
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

真宗大谷派九州教区
団体参拝のご案内・申込書



真宗大谷派九州教区 団体参拝のご案内
慈光照護のもと、皆様におかれましては、ますますご清祥のことと拝察いたします。

このたび、下記の通り慶讃法要の団体参拝を企画いたします。
本法要は「南無阿弥陀仏 人と生まれたことの意味をたずねていこう」をテーマに、私たち一人ひとりがお念仏
の教えを聴聞し、次の世代に相続していくことを願いとして勤められるものです。
また、法要終了後に帰敬式が執り行われます。帰敬式は、仏弟子としての歩みを誓う、真宗門徒の大切な儀式で
す。是非この機会に真宗本廟にて帰敬式を受式し、仏弟子としての新たな人生を歩んでいく機縁となることを
願っています。皆さまお誘いあわせの上、ご参加くださいますようご案内申しあげます。

九州教務所 信國眞一
●期 日：２０２３年４月６日（木） 〜 ４月８日（土）２泊３日
●募集人員：若干名 ※定員になり次第締め切ります。
●参 加 費：お一人様あたり 85,400円（小倉駅発着）・87,000円（博多駅発着）・89,000円（久留米駅発着）

93,000円（熊本駅発着）・98,000円（鹿児島中央駅発着）
◇代金に含まれるもの／貸切バス代・有料道路代・駐車料金・拝観料・宿泊代(１名1室)・朝食２回・昼食３回
・夕食２回・バス乗務員経費・往復JR代（普通指定席）旅行傷害保険料・添乗員経費

◇代金に含まれないもの／本山ご仏前・上記記載以外の飲食代・記念写真代（希望者のみ）
●申込締切：２０２２年１２月２６日（月）
●お取消料金（お一人様あたり） ※裏面を参照ください。

ご旅程表

※下記は予定です。最終版としてご旅行のしおりを別途お渡し致します。
（２０２３年２月以降）

※行程は都合により変更になる場合がございますのでご了承下さい。

月日 行程 食事

2023年
４/６
(木）

つばめ306（予定） のぞみ14号（予定）
⿅児島中央駅  熊本駅  久留⽶駅  博多駅  小倉駅

6:37 7:34 8:11 8:39 8:54
貸切バス （桜名所）⾒頃︓3⽉下旬〜4⽉上旬

 新大阪駅  大阪市内  △大阪城公園 
11:07着/11:20発 （ご昼食）

（70年の感動をもう⼀度︕） （ガイドがご案内♪）
A︓◎大阪万博レガシーツアー 又は ○ 道頓堀   宿泊箇所

（水上から大阪市内観光） 17︓00頃
B︓◎大阪水上バス

朝：－
昼：○
夕：○

2023年
４/７
(金）

（日野家の菩提寺） （宗祖親鸞聖⼈の墓所） （得度の地） 11︓45 ~ 12︓30
ご宿泊ホテル  ○ 法界寺  ○大谷祖廟 ◎⻘蓮院  清水順正 おかべ家 

8︓00 9︓00~ ＜ご昼食＞

＜⼀期午後法要＞
13︓00 集会
13︓20 勤⾏
14︓30 法話 貸切バス
15︓00 日程終了 ※引き続き帰敬式収骨  宿泊ホテル

16︓30頃

朝：○
昼：○
夕：○

2023年
４/８
(土）

貸切バス （特別展開催予定︓親鸞聖⼈⽣誕850年親鸞⽣涯と名宝）
ご宿泊ホテル ◎京都国⽴博物館  京都市内 

8︓30 ９︓00 ~ 11︓00 ＜ご昼食＞

貸切バス のぞみ３１号
 ＪＲ京都駅 

13︓00頃着 14︓22発
※京都駅で最後のお買い物をお楽しみください。

さくら411
小倉駅  博多駅  久留⽶駅  熊本駅 ⿅児島中央駅
16:50 17:06/17:22 17:40 18:00/18:01 18:58

朝：○
昼：○
夕：－

★宿泊施設紹介

JR京都駅八条口から徒歩約2分。玄関前は大型バスが乗降できるだけ
のスペースを確保されているのでフロントまでの導線はスムーズ。
客室は本館とサウスウィングの２館合わせて全988室からなり京都で
一番の客室数を誇ります。また、京都駅で一番近い宴会場は集散型
のMICE案件には便利。ホテル周辺は近鉄名店など数多くのショップ
やレストラン等があります。

・1泊目：ホテルプラザ大阪 ・2泊目：都ホテル京都八条

コンセプトは「1流だからエコノミー」653室のハイグレードな客
室、最上階のスカイバンケットをはじめとする多彩な宴会場、高品
質な和・洋・中レストランや美しい夜景をお楽しみいただけます。
都市型ホテルならではの充実した設備とサービスでお楽しみいただ
けます。

：貸切バス（ヤサカ観光バス） ◎：入場、〇：下車、△：車窓



真宗大谷派九州教区 団体参拝 参加申込書
（点線で半分に切り取り、ご提出ください）

※ご自分のお控え用として両面コピーをお取りください。
★１２月２６日（月）迄にFAX又は郵送にて真宗大谷派九州教務所へ提出ください。

FAX0942-39-5077
※記載する個人情報を、旅行手配、手続き代行のために必要な範囲内で宿泊、運送機関、

その他第三者に提供されることを同意の上申し込みます。

フリガナ  男 

・ 

女 

生年月日（年齢） 所属寺院名 

お名前  
 

   年  月  日   才 
 

ご住所 

〒□□□－□□□□  電話 （   ）   - 

携帯 （   ）   - 

緊急時 

連絡先 

お名前 

 
 

 

 

参加者との関係（             ） 

電話 （   ）   - 

携帯 （   ）   - 

希望発着地
小倉駅（  ）   博多駅（  ）  久留米駅（  ）    熊本駅（  ）  

 鹿児島中央駅（  ）       ※ いずれかに 〇印を記載くださいませ。 

1 日目 

希望観光 

1 日目：Ａ：大阪万博レガシーツアー  （  ）   

「懐かしい 1970 年万博を思い起こさせるツアーです！」 

Ｂ：大阪水上バス      （   ） 

「水上から景色を眺めながら大阪市内を観光できます！」 

※ご希望の観光に○印を記載ください。予約数によりご希望に 

  添えない場合がございます。何卒ご了承ください。 

備 考 

帰敬式【 受ける ・ 受けない 】※別途、１０，０００円の冥加金が必要です 

※真宗本廟での収骨をご希望の方は、詳細をお伝えしますので所属寺院まで 

 ご連絡ください。 
 

 

キ

リ

ト

リ



●お申し込みに関するお問合せ

真宗大谷派九州教務所：〒830-0038 久留米市西町540‐1

TEL：0942-32-3056 FAX0942-39-5077

●ご旅行に関するお問合せ
株式会社 JTB 観光庁長官登録旅行業第64号

福岡支店 営業2課

〒810-0072 福岡県福岡市中央区長浜1-1-35

新KBCビル3階

TEL 092-751-9000 FAX 092-288-2668

総合旅行業務取扱管理者：森 憲太郎

担当者：大山・河野・宮崎

営業時間／月～金 09:30～17:30

（土・日・祝日・年末年始休業）

お取消日 お取消料金

2023年３月16日以降 ご旅行代金の20％

2023年３月27日以降 ご旅行代金の30％

2023年４月５日以降 ご旅行代金の40％

2023年４月６日以降 ご旅行代金の50％

旅行開始後 ご旅行代金の100％

お取消料金（お一人様あたり）のご案内


