本願寺御影堂修復完成記念
巡
拝

御影堂と親鸞聖人ご旧跡
京都を味わう旅
心と財布と環境にやさしいロハスなツアー

修復していた世界遺産本願寺の御影堂修復が、１０年
の歳月をかけってようやく完成しました。とても綺麗
だそうです。定額給付金も手に入ることだし、ご本山
にお参りしませんか？ 西日本パスを利用して、往復
で 12000 円。２日目は市バス専用一日乗車券（500 円）
と地下鉄を利用します。浮かせたお金で京都を贅沢に
味わをうとい、心と財布と環境にやさしい旅行です。

6 月 5 日（金）～ 6 月 6 日（土）
参加費３
８,０００円 定員 15 名

2009 年

【参加費】参加人数により多少変動いたします。
【締切り】5 月 22 日（金）。もしくは定員になり次第。
【お申込 ･お問い合わせ】西教寺蔵本通支坊 TEL0823-21-2798 FAX0823-21-2795 kuramoto@saikyoji.net

主催 : 西教寺進徳仏教壮年会

【日程】（都合により変更する場合があります。）
6/5（金）
集合 10:00（JR 広島駅２F 裏口側の新幹線改札マクドナルド前）広島 10:37--（のぞみ
18 号指定・禁煙車・車中昼食）--11:58 新大阪 12:20--（ＪＲ東海道本線新快速・敦賀行）
--12：44 京都 13:00--（ジャンボタクシー）--13:30 青蓮院（駐車場無料）14:10 --（ジャ
ンボタクシー・比叡山道路）- -15:00 比叡山延暦寺 17:30- -18:00 夕食（南禅寺順正）
--（タクシー）--20:20 宿泊（東急ホテル）
6/6（土）
集合 5:40（ホテルロビー）- -（徒歩約 8 分）- -6:00 本山お晨朝参拝 - -（徒歩）- - 朝
食（東急ホテル）- - チェックアウト・集合 8:20（ロビー）出発 8:30- -（タクシー）
- -8:45 京都駅八条口（荷物をロッカーへ・市バス専用１日乗車券カード購入）- -9:20
京都駅（地下鉄 4 ～ 5 分毎・時間約 4 分）烏丸四条下車 --（徒歩 7 分）-- 六角堂（15
201･203 番・11 ～ 12 分毎
時間約 15 ～ 18 分）知恩院前
分）- -（徒歩 7 分）- -9:50 烏丸四条（市バス
市バス 31･46 番 12 分毎
下車 --10:10 元大谷参拝 10:40--10:50 知恩院 11:20--11:30 吉水草庵 12:00--12:10 い
もぼう平野屋本家 13:00- -13:10 知恩院前（市バス 203 番・時間 20 分）錦林車庫前下
車 13:30- -（徒歩 10 分）- -13:40 鹿ヶ谷安楽寺 14:20- -（徒歩 10 分）- -14:30 錦林車
バ ス 5 番 14:29・39・
庫 前（市49/100
番 14:21・31・41・時間 28 分）15:00 京都駅 15:10- -（荷物をロッカーから出す）
- -15:52 京都 - -（のぞみ 33 号自由席）- - 新大阪（のぞみ 33 号指定席）- -17:38 広島
着駅 17:45 解散
【宿泊とお食事】
南禅寺順正 湯豆腐の美味しい老舗。素晴らしいお庭。
〒 606-8437 京都市左京区南禅寺門前 TEL075-761-2311
東急ホテル 〒 600-8519 京都市下京区堀川通五条下ル TEL075-341-2411
いもぼう平野屋本家 初代は青蓮院に使えた 300 年伝わる古都の味。
〒 605-0073 京都市東山区円山公園内知恩院南門前 TEL075-561-1603
【ご旧跡】
青蓮院 親鸞さまが 9 歳で得度された場所。「明日ありと思う心の徒桜…」。
比叡山（延暦寺）最澄が開いた天台宗総本山。世界遺産。親鸞さまが 9 歳～ 29 歳まで
修行された場所。親鸞・法然・源信さまにまつわるご旧蹟が多数ある。
本願寺 浄土真宗本願寺派本山。世界遺産。今年 4 月に 10 年の歳月をかけて御影堂（重
要文化財）が完成。すごく綺麗になったらしい。世界最大級の木造建築。
六角堂（頂法寺） 親鸞さまが 29 歳の時、道に迷い 95 日間参籠された場所。
知恩院 浄土宗鎮西派本山。法然さまを開祖と仰ぐ。
吉水草庵（安養寺） 法然さまが住んでおられた庵。29 歳で法然さまの念仏の教えに
であわれた親鸞さまは、降るにも照るにもここに 100 日通われ、生死出ずべ
き道を聞き開かれた。そして、ついに山を降り、以後 35 歳で流罪になるまで、
学ばれた地。
元大谷（崇泰院） 本願寺発祥の地。親鸞さまのお墓がある。
鹿ヶ谷草庵（安楽寺） 親鸞さま 35 歳、承元（建永）の法難ご旧跡。念仏教団には、
それを快く思わぬ旧仏教側からさまざまに圧力がかけられていたが、法然門
下の住蓮房・安楽房が催した法会に参加した後鳥羽上皇の女官、鈴虫・玉虫
が出家したことが引き金となって、この法難で法然・親鸞さまは流罪、住蓮房・
安楽房は斬首となる。
【料金明細】
西日本パス（広島－新大阪間往復 12000 円・新大阪 - 京都間 J R 無料）/ ジャンボタク
シー１人当たり 3667 円（9 人乗り 27500 円 ×2÷ 参加人数）/ 青蓮院拝観料 500 円 /
比叡山ドライブウェイ往復 416 円（3120 円普通車料金 ×2 台 ÷ 参加人数）/ 比叡山拝
観料 550 円 / 夕食 6000 円（飲み物は含みません・個室チャージ西教寺補助）/ タクシー
534 円（2000 円× 4 台÷参加人数）/ ホテル 6800 円～ 7800 円（朝食付き）/ お供え
合計 2500 円（本願寺・六角堂・知恩院・安養寺・崇泰院・安楽寺・12000 円西教寺補助）
÷参加人数〉/ タクシー 267 円（1000 円× 4 台 ÷ 参加人数）/ 市バス専用 1 日乗車券
カード 500 円 / 地下鉄 210 円（京都駅－烏丸四条）/ 昼食 3150 円 / 新幹線 1380 円（京
都 - 新大阪間自由席）
【持参品】
お念珠・聖典・式章（あれば）
・着替え・ハンカチ・帽子・歩きやすい靴・保険証・常備薬・
雨具・5 日（金）新幹線で食べる昼食を各自ご準備下さい。その他必要と思われる物。

