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冬

御正忌報恩講法要
〈1月9日～16日〉

春季彼岸会
〈3月17日～23日〉

〈常例布教〉お西さん法話
お西のお坊さんによるほとけさまの
お話を聞いてみませんか？

教義Q&A〈法義示談〉
難しい仏教用語や教えについて
どんな質問にもお答えします！

日曜レクチャー
〈日曜講演〉
様 な々分野で活躍されている
方々 のお話を聞いてみませんか？
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毎月16日は
Shinran’s Day

ソーシャル
ディスタンス
だワン

京都・西本願寺

   冬  の行事と
法座のご案内

1～3月

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため行事が変更・中止となる場合がございます。
　ホームページ等でお知らせいたしますので最新情報をご確認ください。
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本 願寺は、浄土真宗本願寺派
　　　の本山です。正式には
「龍谷山本願寺」といい、その所在
する位置から「西本願寺」、または
親しみを込めて“お西さん”とも
呼ばれています。
　浄土真宗は、鎌倉時代の中頃、
親鸞聖人（1173-1263）によって
開かれました。

親 鸞聖人は1173（承安3）年
　　　に京都でお生まれになり、
9歳の時、仏門に入り、比叡山で
20年の間、厳しい学問と修行に
励まれました。29歳の時、浄土宗
の開祖源空（法然）聖人のお導き
により「南無阿弥陀仏」とお念仏
申す人生を歩む身となられます。
　親鸞聖人はその後『正信念仏偈』
（『教行信証』行巻末の偈文）や
「和讃」等を著され、≪「南無阿弥
陀仏」によって生きとし生けるもの
すべてが平等に救いとられると
いう阿弥陀如来の本願のはたらき
（＝他力本願）≫を多くの人々に
お伝えになりました。そして、
1263年1月16日（弘長2年11月
28日）、90歳の時、京都でご往生
されました。

親 鸞聖人のご往生後、聖人の
　　　末娘である覚信尼さまは、
聖人をお慕いする人々と共に
京都東山大谷に廟堂を建て、聖人
の遺骨と影像を安置し、この廟堂
が本願寺の基となりました。
　第8代蓮如上人（1415-1499）の
時にみ教えが各地に広く伝わり、
第11代顕如上人（1543-1592）の
時に豊臣秀吉から土地の寄進を
受け、多くの門信徒の尽力により
現在地の京都堀川六条へ寺基が
移されました。以来、全国の門信
徒によって大切に護持され今日
に至ります。

境 内には阿弥陀堂、御影堂の
　　　両堂をはじめ唐門や書院、
飛雲閣など国宝や重要文化財に
指定された建造物があり、1994
（平成6）年12月には「古都京都の
文化財」として世界遺産に登録
されています。

日野誕生院【親鸞聖人ご誕生の地】
ひ　の　たんじょういん

【アクセス】地下鉄東西線「石田駅」で京阪バス
に乗換え、「日野誕生院前」にて降車。

〒601-1417　京都市伏見区日野西大道町19
☎075-575-2258

角坊 【親鸞聖人ご往生の地】
すみのぼう

【アクセス】地下鉄東西線「太秦天神川駅」にて
降車ののち、徒歩5分。

〒615-0091　京都市右京区山ノ内御堂殿町25
☎075-841-8735

大谷本廟【親鸞聖人のご廟所】
おお たに ほんびょう

【アクセス】市バス（206・207）・京阪バス
（311・312）で「五条坂」降車。

〒605-0846　京都市東山区五条橋東6丁目514
☎075-531-4171（代）
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親鸞聖人御誕生850年
立　教　開　宗800年慶讃法要 法

要
期
日

2023（令和5）年
【第1期】 3/29（水）～4/  3（月）
【第2期】 4/10（月）～4/15（土）
【第3期】 4/24（月）～4/29（土）
【第4期】 5/  6（土）～5/11（木）
【第5期】 5/16（火）～5/21（日）

850th Anniversary of Shinran Shonin’s Birth & 800th Anniversary of the Establishment of the Jodo Shinshu TeachingJoint Celebration  



お西さん法話〈常例布教〉じょう れい　ふ きょう

法座スケジュールはお西さん（西本願寺）ホームページでもご覧になれます。

◎各法座等については、都合により中止または時間・会場など変更になる場合がございます。

  2月  3日（水）德永 一道 師   3月  3日（水）林　 智康 師
15：00／約60分　総会所（聞法会館1階）　

晨朝〈朝のお勤め〉（6：00～）後／御影堂
昼座（14：00）・夜座（19：00）
／総会所（聞法会館1階）

じんじょう

もん ぼう

※教学の最高学階を有する勧学が
　講師をつとめます。

10：30／約70分　聞法会館3階多目的ホール　

ご  えい どう

そう  がい  しょ

ひる　ざ よ　 ざ

かんがく

日曜レクチャー〈日曜講演〉にち よう こう えん

教義Q&A〈法義示談〉ほう　ぎ　 じ だん

お西さん 検索
https ://www.hongwanj i .kyoto

※申込開始日時および方法についてはホームページ・
ツイッター等でお知らせいたします。

落語家

月　　  日（日）22 28

毎年大好評の「日曜講演deおてらくご」の第4
回を、2013年7月逝去した師である故・六代目
松喬の名を2017年10月に七代目として襲名、
ますます精力的に活躍の場を広げる師匠を迎
えて開催いたします。

〈講題〉 日曜講演deおてらくご〈第4回〉

～プロフィール～
1961年兵庫県西宮市生まれ。大阪産
業大学卒業後、83年4月に笑福亭鶴三
（のちの六代目松喬）の一番弟子として
入門。当初は笑三（しょうざ）を名乗り、
87年 三喬に改名。88年 ABC落語新
人コンクール最優秀新人賞、05年 文
化庁芸術祭優秀賞、06年上方お笑い
大賞最優秀技能賞、07年 第1回 繁昌
亭大賞と受賞歴多数。17年10月8日大
阪松竹座にて正式に七代目松喬を襲
名。紋は五枚笹、出囃子は「お兼晒し」。

マスク着用と
手指のアルコール消毒に
ご協力お願いしますワン!

感染防止対策の一環として、「緊急連絡用参拝者カード」へご記入いただいております。

〇出入口にアルコール消毒液を設置　
〇十分な間隔をあけて椅子席を配置　
〇通路に面した襖を開け換気

定員60名［事前申込制］

総会所は９月１日より感染対策を行った上で
再開いたしました。

両座40分1席

約7分

難しい仏教用語や教えについてどんな質問にもお答えします。

詳細（講師
名・講題等

）は

別紙やホー
ムページで

お確かめく
ださい。新型コロナ

ウイルス

感染症拡大
防止のため

、

これまでと
は内容を

一部変更し
ています。

様々な分野で活躍されている方々のお話を聞いてみませんか？

七代目 笑福亭 松喬 師
しょう ふく てい　 しょきょう

落　語　会

※5月24日から再延期いたしました

　年末年始期間（12/28昼座～1/6晨朝）は休座いたします。
※〈御正忌報恩講法要〉期間中、1/9～15の昼座は休座、1/10～15は晨朝後ではなく8：10より総会所にて、
　また、1/15夜は18：40から22：00まで〈通夜布教〉となります。
※2/15・22及び3/15の昼座は14：40より、〈春季彼岸会〉期間中、3/17～22の昼座は13：00よりに変更いたします。



〔日程の見方〕　開始日〈昼座から〉～最終日〈晨朝後まで〉

問い合わせ先：京都・西本願寺 参拝教化部　TEL075-371-3738

　年末年始期間（12/28昼座～1/6晨朝）は休座いたします。
※〈御正忌報恩講法要〉期間中、1/9～15の昼座は休座、1/10～15は晨朝後ではなく8：10より総会所にて、
　また、1/15夜は18：40から22：00まで〈通夜布教〉となります。
※2/15・22及び3/15の昼座は14：40より、〈春季彼岸会〉期間中、3/17～22の昼座は13：00よりに変更いたします。

2021（令和3）年 講　師 講　題

  6日（水）～  9日（土） 
  9日（土）～12日（火） 
12日（火）～16日（土）
16日（土）～19日（火） 
19日（火）～22日（金） 
22日（金）～25日（月） 
25日（月）～28日（木） 
28日（木）～2月1日（月）

佐賀県
大阪府
広島県
岐阜県
大阪府
埼玉県
鹿児島県
高知県

拝読浄土真宗のみ教えより「自在の救い」

親鸞聖人を偲ぶ
コロナ禍の時代に親鸞聖人が伝えて下さること

ざっくばらんに。
浄土真宗のすくい
鬼と生きる
私を信じさせるはたらき
今こそ、み教えにたずねる

  1日（月）～  4日（木） 
  4日（木）～  7日（日） 
  7日（日）～10日（水）
10日（水）～13日（土） 
13日（土）～16日（火） 
16日（火）～19日（金） 
19日（金）～22日（月） 
22日（月）～25日（木）
25日（木）～3月1日（月）

神奈川県
福岡県
京都府
広島県
滋賀県
山口県
愛媛県
兵庫県
北海道

山本清哲
河野一声
釋氏真澄
長谷川憲章
真野順之
中山淨海
德平智海
近藤龍樹
渡辺雅俊

師
師
師
師
師
師
師
師
師

南無阿弥陀仏のど真ん中
阿弥陀様のお慈悲を聞く
世界にひろがるお念仏
ご本願に抱かれて生きる暖かさ
阿弥陀様がご一緒
心を弘誓の仏地に樹(た)て
みんなのいのち　かがやいている
はかりなき いのちの仏 ましまして
阿弥陀さまの願いの中に

※

※

※

※

大石文明
宮部誓雅
福間義朝
大野大信
中西義俊
福井学誠
櫻井惇紀
坂上晃順

師
師
師
師
師
師
師
師

  1日（月）～  4日（木） 
  4日（木）～  7日（日） 
  7日（日）～10日（水）
10日（水）～13日（土） 
13日（土）～16日（火） 
16日（火）～19日（金） 
19日（金）～22日（月） 
22日（月）～25日（木）
25日（木）～28日（日）
28日（日）～4月1日（木）

大阪府
広島県
福岡県
福井県
島根県
滋賀県
長野県
東京都
長野県
熊本県

野世眞隆
永光聖法
藤田正法
佐々木教幸
毛利孔晶
藤澤信照
井上慶真
南條了瑛
長原真了
大松龍昭

師
師
師
師
師
師
師
師
師
師

コロナ禍の今　あらためて考える
み光に照らされて
阿弥陀さまが、いつでも一緒
念仏者の生き方
お念仏に支えられて
本願力のめぐみゆえ
お念仏との出遇い
阿弥陀さまがご一緒
はかりなきいのちへの願い
「鏡」のある生活

※

※

※

※

1月

通
夜
布
教
は

中
継
し
ま
す
!

お西さん法話〈常例布教〉じょう れい　ふ きょう

年始 1/1～3 は新春法座（14：00より1席）

3月

1日 広島県 中村 啓誠 師 2日大阪府 髙島 幸博 師 3日奈良県 竹林 真悟 師

昼座（14：00）・夜座（19：00）／総会所（聞法会館1階）
晨朝〈朝のお勤め〉（6：00～）後／御影堂
じん じょう

ひる　ざ よ　  ざ そう  がい  しょ もん  ぼう

ご   えい  どう

両座40分1席

約7分

お西のお坊さんによるほとけさまのお話を聞いてみませんか？

予約不要・
参加無料

2月



1月9日（土）逮夜法要～1月16日（土）日中法要　
●日中法要（10時より）  ●逮夜法要（14時より）
場所：本願寺御影堂

にっちゅう たい  や

　真実のみ教えをお示しくださった親鸞聖人に感謝し、阿弥陀さまのご本願によるお救いを
あらためて心に深く味わわせていただく、浄土真宗でもっとも大切な法要です。

御正忌報恩講法要御正忌報恩講法要
ごしょうきほうおんこうほうようごしょうきほうおんこうほうよう

※15日は18：00～11：50 ～18：45

※15日は通夜布教

時間 6：00 8：10 10：00 11：10 14：00 15：30 18：15 19：00

法要行事 晨朝
場所 総会所 総会所御影堂 御影堂 御影堂 総会所 総会所御影堂

1月9日（土）
開門5:30/閉門17:00

開門5:00/閉門17:00

開門5:00/閉門17:00

開門5:00/閉門17:00

開門5:00/閉門17:00

開門5:00/閉門17:00

開門5:00/閉門19:30

開門5:00/閉門17:30

大師影供作法 改悔批判

10日（日） 大経（讃佛偈）
礼讃（日没偈） 二門偈作法 奉讃大師作法 正信偈

改悔批判̶

通夜布教
（18：40～22：00）

12日（火） 大経（讃佛偈）
礼讃（中夜偈） 奉讃大師作法 浄土法事讃作法 正信偈

改悔批判

13日（水） 大経（讃佛偈）
礼讃（後夜偈） 二門偈作法 宗祖讃仰作法

（音楽法要）
正信偈

御伝記拝読

14日（木） 大経（讃佛偈）
礼讃（晨朝偈）

正信念佛偈作法
第三種

大師影供作法
御俗姓拝読

正信偈
改悔批判

15日（金） 大経（讃佛偈）
礼讃（日中偈） 五会念佛作法 広文類作法 18：00  正信偈

改悔批判

16日（土） 大経（讃佛偈）
正信偈（真譜） 報恩講作法

11日（月・祝） 大経（讃佛偈）
礼讃（初夜偈） 宗祖讃仰作法

第1幅
龍田 智教

第3幅
佐竹 大智

第4幅
藤野 和成

第2幅
中村 啓誠

本願寺派布教使
宮部 誓雅

正信念佛偈作法
第三種

正信偈
改悔批判

常例布教御絵伝
解説初夜逮夜法要特別講演日中法要常例布教

2021（令和3）年　御正忌報恩講法要行事日程

本願寺派布教使
宮部 誓雅

勧学寮頭
德永 一道
本願寺派布教使
坂上 晃順
本願寺派布教使
津守 秀憲
本願寺派布教使
園淵 龍雨
本願寺派布教使
山口 紫紀
※手話通訳有

本願寺派布教使
福間 義朝

本願寺派布教使
福間 義朝

タイムテーブル

18：40～18：55

19：00～19：30

19：30～20：00

20：00～20：10

20：10～20：40

20：40～21：10

21：10～21：20

21：20～21：50

多目的ホール （聞法会館3階）【80席】総会所 （聞法会館1階）【60席】
開会・勤行（重誓偈）開会・勤行（重誓偈）

休　憩  （換気）

休　憩  （換気）

閉会 （22：00閉場予定）

北海道教区 胆振組 西教寺

東海教区 中勢組 専念寺

奈良教区 吉野北組 浄迎寺

山口教区 下関組 願久寺

福岡教区 柳川組 長善寺

長崎教区 諫早組 真楽寺

安芸教区 広陵西組 西念寺

大阪教区 西淀川組 養善寺

石川教区 江南組 恩栄寺

東北教区 秋田組 正念寺

荒井 常昭
加藤 純幸（幸子）

花岡 樹流（尚樹）

田中 明融（博明）

吉弘 了暁（了曉）

休　憩  （換気）

休　憩  （換気）

木山 景星
宮武 大悟

安徳 剛典
日下 賢城

小山 昭真（昭眞）

1月15日（金）
18：40～22：00

通夜布教
つやふきょう

２会場
同時進行!

　本年は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、御影堂
内は参拝者数を制限した指定席（椅子席）とし、事前予約の方
が優先となります。ホームページに掲載の要項を確認の上、参
拝教化部へお申込みください。
　当日参拝希望の方は、御影堂前白洲受付テントにて先着順
に受付いたしますが、臨時席（モニター中継を行う阿弥陀堂も
しくは安穏殿2階）へのご案内となる場合がございます。

　親鸞聖人ご往生の前夜に門弟
や縁の深い方々が集まり夜を明か
したことに始まると言われます。
　本年は座席数を制限し、時間を
短縮して10名の本願寺派布教使
が30分ずつ法話をいたします。

京都府による警戒基準に準じ、法要参拝の受け入れを中止する場合があります。

法要行事は随時インターネットにて中継・配信いたしますので、各寺院・ご家庭等
でご視聴いただけます。詳細・最新情報はホームページでご確認ください。

・発熱等体調不良が見られる際は参拝をご遠慮ください。
・参拝受付時の検温、連絡先登録およびマスク着用、
 手指のアルコール消毒等の感染症予防対策に
 ご協力ください。
・随時換気を行いますので、充分な防寒対策を
 お願いいたします。

※中継会場　・研修室①【70席】　・研修室③【30席】

［ご参拝に際してのお願い］

総会所（聞法会館1階）および
多目的ホール（聞法会館3階）

《 ご参拝について 》

年に一度だけ!

【〆切：1月7日（木）午後5時】

モニター中継※ およびインターネット中継を行います



帰敬式は「おかみそり」とも呼ばれ、阿弥陀如来・親鸞聖人の御前で
浄土真宗の門徒としての自覚をあらたにし

お念仏申す日暮らしを送ることを誓う大切な儀式です。
仏教をひらかれたお釋迦さまの「釋」の一字と
漢字二文字※からなる「法名」が授けられます。
「法名」とは、み教え（法）を依りどころとして

お浄土への道を歩ませていただく仏弟子としての「名のり」です。

日ごろ、多くおたずねのある
「帰敬式」をご案内するよ。

「ききょうしき」って読むんだワン！

申 込 方 法
龍虎殿（参拝教化部）受付にて『帰敬式受式願』【※PDF形式
ダウンロード可】と受式冥加金を添えてお申込みください。
事前に記入の上、封書またはファックスでお申込みいただくと
受付時間が短縮されます。
※【お西さん（西本願寺）ホームページ】⇒【各種お申込み】⇒
　【帰敬式】からA4用紙にプリントしてご利用ください。

■お問い合わせ・お申込み　本願寺参拝教化部 帰敬式係<受付：龍虎殿>　TEL075-371-5181(代)　FAX075-371-7601

　いずれも仏教徒としての名前を表す言葉で
すが、浄土真宗では「法名」、他宗では「戒名」・
「法号」ともいいます。厳格な規律（戒律）を守っ
て修行する人びとにつく名前が「戒名」なのに
対し、浄土真宗では、戒律の一つも守ることの
できない私たちを、必ず浄土へ迎えるという
阿弥陀さまのはたらきを「法」と呼び、その法の
中に生かされている私たちがいただく名前を
「法名」といいます。

「法名」と「戒名」は違うのですか？
かいみょう

　できません。法名は受式されたご本人
のみにお渡しいたします。

本人以外の法名を
いただくことはできますか？

　はい、できます。午前（朝）
の部は、開門（5時30分）後
から龍虎殿受付にてお申込
みいただけます。午後（昼）の
部は、受式時間の30分前よ
り式の説明をいたしますた
め、1時間前までに同受付で
お申込みください。

当日の申込でも
受式できますか？

　特に希望する法名（文字）がある場合、
所属寺院住職を通じ法名を「内願」すること
ができます。受式希望日の2ヵ月前までに
『帰敬式受式願・内願用』の提出が必須とな
りますので、必ず所属寺院住職にご相談くだ
さい。また、受式冥加金と別に1万円以上の
内願懇志を納めていただきます。

希望の法名をいただくことは
できますか？

　受式時に本願寺から帰
敬式記念の式章とお念珠
をお渡しいたしますので、
必要ありません。

特別な持ち物が
必要ですか？

マスク着用を

お願いします

ワン！

？？
？

帰敬式Q&A Q

Q

Q

ご希望の方には
受式願付きパンフレットを
お送りいたします ☞

※漢字二文字は、経典（浄土三部経）や親鸞聖人の
　ご著書の中より選ばれています

しゃか　　　　　　　しゃく

ほうみょう  　　　 　

   よ

りゅうこ でん

しゃく

　浄土真宗のみ教えは、み
な等しくともにお浄土への
道を歩ませていただくとい
う教えですから、「釋〇〇」
の法名以外に「信士・信女・
居士・大姉」等の位号など
は用いません。

なぜ、法名は
「釋〇〇」だけなの
ですか？

Q

ないがん

みょう  が  きん

こん  し

Q

Q

受 式 時 間　  1日2回　
※1月1日、16日の午前（朝）と1月8日、12月20日の終日は行われません
午前(朝)の部：6時からの晨朝終了後に引き続き
午後(昼)の部：13時30分から　
　　　　　　　※逮夜(14時)法要が行われる日は13時から
受 付 場 所　御影堂
受式冥加金　成人：1万円　未成年：5千円

じんじょう



毎月16日は 親鸞聖人の日Shinran’s Dayしんらんず でい

いちろく市※荒天中止

いち

お茶所でさまざまな文化体験を
してみませんか？

御影堂門・阿弥陀堂門周辺や
門前町（伝道院・龍谷ミュージアム周辺）で
「いちろく市」(露店販売)を開催します！！
時間：9時～15時

時間：9時10分～9時45分<約35分間>
場所：お茶所（総合案内所）

もんぜんちょう　でん どう いん　

御堂ではマスク着用をお願いします
❸国宝書院特別案内❹京の文化体験❺いちろく市は
当面の間中止しております。
※再開時期についてはホームページ等でお知らせいたします。

撮影禁止

対面所（鴻の間）
たいめんしょ  こう　　ま

御正忌報恩講法要期間中1/10（日）～15（金）は
「お斎(精進料理）※」を鴻の間にてお召しあがり
いただけます。<要申込・お土産付>

とき

※

本
年
は
弁
当
形
式

☞参拝教化部までお問合せください。

※1月16日は御正忌報恩講法要です。（左頁参照）

春季彼岸会
しゅんきひがんえ

大谷本廟 仏殿横 「花噴水」

春分の日を中心に前後3日間にお勤めする仏徳讃嘆・御恩報謝の法要です。

彼岸会期間［3月17日（水）～28日（日）］大谷本廟駐車場は閉鎖となります。

3月17日（水）～3月23日（火）
17・20・23日 日中法要(  9：00)　場所：大谷本廟
17・20・23日 日中法要(10：00)　場所：本願寺
17～22日 逮夜法要(14：00)　場所：本願寺・大谷本廟



〈通年〉
開門  5：30
閉門17：00
※法要期間中 例外あり

大谷本廟（西大谷）

東福寺駅

総会所
（聞法会館1階）

九条駅

ホテルグランヴィア京都
近鉄京都線

センチュリー
ホテル

至京都東IC

京都タワー
ホテル

祇
園
四
条
駅

梅
小
路
京
都
西
駅

丹
波
口
駅

京湯元
ハトヤ瑞鳳閣

緑風荘

京都水族館

京都鉄道
博物館

梅小路・
ホテルエミオン京都

興正寺
龍谷ミュージアム
伝道院

龍谷大学付属平安
中学校・高校 市バス七条堀川

市バス京都駅前

市バス西本願寺前市バス
島原口

京阪バス
京都駅八条口
（のりばH6）

（大谷本廟
  おりば）

市バス
五条坂

そう  がい  しょ

〒605-0846　京都市東山区五条橋東6丁目514
TEL 075-531-4171(代)　FAX 075-531-2072
http://otani-hombyo.hongwanji.or.jp

本願寺の僧侶“お西のお坊さん”が、両堂や
境内各所を法話を交え、ご案内いたします。
どなたでも何度でもご参加いただけます。
参加希望の方は、下記開催時間までに
お茶所(総合案内所)にお越しください。

１日4回　所要時間…約30分　
集合場所：お茶所（総合案内所）

1回目   9：30～　2回目 11：00～ 
3回目 13：45～　4回目 15：30～

「お西のお坊さん」による境内案内

1枚をプレゼント！
本願寺の見どころを紹介する
オリジナルカードです。

全24種

ご参加いただいた方には…
何がもらえ

るかは

お楽しみ♪

↓裏面

（2022年3月迄）

北小路門
興正寺

浄土真宗本願寺派
伝道本部

きた こうじ もん

太鼓楼
（重文）

たい  こ ろう

（2022年3月迄）

市バス
西本願寺前

ちょうずや

阿弥陀堂内一部閉鎖・ご参拝について
2018年12月より2022年3月（予定）まで修復のため、
現在は内陣を閉鎖しております。
※阿弥陀堂内（外陣）へはお入りいただけます。
※阿弥陀堂にご安置しておりました、ご本尊の阿弥陀如来像、
　七高僧と聖徳太子の御影は、御影堂にお移りいただいております。

お西さん（西本願寺）公式Twitter
@nishi_hongwanji

Free Wi-Fi
SSID:Wi2_free

京阪バス  311  312
大谷本廟へ向かわれる方はここから乗車、 五条坂
で降車してください。大人230円（小人120円）

予約不要
・参加無

料

〔JR・近鉄 京都駅より〕 ○徒歩約15分 ○タクシー約5分 
 ◆市バス9・28・75・急行111『西本願寺前』降車
 ◆京阪バス311・312『西本願寺』降車
〔阪急電車利用の場合〕 河原町駅／烏丸駅◆市バス207（四条大宮・東寺方面行）
 大宮駅◆市バス206（京都駅方面行），18・71・207（東寺方面行）
 いずれも『島原口』降車
〔京阪電車利用の場合〕 七条駅◆市バス206・208（京都駅方面行）『七条堀川』降車

龍谷山

本願寺（西本願寺）

〒600-8501　
京都市下京区堀川通花屋町下ル
TEL （075）371-5181（代）
FAX （075）371-7601　
https://www.hongwanji.kyoto

西本願寺へ向かわれる方はここか
ら乗車、 堀川五条 で降車してくだ
さい。大人230円（小人120円）

再開時期についてはホームページ等でお知らせいたします。

2020年12月7日より西本願寺⇔大谷本廟間の経路が
変更となりました。 ※無料循環バスは運休中

【休止のお知らせ】
「お茶所説法（法話）」、お茶所での「お悩み相談」並びに
「龍谷大学国際学部学生による外国人参拝者対応」は
当面の間休止しています。

ぜひご覧ください

　動画版
「お西さんを知ろう!」
＆お話 更新中!

お西さんを知ろう 検索 ご案内「大谷本廟編」

ご案内「阿弥陀堂編」 ご案内「御影堂編」

ご法話「社会的距離」 ご法話「お花はなぜこちら向き？」

新型コロナウイルス感染症の現況に鑑み、当面の間休止しています。

 動画版で
お楽しみください。

京阪バス
堀川五条

京阪バス
西本願寺

京阪バス 五条坂
（西本願寺、京都駅八条口
  方面のりば）

京阪バス
 五条坂




