
春の法要
13・14日　広如上人150回忌法要
　  15日　立教開宗記念法要

〈4月13日～15日〉

大谷本廟 納骨・永代経総追悼法要
〈6月5日～8日〉

宗祖降誕会〈5月20日・21日〉

はなまつり〈4月7日・8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？

毎月16日はShinran’s Day

お西さんへ
行こう

『御絵伝』より

Spring

京都・西本願寺〈4～6月〉
   春 の行事と法座のご案内

2020（令和2）年

春

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため5月以降の行事が変更・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号系統）・京阪バス
（308号系統）で「五条坂」降車。土・日・祝日や法要
行事日には本願寺からの無料循環バスも運行。
〒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  



4月7日（火）・8日（水）
時間：10時～16時
場所：御影堂門周辺

誕生仏に甘茶を灌ぎかけ
お釈迦さまのお誕生日をお祝いいたします

白象や撮影コーナーを設けたり
甘茶ティーバック等を配布予定です
どなたでもご自由にご参加ください

花まつり

※感染症予防のため、内容が変更となる
可能性がございます

1798（寛政10）年にご誕生、1826（文政9）年に
29歳で継職されると本願寺の財政再建や

機構改革に取り組まれ、親鸞聖人600回大遠忌を
機に角坊別院を建立、北海道開教にも尽力された。

1871（明治4）年、74歳でご示寂。

第20代宗主 広如上人（1798～1871）

本法要期間［6月5日～8日］
大谷本廟駐車場は閉鎖となります
本願寺・大谷本廟間無料循環バスをご利用ください
※GW期間[4月29日～5月10日]も同様です

6月
総門

開門 閉門 開堂 閉堂
5:30 18:00 8:00 17:30

無量寿堂

6月5日（金）～8日（月）
時間：14時より 十二礼作法　場所：大谷本廟（明著堂白洲）
大谷本廟へご納骨された方、永代経のご縁を結ばれた方を対象とし
お念仏を依りどころとして往生された先人のご遺徳を偲び
「南無阿弥陀仏」のみ教えに遇い得たことを喜ばせていただく法要です

※恒例法要として4月に「総追悼法要」、6月に「納骨・永代経法要」を
修行しておりましたが本年より名称を変更し
ひとつの法要として修行いたします

大谷本廟

納骨・永代経
総追悼法要

おおたにほんびょう

そうついとうほうよう

のうこつ　えいたいきょう　

5月20日（水）
 逮夜（14時より） 無量寿会作法

　21日（木）
 日中（10時より） 正信念佛偈作法

 12時30分より 第56回 雅楽献納会
場所：本願寺御影堂

宗祖親鸞聖人のご誕生をお祝いする法要です
聖人は1173（承安3）年5月21日

京都の日野の里でお生まれになりました
例年、祝賀能（21日のみ）や茶席などの祝賀行事を

２日間にわたり催しております

宗祖降誕会
しゅうそごうたんえ

祝賀能 5月21日（木）
白洲受付テントおよび龍虎殿（参拝教化部）受付にて
宗祖降誕会参拝懇志（5千円以上）をご進納の方に
「観能券・茶席券」1枚ずつをお渡しいたします

時間：12時30分開演　場所：書院・南能舞台

※祝賀行事については
状況により中止となる
場合もございます

広如上人150回忌法要
4月13日（月）
 逮夜（14時より） 五会念佛作法

　14日（火）
 晨朝（  6時より） 漢音小経・往生礼讃偈（初夜偈）
 日中（10時より） 正信念佛偈作法

立教開宗記念法要
　15日（水）
 10時30分より 共通勤行（和訳正信偈）
場所：本願寺御影堂

こう　にょ しょう にん

りっ きょう かい しゅう
※特別布教および
ご門主様ご親教はございません

立教開宗記念法要とは、宗祖親鸞聖人が、1224（元仁元）年に
『顕浄土真実教行証文類（教行信証）』を著（あらわ）され
浄土真宗を開かれたことを記念する法要です

春の法要はるのほうよう はなまつり



お西さん法話〈常例布教〉じょう れい　ふ きょう

場所 総会所（聞法会館1階）
下京区堀川通花屋町上ル柿本町600-1　

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。

  6月  3日（水）
  6月23日（火）

淺田 恵真 師
相馬 一意 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

※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　総会所（聞法会館1階）　
そう がい しょ もん ぼう

ご  えい どう

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。
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

予約不要・
参加無料

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため4月中は休止いたします。5月1日昼座以降の詳細は別紙やホームページでお確かめください。
※法要行事等につき5/13・15、6/13・15・21の昼座は14：40より、
　5/20の昼座は13：00よりに変更いたします。

お西さん 検索 https://www.hongwanji.kyoto

〈講　題〉 
日曜講演de
おてらくご〈第4回〉

落語家

月　　 日（日）55 24

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月に七代目として継ぎ襲
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。

昨年のW杯で世間の注目を浴びたラグビー。日本代表の躍進
もそうなのですが、みなさんが気になったのは、ノーサイド精神
をはじめとするこのスポーツに内包された文化ではなかったで
しょうか。レフリーを尊重し、試合後には互いを称え合うといっ
た精神性を中心に、ラグビーの魅力についてお伝えいたします。

七代目 

笑福亭 松喬 師
しょう ふく てい　 しょきょう

〈講　題〉 
ラグビーを通して
考える「言葉と平和」

神戸親和女子大学教授
元ラグビー日本代表

月　　 日（日）66 21

平尾 剛 師
ひら　お　 つよし

落　語　会

～プロフィール～ ～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」。

1975年大阪府生まれ。同志社大学卒業後、三菱自動車工業京都を経て、
神戸製鋼所に入社。1999年第4回ラグビーW杯で日本代表に選出。
2007年に引退後、神戸親和女子大学大学院で教育学を専攻。現在は同
大学発達教育学部ジュニアスポーツ教育学科教授。著書に『脱・筋トレ思
考』『近くて遠いこの身体』（ともにミシマ社）『ぼくらの身体修行論』（朝日
文庫）などがある。

※3月8日から延期いたしました

～講師より～

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？



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

〔日程の見方〕　開始日〈昼座から〉～最終日〈朝のお勤め後の常例布教まで〉

問い合わせ先：京都・西本願寺 参拝教化部　TEL075-371-3738

じん じょう

ひる　ざ よ　  ざ そう  がい  しょ もん  ぼう

※法要行事等につき5/13・15、6/13・15・21の昼座は14：40より、
　5/20の昼座は13：00よりに変更いたします。

2020（令和2）年 講　師 講　題

  1日（金）～  4日（月・祝） 

  4日（月・祝）～  7日（木） 

  7日（木）～10日（日）

10日（日）～13日（水） 

13日（水）～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）～6月1日（月）

広島県

山梨県

愛媛県

広島県

大阪府

岐阜県

三重県

大分県

富山県

奈良県

私に真向きの阿弥陀さま

お念仏の日暮らし

みんなのいのち  かがやいている

帰る里ある有難さ

報謝のお念佛

御同朋のねがい

出世本懐－生まれてきた意味－

摂取不捨

念仏申す歩みとは

阿弥陀様の魅力

  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）～7月1日（水）

福井県

京都府

新潟県

兵庫県

広島県

山口県

福岡県

広島県

千葉県

福岡県

里見淳英

釋氏真澄

雲林重正

山西昭義

苅屋光影

市川幸佛

清水朋行

服部法樹

平野俊斉

谷　一宗

師

師

師

師

師

師

師

師

師

師

法にあい  人にあう

世界にひろがるお念仏

身近に味わう浄土真宗

願われて  生かされて

「ようこそ  ようこそ」

ご本願を聞く（念仏と信心、救い）

浄土真宗の救いのよろこび

浄土への道

阿弥陀さまのおこころに出遇う

大いなる安心

※

※

※

※

吉盛大智

村上弘樹

德平智海

吉岡隆義

長谷川毅正

小川理英

日置宗明

大在憲達

山岸智行

髙澤恒雄

師

師

師

師

師

師

師

師

師

師

5月

裏
面
も
見
て
ね
!

ご   えい  どう

6月

予約不要・
参加無料

お西さん法話〈常例布教〉じょう れい　ふ きょう

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？

※5月1日昼座以降も休止となる可能性があります。ホームページ等で最新情報をお確かめください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため4月中は休止いたします。





毎月16日は 親鸞聖人の日Shinran’s Dayしんらんず でい

キャラクターグリーティング
9時30分からプトラ・プトリ・おりんちゃんがお出迎えいたします！
一緒に写真も撮れるよ☆

いちろく市※荒天中止
※先着30名
（事前申込不要）

いち

※雨天中止

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　

椅子席あります!

撮影禁止

どなたでもご参拝ください♪

獅子口さん＆のき丸
し　  し　 ぐち　　　　　　　　　　　　 まる

「獅子口」とは、屋根の棟の端（一般的に鬼瓦が置かれ

ている場所）を隠すための装飾を兼ねた瓦で、数種類

を組み合わせ箱型に作られたものです。西本願寺で

は、御影堂（国宝）をはじめ、各所に多数見られます。こ

の「獅子口」の前面にある3 つの「軒丸瓦」の配置が顔

に見えるということから生まれた独自のキャラクター

が「獅子口さん」です。

普段は御影堂の大屋根を護っている獅子口さんです

が、ご参拝の皆さんに「西本願寺のことを伝えたい！」

という熱い思いから、作務衣に身を包み、ときどき現

れます。一緒にいるのが犬の「のき丸」です。「軒丸瓦」

には、よく見ると丸の中にいろんな文様が表されてお

り、その中には動物文もあるということから誕生した

獅子口さんの相棒です。

のきまる

◀獅子口さん

◀のき丸

親鸞聖人ゆかりの地 参拝ツアー※要事前申込・有料

法要に参拝した後、親鸞聖人のご生涯を偲ば
せていただく機会として、ご旧跡（聖人ゆかりの地）
をたずねてみませんか？ ※4月は・5月は実施いたしません

申込方法・費用等につきましては、ホームページにてお知らせいたします。

https://www.hongwanji.kyoto

6/16（火） 未定 【親鸞聖人ゆかりの地】

しの

❶法要（お勤め）以外は、感染症予防のため4月は中止いたします。
5月・6月は未定につきホームページ等でご確認ください。

受付
龍虎殿にて参拝証を
お渡しします

＜基本日程＞

9時～10時

本願寺境内地
（駐車場）発

13時
ゆかりの地着
13時30分

ゆかりの地発
15時

本願寺着
15時30分

京の文化体験
お茶所
※予約不要

※昼食は各自でおとりください

9時10分～9時45分
書院特別案内

※要受付

11時～12時
法要
御影堂

10時
法話
御影堂

10時35分



〈通年〉
開門  5：30
閉門17：00
※法要期間中 例外あり
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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
西本願寺

京阪バス
五条坂

市バス
五条坂

そう  がい  しょ

本願寺⇆大谷本廟
無料循環バス乗り場

〒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♪

修学旅行の
生徒さんにも
オススメ!

↓裏面

9：00～16：00　場所：お茶所（総合案内所）
お茶所（総合案内所）におります“お西のお坊さん”
が、皆様の様々なお悩みを聞かせていただきます。

お悩み相談

お茶所説法（法話）
第2・4日曜日　　　　　　13：15～13：30
場所：お茶所（総合案内所）

“お西のお坊さん”による法話（ほとけさまのお話）を
お茶を飲みながら気軽に聞いてみませんか。

（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

土日・祝日　9：30～16：30
2人1組で外国人参拝者に対しパンフ
レットの配布及び参拝方法を説明し、
境内の建物の解説等をしています。

国際学部学生による
外国人参拝者対応

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

本願寺⇆
大谷本廟
無料循環バス乗り場

京阪バス308号系統「西本願寺清水寺ライン」
2019年4月より、西本願寺～大谷本廟（五条坂）を
結ぶ新たな路線の運行が始まりました！〈有料〉
ご利用の方は、京阪バス「西本願寺」・「五条坂」バス停
にて乗降ください。大人230円（小人120円）です。

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号『西本願寺前』降車
〔阪急電車利用の場合〕 河原町駅／烏丸駅◆市バス207号（四条大宮・東寺方面行）
 大宮駅◆市バス206号（京都駅方面行），18・71・207号（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号（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

※5月1日以降も休止となる場合はホームページ等でお知らせいたします。

〈次回☞6月28日〉

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため4月中は休止いたします。


