお願いします。（忘れた方は受付にて申し出くださ
い。但し数に限りがありますので、出発の際は忘れずに持参ください）

・団体ごとにスタッフ１名〜２名程度を配置しますので、スタッフ紹
介の時間を設けてください。

・受付会場にて、荷物置き場を設置しておりますが、場所に限りがあ
りますので必需品以外はなるべく宿舎へ預けてくださいますようお
願いします。

12：40 移　動（各受付会場〜御影堂）
・移動の際、出口にて冷却スカーフを配布しますので、子どもたちに

は必ず着用するようご指示くだい。（各プログラムでの移動先の目印
ともなりますので必ず両日とも着用くださいますようご指示ください）

13：00 オリエンテーション（御影堂）
・御影堂への入堂はスタッフが案内いたします。受付会場でお渡しし

たナップサックに靴袋が入っていますので、入堂の際は靴袋に靴を
入れ、ナップサックにしまってあがるように指示をお願いします。
なお、この靴袋は２日間使用しますので捨てたり、靴袋回収箱に入
れてしまわないように指示をお願いします

・阿弥陀堂内は冷却スカーフの色で大きく２つに分けて座っていただ
きます。特に細かな指定はしておりません。スタッフの指示に従っ
てお座りください。

（椅子席ではありません）

◆内　容◆
　・基本日程/持ち物確認
　・注意・連絡事項
　・スタッフ紹介

３．基本日程 ４．引率者の役割
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13：20 『であいのつどい』（開会行事）（御影堂）
・オリエンテーションに引き続き開会行事〝であいのつどい〟を行い

ますのでそのままお待ちください。
・つどいでは音楽礼拝（敬礼文・三帰依・おつとめ・回向）をおつと

めいたしますので、出来るだけ子どもたちと事前練習が可能の団体
は是非練習いただき、当日参加者みんなで大きな声でおつとめをし
たいと思います。

◆であいのつどい（開会行事）次第◆
　・音楽礼拝（敬礼文・三帰依・おつとめ・回向）
　・宗派または本願寺代表挨拶１名
　・参加団体の紹介
　・退堂アナウンス

13：40 『ぴかぴかおそうじタイム』（阿弥陀堂・御影堂）
・名札の色で分かれていただき、御影堂、阿弥陀堂、両堂渡り廊下の

拭き掃除をお願いいたします。持参品の雑巾（１枚）をご用意くだ
さい。詳細は、当日担当職員より説明いたします。（持参いただいた
雑巾は、今後の本願寺での清掃に役立てますので、よろしければ置
いてお帰りください。スタッフがお声掛けいたします。）

※この時間に引率者会議を開催いたしますので、各団体引率代表者の
方は安穏殿３階にご集合ください。

14：10 『謎解きゲーム〜プトラ・プトリおたすけ大作戦！』（御影堂）

◆ストーリー◆
明日のおつとめに備え準備をしようとするプトラとプトリ。先

生から預かっていた「おつとめで使う大切なもの」を、しまって
いた箱から出そうとしますが…、開けるための「合言葉」を忘れ
てしまい、開けられません。
「忘れたときのために、『合言葉』のヒントも考えておいたけど

…、あれ、何だっけ…？」となる２人。
本願寺の色々なところにあるというヒントを見つけて合言葉を

導き、明日のおつとめの準備をするために、つどったみんなに力
を貸してくれるようお願いします。

※謎解きゲームの際、団体ごとに配置している班付スタッフは、
謎解きゲームの進行役となりますので、団体引率者の方は子ど
もたちの誘導・案内をお願いいたします。（子どもたちと一緒
に謎を解いてください）

・この謎解きは、子どもたち10名程度１チームとして謎を解いて
いきます。チームになる際は、団体ごとでチーム分けをしてく
ださい。

・引率者は、１チームに１名以上は必ずついて子どもたちの誘導・補
助等をお願いします。（例：子ども38人引率者９人の場合、１チーム
子ども９〜10人引率者２〜３人で合計４チーム）（引率者の人数が足
りない場合はスタッフを配置いたします）

・御影堂で「プトラ・プトリおたすけ大作戦！」のオープニングが終
了したら、合言葉を探すために各会場に分かれて合言葉のヒントを
解いていきます。みなさんが付けている冷却スカーフの色と名札の
色で会場を分けていますので、司会者のアナウンスをよく聞いて指
定の会場に移動してください。

・大変暑いので、水分補給はゲーム中でも随時とらせてください。
・謎解きゲーム中ですが、16時から御影堂でお夕事に参拝いたします。

お夕事の際は、子どもたちには静かにするようご指導のうえ一緒に
ご参拝くださいますようお願いいたします。

※この謎解きゲームは本願寺DAYS開催期間中、同じ問題ですので、
答えや問題を人に教えたりインターネット関係にアップしないでく
ださい。

16：40 日程説明（御影堂）
・引き続き、京都水族館見学希望者への案内説明や翌日日程説明（帰

敬式の案内や集合場所等）を行います。
・退堂の際は、総合司会の指示とスタッフの誘導に従ってください。

16：45 解　散
・受付会場に荷物を預けている団体は、解散後荷物を忘れないように

取りにきてください。基本的に、受付の際にお渡ししたナップサッ
ク等は必ず宿舎へ持ち帰ってください。（荷物の預かりはいたしません）

・閉門が17時となっておりますので、お帰りの際は十分に時間に気を
つけください。

【お願い】（各宿舎での作業について）
ナップサックに入っている記念ファイルに華葩型しおりが５枚挟み
込まれています。翌日のつながりタイムで使用しますので、宿舎に
戻られたら華葩裏面にある記載事項の「なまえ」「住んでいるとどう
ふけん」「メッセージ」を子どもたち全員に書いてもらい、翌日お忘
れないようにお持ちください。
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※集合は、初日の受付会場です。お間違えのないようにお越しください。
※８：50より各会場で交流タイムを行いますので、５分前にはご集合

くださいますようお願いいたします

８：50 『つながりタイム』（安穏殿２Ｆ及び聞法会館３Ｆ）
・昨日、宿舎で書いた華葩型しおり（各自５枚）を準備してください。
・各会場にて、子ども同士がなかよくできる交流できるゲーム等を行

います。引率の方はスタッフの指示に従って子どもたちを誘導して
ください。

９：30 移　動
・『つながりタイム』終了後、御影堂へ移動いたします。スタッフの指

示に従い、速やかに移動してください。
・着座位置は、堂内のスタッフの指示に従ってください。

９：55 『おつとめ』奉讃伝灯作法より【散華（念佛）・念仏和讃・回向句 依用】（御影堂）

・この間、子どもと一緒にご参拝ください。

10：30 『ふれあいのつどい』
・ご門主様と子どもたちとのふれあいの時間となります。
・引率の方も子どもたちと一緒にお楽しみください。

10：50 記念撮影説明・移動について
・このたびは、参加団体数および参加人数が非常に多いため、阿弥陀堂・

御影堂の両堂を使い、数団体ごとに撮影いたしますので、被写体（参
加者のお顔）が小さくなりますこと予めご了承ください。

・撮影場所につきましては、当日、担当職員より説明いたしますので
その指示・誘導に従ってください。

・写真の購入については、有償となります。詳細については、19ペー
ジをご確認ください。

・写真サイズ：ワイド八ツ切判（165㎜×254㎜）　　1,000円（税込）

11：05 記念撮影（御影堂と阿弥陀堂）
・スタッフ並びに写真撮影業者の指示によって動いてください。

２日目
お晨朝への移動についてのご留意点

・お晨朝への参拝は、自由参拝といたします。（宿舎が本願寺から遠く、
時間的に参拝が難しい場合は無理のないようにお願いします）

・お晨朝へ参拝される団体は引率者が引率し、ご移動ください。
（班付スタッフは同行しませんが、御影堂内後方に運営統括スタッフは

常駐して問題発生時やスケジュールでご質問はお受けいたします）
・子どもの携行品について17ページの携行品を再度確認ください。

◆聞法会館・門前町宿舎に宿泊の団体は、宿舎での荷物一時預か
りが可能な場合はできうる限りお預けください。

◆バスで移動される団体はバスの中にお預けください。
◆上記以外の団体は、初日の受付会場(安穏殿２階または多目的ホー

ル)にお預けください。

・門前町の宿舎から徒歩でお越しの場合は、堀川通は交通量が多いため、
なるべく地下道をご利用ください。

・引率者の方へ→布袍・輪袈裟着用の場合、服装にご配慮ください。

５：30 開　門
６：00 お晨朝（阿弥陀堂・御影堂）

・各参加団体にて引率者が引率し、ご参拝ください。
　（スタッフはつきません）
・入堂・退堂ルート、着座位置は全て自由です。

晨朝後 帰敬式（御影堂）
・帰敬式受式者とその引率者は御影堂へご集合ください。
・帰敬式中の引率者は、堂内後方で待機ください。
・帰敬式を受式されない方は各宿舎に戻って朝食をおとりください。
・朝食会場を希望された団体は、別紙名簿にて会場をご確認いただき、

自由に使用してください。但し、その場で出たゴミは、必ず各自で
処分くださいますようお願いいたします。

朝食・チェックアウト
・各宿舎で朝食を摂り出発準備等（チェックアウト）をお願いします。
・子どもの携行品について17ページの携行品を再度確認ください。
・携行品以外で行事に必要のない荷物は下記のとおりお願いします。

◆聞法会館・門前町宿舎に宿泊の団体は、宿舎での荷物一時預か
りが可能な場合はできる限りお預けください。

◆バスで移動される団体はバスの中にお預けください。
◆上記以外の団体は、各集合場所にてお預かりいたします。



― 12 ― ― 13 ―

11：35 『きっと、またあえる』（閉会行事）（御影堂）
・記念撮影後、御影堂内にて閉会行事を行います。
・撮影終了したグループは速やかに御影堂に着座をお願いいたします。

◆『きっと、またあえる』（閉会行事）次第◆
　・３つのやくそく
　・ご門主様へ花束贈呈
　・ご門主様お言葉

11：50 解散（昼食・書院拝観）
・退堂の際は、一度に全員移動すると危ないのでスタッフの指示に従っ

てください。
・12時より「夏の御文章」が拝読されます。御影堂内に残る団体は拝

読が終わるまで静かに待機してください。
・昼食を希望された団体は、受付会場にお弁当及び会場を準備してお

りますので各会場まで移動してください。
・書院拝観希望の方は、解散後そのまま書院拝観となりますので班付

スタッフの案内に従ってください。（書院拝観希望団体で、昼食を希
望された団体は書院拝観後、受付会場に移動し昼食をおとりください）

【謎解きゲームとは？】
ストーリーに沿って、謎を解き進めていくゲームです。会場を変えながらそれぞれの

謎を解いてもらいます。
回答用紙は１人１セット配布しますが（１日目の受付時に配布）、低学年の参加者も

見込まれることから、チームごと（10名前後＋引率者）に協力して、解き進めてもらう
ことを考えています。

【今回の謎解きゲームがめざすところ】
この度のつどい（本願寺DAYS）は、伝灯奉告法要の協賛行事であるため、翌日（２日目）

の「おつとめ」が、この１泊２日の全プログラムの要となります。
「伝灯奉告法要」とは何か、「法灯」が自分まで伝わるとはどういうことか…など、ゲー

ムを通して「おつとめ」に向けた準備をすることが、この謎解きゲームの目指すところです。

【当日の大まかな流れ】
参加者の人数が多いことから、このゲームは、先に参加者全員にお渡ししている「冷

却スカーフ赤の参加団体」と「冷却スカーフ青の参加団体」と名札の色に分かれて行動
します。

冷却スカーフ赤の参加団体は、まず御影堂内で謎を解き、次に各会場に分かれて謎を
解きます。謎を解いたら御影堂に移動し、16時からはじまるお夕事に参拝後（この時に
は冷却スカーフ青の参加団体も集合しています）、そのまま御影堂で謎を解く形になります。

冷却スカーフ青の参加団体は先に各会場で謎を解き、次に御影堂で謎を解きます。（タ
イムスケジュール参照）

【各会場の振り分け】
各会場の場所振り分けは下記の通りです。名札の色で各会場の振り分けをしておりま

すので、引率の方は間違えの無いように誘導してください

【第１回目〜第３回目の参加者】
安穏殿２階⇒桃色名札
伝道本部３階大会議室⇒青色名札
伝道本部２階研修室⇒赤色名札
聞法会館３階多目的ホール⇒緑色名札
聞法会館３階研修室①②⇒紫色名札

【第４回目８/３.４の参加者】
安穏殿２階⇒桃色名札
安穏殿３階⇒紫色名札
伝道本部３階大会議室⇒青色名札
伝道本部２階研修室⇒赤色名札
※８/３.４は聞法会館使用不可のため

５．謎解きゲーム〜プトラ・プトリおたすけ大作戦！〜について
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【当日のタイムスケジュール】

時　間 内　容

14：00 ぴかぴかおそうじタイム終了、各団体御影堂へ集合

14：10 御影堂で謎解きオープニング

冷却スカーフ「赤」の参加団体 冷却スカーフ「青」の参加団体

時　間 （min） 内　容 時　間 （min） 内　容

14：20 10分 御影堂で待機 14：20 20分 各会場へ移動

14：30 25分 御影堂で謎解きスタート 14：40 25分 各会場で謎解きスタート

14：55 20分 各会場へ移動 15：05 20分 御影堂へ移動

15：15 25分 各会場で謎解きスタート 15：25 25分 御影堂で謎解きスタート

15：40 20分 御影堂へ移動 15：50 20分 そのままお夕事参拝

時　間 内　容

16：00 全員着座・お夕事参拝

16：10 御影堂で謎解きスタート＆エンディング

16：40 終了

【引率者の方へ】
・８ページにも説明の通り、この謎解きは、子どもたち10名程度１チームとして謎を解

いていきます。チームになる際は、団体ごとでチーム分けをしてください。（例：子
どもの参加者数が65名だったら６〜７チーム）

・謎解きゲームの際、団体ごとに配置している班付スタッフは、謎解きゲームの進行役
となりますので、団体引率者の方は子どもたちのチームに入り誘導・案内をお願いい
たします。（子どもたちと一緒に謎を解いてください）

※この謎解きゲームは本願寺DAYS開催期間中、同じ問題ですので、答えや問題を人に
教えたりインターネット関係にアップしないでください。

＜引率者の方へのお願い＞
・この度の本願寺DAYSは、第25代専如門主 伝灯奉告法要記念・協賛行事となりますの

で、行事参加前に「伝灯奉告法要」の意味合いやご門主様とはどんな方なのか等、参
加する子どもたちに説明（簡単な事前学習）をお願いいたします。もしかすると、２
日目の「ふれあいのつどい」（ご門主様とのふれあい）でクイズとして出てくるかも
しれませんよ！！

＜事前送付物について＞
・事前送付物として、参加者全員の名札を送付しております。恐れ入りますが、参加日

受付前までに名前を書いて、当日必ずご持参くださいますようお願いいたします。また、
名札は１日目日程中の「ぴかぴかおそうじタイム」や「謎解きゲーム〜プトラ・プト
リおたすけ大作戦！〜」で会場へ移動する際の目印となりますのでお忘れのないよう
にお願いいたします。

＜集合・受付（１日目）＞
【受付時間】12時〜12時45分
【受付場所】安穏殿２階及び聞法会館３階多目的ホール
　　　　　　※第４回目のみ安穏殿２階及び３階となります

①引率代表者受付終了後、記念品ナップサック（資料、その他記念品等が入っていま
す）と500mlペットボトルを用意しておりますので、参加者全員にお渡しください。
この際、後のプログラムに必要な物として、念珠、帽子、水筒、汗ふきタオルを各
自持参いただくとともに、雑巾、健康保険証、その他必要と思われるものをショルダー
バックに入れるよう指示願います。（現金、貴重品の管理は、各自又は各団体でお
願いいたします）

②荷物は、基本的に宿舎に預けていただくか、バスで来られる方はバスの中に預けて
いただきたく思いますが、受付会場にて荷物を預ける団体の方は、受付にてその旨
申し出ください。（貴重品等は必ず個人管理にてお願いいたします。紛失等の責任
は当方では負いません）但し、受付会場にてお預かりした荷物は、鍵をかけて保管
いたしますので忘れ物があった場合、すぐには対応できませんことご了承ください。

④門前町の宿舎から徒歩でお越しの場合は、堀川通は交通量が多いため、地下道をご
利用ください。

⑤受付は安穏殿２階と聞法会館３階多目的ホールの２会場で行います。（第４回目
<8/3.4>のみ安穏殿２階と３階）各団体の受付会場は別紙名簿にてご確認ください。

　受付は、引率代表者が代表して行ってください。受付が終了したら、同会場にて記
念品ナップサックをお渡ししますので、その場で各自持参の持ち物をナップサック
に入れてください。日程中、基本的には各団体ごとに行動いたします。スタッフを
１団体に１名〜２名程度配置いたしますので受付時に、スタッフと合流のもと、御

６．連絡事項について
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影堂内へ移動し、指定の場所へ着席ください。
※堂内は土足禁止のため、ナップサックに入っている靴袋をご利用ください。

⑥初日の昼食会場を本願寺にて申し込みの方は、昼食の後、受付にお越しください。（昼
食会場も別紙名簿にて記載しております）

⑦13時40分からの『ぴかぴかおそうじタイム』の時間に、引率者会議を行いますので
各団体引率代表者の方は安穏殿３階にご集合ください。

⑧参加者全員にお渡しした記念ファイルの中に、華葩型しおりが入っていますが、２
日目の『つながりタイム』で使用いたしますので、初日宿舎に戻られたら、華葩裏
面に記載の「名前」「住んでいるとどうふけん」「メッセージ」を記入いただき、当
日忘れないようお持ちください。

⑨行事日程中、急な雷雨などの気象警報が出た場合は、スタッフの指示に従って安全
を確保してください。

＜バスの乗り入れについて＞
①北境内地駐車場の乗り入れ可能時間は開門（午前５時30分）〜閉門（午後５時）ま

でとなります。
②西本願寺北境内地駐車場の入出は、花屋町通側となっております。花屋町通は、大

型車両は堀川通側よりの一方通行となっておりますので、バスにてお越しの際はご
注意ください。

③本願寺DAYS期間中は、夏休み期間中であり、一般車両の多くの駐車が見込まれま
すので、自家用車での乗り入れはなるべくお控えくださいますようお願いいたします。

※７月28日（金）は本願寺主催「納涼盆踊り大会」の会場設営を行っておりますので、
乗降の際はお気をつけください。また、午後５時以降は北境内地駐車場の入出がで
きませんのでご注意ください。

＜児童念仏奉仕団参加団体への感謝状について＞
このたびの「本願寺DAYS」にご参加いただいた団体は、平成29年度児童念仏奉仕団

への参加団体として参加回数を記録いたします。なお、感謝状の授与式及び多回数団体
への表彰式は日程の関係上省略いたしますことご了承ください。

＜子どもの携行品＞
・事前送付の名札は期間中つどい参加証及び日程中の会場振り分けの目印となりますの

で必ずご着用ください。
　ナップサックと併せて、念珠、帽子、水筒、汗ふきタオル、（雨天時は雨具＜カッパ＞）

をご持参いただくとともに、『ぴかぴかおそうじタイム』で使用いたします雑巾（１枚）、
また、健康保険証、その他必要と思われるものをナップサックに入れて持ち歩くよう
にご指示ください。

記念品として、ナップサックを参加人数分ご用意しております。

ナップサックには記念品として、参拝のしおり、ボールペン・記念ファイル、伝
灯奉告法要記念しおりが入っています。また、この度は各自で持参いただく水筒
とは別に参加者全員に、１日目スポーツドリンク（ペットボトル₅₀₀ml）、２日目
お茶（ペットボトル₅₀₀ml）を受付にてお配りいたします。

＜引率者の携行品＞
子どもたちと同様に上記のナップサック、および記念品をご用意しております。
・名札は期間中つどい参加証となりますので必ずご着用ください。
※本『引率者の手引き』、参加者名簿を随時携行ください。

★その他、受付後、熱中症対策として首に巻くタイプの冷却スカーフをお渡しいたします。

名札
プトリ

名札・帽子 水筒・タオル

各自の持ち物
・念珠
・雑巾（1枚）
・汗拭きタオル
・健康保険証
・その他
（雨カッパ・水筒等）

ナップサック

中に入っているもの
・参拝のしおり
・ボールペン
・記念ファイル
　 解答用紙 3枚
　 華葩型しおり5枚
・伝灯奉告法要記念しおり
・靴袋

（ ）

７．日程中の携行品について
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１．受式時間 晨朝勤行（６時より）終了後

２．場　　所 御影堂
  　＊晨朝勤行後、係員がご案内いたします。

３．申込手続 帰敬式を受式される方は、「児童念仏奉仕団参加者一覧表 兼 帰敬式受
式願［３］」の帰敬式受式希望欄に○をつけ、生年月日等必要事項を記
入し、参拝教化部念仏奉仕団宛に提出ください。

 受式者の追加等変更についても、参加当日に受付しますのでお申し出
ください。

４．冥加金等 受式にかかる冥加金並びに内願法名にかかる懇志は、各参拝団で取り
まとめのうえ、参拝教化部宛ご進納ください。受納証につきましては、
帰敬式終了後にお渡しいたします。なお、受納証は所属寺毎に発行い
たします（参拝団一括での受納証発行も可）。

 冥加金：子ども　 3,000円
 　　　　大　人　10,000円

 進納方法：受式日の前日、もしくは当日の晨朝前に受付でご進納ください。

５．お扱い品のお渡し
御影堂で、お扱い品（式章・念珠）をお渡しし、帰敬式を受式いただきます。
晨朝勤行終了までに御影堂にお入りください。
帰敬式終了後、龍虎殿にて、法名とお扱い品（浄土真宗必携・帰敬文）をお渡しします。

６．その他留意事項
・式章・念珠は、式の前にお渡しするものを必ずご着用いただきます。
・受式者には、なるべく貴重品以外の荷物を持ち込みされないようご案内ください。
・受式後は、各団体の引率責任者がご誘導ください。
・詳細については、参拝教化部帰敬式係までお尋ねください。

＜申込方法＞
受付場所に写真業者が待機しておりますので、写真代金をあらかじめ取りまとめのうえ、
直接業者にお申込み・お支払いください。

　ワイド八つ切り判（縦165㎜×横254㎜）　　１枚1,000円（消費税込）

＜撮　影＞
・記念写真の撮影は、参拝教化部が委託しております指定業者にて行います。

指定業者 コロナ写真㈱ 〒600-8831　京都市下京区七条通大宮西入ル
  TEL 075-361-5251　FAX 075-361-5253

 ㈱清水光芸社 〒606-8116　京都市左京区一乗寺宮ノ東町30
  TEL 075-791-1938　FAX 075-791-2199

※なお、このたびは例年の児童念仏奉仕団と比較し、参加団体数および参加人数が非常
に多いため、阿弥陀堂・御影堂の両堂を使い、数団体ごとに撮影いたしますので、被
写体（参加者のお顔）が小さくなりますこと予めご了承ください。

＜納　品＞
後日引率代表者宛に送付いたします。

＜休憩室について＞
休憩室（傷病人対応用）を会場内に設けます。参加者の方で気分が悪くなられた方、怪
我等の場合は、最寄りのスタッフ・本願寺職員までご連絡ください。
　
休憩室設置場所
　9：00〜17：00　伝道本部１F東棟ロビー横（内線1112）
　9：00〜17：00　龍虎殿１F事務所内

８．帰敬式について ９．記念写真（集合写真）について

10．傷病人対応について
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熱中症は予防が大切です。引率者の方は子どもたちの熱中症の兆候に注意し、様子が
おかしい場合には早めに休ませていただくとともに、最寄りのスタッフ・本願寺職員に
連絡してください。

◆熱中症の症状
＜軽い熱中症＞
　腹痛、手足や腹筋などの痙攣。数秒間程度の失神。脈拍が速くなり、呼吸数の増加。
　顔色が悪くなる。めまいなど。
＜中度の熱中症＞
　頭痛、めまい、失神、吐き気、嘔吐。血圧の低下など。
＜重度の熱中症＞
　意識障害、過呼吸、ショック症状。全身の臓器の障害が生じ死に至ることも。

◆子どもが熱中症かもしれないと思ったら、第一に行うこと。
・涼しい日陰やクーラーの効いた室内などに移動する
・衣類をゆるめて休む
・体を冷やす
・水分を補給する

当日は熱中症対策として、参加者全員に首に巻くタイプの冷却スカーフをお渡しいた
します。また、この度は、各自持参いただく飲み物（水筒）とは別に500mlの飲み物を
参加者全員にお配りいたしますので、適宜水分補給をお願いいたします。また、子ども
たちの帽子・水筒・汗拭きタオルなどを必ずご用意いただきますよう、保護者の方にご
案内ください。

＜概要＞
補償内容

本つどい開催中で、かつ、各責任者の管理下にある間に被った傷害（傷害による
死亡・後遺障害および入院・通院）を補償します。
また、熱中症（＝日射または熱射）による身体の障害も補償されます。
宿泊中の危険は対象外となります。

　　　【補償金額】・傷害による死亡・後遺障害 1,000万円
　　　　　　　　　　（後遺障害はその認定級別によります）
　　　　　　　　・傷害による入院日額 8,000円／日
　　　　　　　　・傷害による通院日額 5,000円／日

取扱代理店：浄土真宗本願寺派提携代理店
　株式会社　プラニ　（フリーコール：0120−370243）
　　TEL 075-353-2200
　　FAX 075-353-2219
　　　　　（引受保険会社：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）

11．熱中症対策について 12．保険について
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内　容 場　所 連絡先

浄土真宗本願寺派 宗務所
（教化本部教化部）

伝道本部1Ｆ
（子ども･若者ご縁づくり
推進室）

TEL：075-371-5181㈹

本願寺 寺務所
参拝教化部<伝道>

龍虎殿１Ｆ
TEL：075-371-5181㈹

FAX：075-371-7601

休憩室〈傷病者用〉
（9：00〜17：00）

伝道本部１Ｆ東棟ロビー横
龍虎殿１Ｆ

(内線1112）

救急対応 あそか診療所 TEL：075-371-0586

迷子 防災センター（白洲境内地） TEL：075-371-5181

落とし物

防災センター（白洲境内地） TEL：075-371-5181

七条堀川交番
（西本願寺の南東角）

TEL：075-371-3320㈹

タクシー

ヤサカタクシー TEL：075-842-1212

都タクシー TEL：075-661-6611

ＭＫタクシー TEL：075-778-4141

救急・夜間休日診療のご案内〈京都府医師会ホームページより抜粋〉

京都市立病院 京都市中京区壬生東高田町1-2 TEL：075-311-5311
新京都南病院 京都市下京区西七条南中野町8 TEL：075-322-3344
京都回生病院 京都市下京区中堂寺庄ノ内町8 TEL：075-311-5121
武田病院（京都駅前） 京都市下京区塩小路通西洞院東入ル東塩小路町841-5
  TEL：075-361-1351

※上記は西本願寺周辺の病院を抜粋して記載しておりますことご了承ください。
※診療科目などの詳しいことは直接お電話でご確認ください。

13．関係連絡先一覧 MEMO


