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慶讃法要の意義 

―教えに出遇った者の「報恩の営み」― 

慶讃法要は、宗祖親鸞聖人の御誕生と立教開宗を慶び讃える御仏事です。 

宗祖の御誕生、そして立教開宗を慶び讃えるということは、念仏の教えに出遇い、

自らにかけられた願いに深くうなずき、そして、その御恩に報いていく歩みに他なり

ません。それは、人として誕生した私が、念仏の教え・はたらきに出遇う時、人とし

て生まれたことの尊さに目覚め、生まれて生きることを真に喜ぶことのできる者とな

る、まさに念仏の教えに出遇った者の「報恩の営み」なのです。 

このたびの慶讃法要は、一人ひとりが自らにとっての立教開宗の意味をたずね、本

願念仏の教えをいただくかけがえのない大切な「時」と「場」を賜ることであり、自

らの聞法生活を問い直し、あらためて念仏申す歩みを確かめていく機縁なのです。 

出典『宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讃事業ポケットパンフレット』 

 

慶讃テーマ 

 

 

 

 

人は、この世に生まれて生きて、納得できる人生であることを願う。けれども、本

当の生まれた意味や生きがいは、自分がどのようなものとして生きているのかを知る

ことなく、また、自分の心の闇について考えることなしに得られるものではない。 

人は躓き壁に突き当たって生まれた意味や生きる意味を考える。だが「人と」生ま

れたことの意味を考えるであろうか。「人として」生まれたことが、どれほど大切な意

味をもっているのかを人間自身から考えることはできないのである。 

人は生活の中で、生きがいを求めて、心を満たすものを外へ外へと追い求める。そ

のとき、自分に仏さまから願いがかけられていることには気づかない。 

このことは、親鸞聖人が比叡山を下りられたこと、法然上人と出会われたことと、

無関係ではない。 

悲しみや苦しみの連続であっても、そのことが人生を決定づけるものではない。仏

の本願に出遇うことで、この世に誕生した意味に目覚め、人生をいただくことが始ま

る。私たち一人ひとりの誕生の意味を、親鸞聖人の御誕生から考えることである。 

真宗大谷派教学研究所長 楠 信生 
出典『テーマリーフレット vol.1』 
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■基本姿勢                                 

１９６１年の宗祖親鸞聖人七百回御遠忌以降、法要の団体参拝が単なる参拝ではな

く、法要に遇いえた意味を聞き開いていく参拝となるようにという願いが、北海道教

区では連綿と受け継がれてきました。特に、２０１１年の宗祖親鸞聖人七百五十回御

遠忌においては、教区団体参拝で上山されたすべての参拝者が、教区が確保した宿所

に一堂に会し、お夕事を勤め法話に遇えるよう、「宿所伝道」が実施されました。 

このたびの慶讃法要教区団体参拝では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影

響により、大勢が一堂に会するという団体行動が制限されていることから、前回同様

の団体参拝ではなくウィズコロナの時代を想定した基本計画を策定いたしました。 

具体的には、ホテル選定において、本山までの移動時間が短いこと、聞法や食事の

際に参加者同士の距離の確保をはじめとするコロナ対策を十分講じることができる

会場を有することを主眼に置き、ホテルグランヴィア京都を宿所とすることにいたし

ました。ホテル内に「聞法道場」を設け、すべての教区団体参拝者に「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」という慶讃テーマを踏まえた法話に出遇

っていただくことを団体参拝計画の柱といたします。 

聞法道場には参拝の前日にお越しいただき、法要厳修の意義や慶讃法要テーマの再

確認をしていただいたうえで、翌日の法要にお参りいただきたいと思います。講師に

は北海道教区の僧侶の方にお願いし、スタッフは教区内の若い方々に関わっていただ

きます。このたびの聞法道場での関わりをとおして慶讃法要の意義と、法要に参拝さ

れるご門徒の姿を記憶に刻み、慶讃法要後しばらく大きな法要が予定されていない中

で、これからの教区の将来を担う人が誕生する大切なご縁となることを願っています。 

また、このたびの団体参拝では、組や団体毎で団体参拝の事前学習の場を積極的に

設定いただきたいと願っています。そのため、法要の意義やテーマを学んでいただく

学習教材を作成し、事前学習のモデルケースなども紹介いたします。有意義な団体参

拝となるよう事前学習の取り組みをお願いいたします。 

慶讃法要後は次の蓮如上人五百五十回御遠忌法要までの向こう約２５年間、本山

で大きな法要は予定されていません。寺属・ご門徒の皆様におかれましても、この

たびの慶讃法要への参拝が、自らが本願念仏の教えを聞信し、次の世代に真宗の教

えを伝える歩みとなるべく、是非とも有縁の方々をお誘いあわせのうえ、ご参拝く

ださいますようお願いいたします。 

。 



■教区参拝座席数                             

 座 数 ２３座（第１期法要１０座、第２期法要１３座） 

 座席数 ４，４２０席（団体参拝時に確保されている座席総数） 

 

 各法要での北海道教区に割り当てられた座席の詳細な場所については、２０２１

年１０月頃に本山主催で教区間による抽選を行う予定です。 

  例）４月１７日 阿弥陀堂 ２５０席 

４月１８日 御影堂  ２５０席 

 

その後、教区内の団体において希望法要日が重なった場合、２０２２年４月頃に

北海道教区主催で団体間による抽選を行います。 

 

 

第１期法要 第２期法要

日付／2023年 参拝時刻 座席数 日付／2023年 参拝時刻 座席数

3月25日 初/PM 100 4月15日 初/AM 300

3月26日 PM 100 4月16日 AM音楽 300

3月27日 AM 4月17日 AM 250

3月28日 PM 4月18日 AM 250

3月29日 PM 100 4月19日 AM

3月30日 PM 100 4月20日 AM 250

3月31日 PM 100 4月21日 AM 250

4月1日 中/PM音楽 100 4月22日 中/AM 300

4月2日 PM 4月23日 AM 250

4月3日 PM 4月24日 AM

4月4日 PM 100 4月25日 AM 250

4月5日 PM 100 4月26日 AM 250

4月6日 PM 100 4月27日 AM 250

4月7日 PM 100 4月28日 PM 220

4月8日 結/PM 4月29日 結/PM 300

５
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■教区団体参拝基本日程                              

北海道教区団体参拝登録をされる方は、参拝の前日に教区が確保する宿所に宿泊

（１泊）して、聞法道場にご参加いただきます。 

このたびの教区団体参拝計画における「基本日程」は、聞法道場への参加及び宿所

（１泊）のみを統一しようとするもので、前後の旅程は各団体で自由に立案していた

だきます。 

もちろん、基本日程以外の団体毎の旅程では、幹事旅行業者の近畿日本ツーリスト

以外の旅行業者を利用いただくこともできます。ただし、慶讃法要に参拝される前日

は教区指定の宿所に宿泊いただき、「基本日程」にてお過ごしいただきますようお願

いいたします。 

なお、他の旅行業者を使用される場合でも、基本日程がスムーズに進行することを

目的に、幹事旅行業者にて団体ごとの旅程を把握させていただきます。 

また、幹事旅行業者は宿所の確保だけでなく、任意による別日程（親鸞展、御旧跡

参拝等）についてもご案内させていただきます。 

参拝前後の日程につきましては、「基本日程」（本紙１４頁）をご参照ください。 

 

 

 

■聞法道場の開設                           

 聞法道場では「勤行」、「法話」を中心といたします。開設にあたっては、基本姿勢

（本紙４頁）中の「法要に遇いえた意味を聞き開いていく参拝となるようにという願

い」に基づき、参拝までの事前学習を踏まえたうえで、聞法道場において法要厳修の

意義や慶讃法要テーマの再確認を行い、法要にお参りいただきたいと思います。また、

参拝にあたっての諸注意などオリエンテーションの時間も設けます。 

 

（１）宿  所 ホテルグランヴィア京都（JR京都駅直結） 

        宿泊ホテルの詳細につきましては、本紙１５頁をご参照ください。 

（２）聞法道場の会場 ホテル内の大宴会場「古今の間」 

        ※参加者同士間には充分な距離を確保するなど、新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大防止対策を講じます。 

        ※会場は申込者数により変更となる場合があります。 

（３）聞法道場の内容 ①説明 ②勤行 ③法話 講師：北海道教区の僧侶 ④その他 

全体で１時間を予定しております。 

（４）夕食会場 ホテル内の大宴会場「古今の間」 

        ※聞法道場の会場と同じ 
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（５）費  用 ２２，４００円 

        ※夕・朝食付、２名１室のツイン、聞法道場に係る費用を含みます。 

このたびの団体参拝にあたっては、本山から助成金が支給されるため、実際に

かかる費用については表記の金額より安くなります。 

 

（６）幹事旅行業者 近畿日本ツーリスト株式会社 

 

■教区団体参拝人数の確定に至る手続き                                    

①２０２１年９月～２０２２年３月３１日 団体参拝希望調査 

教区団体参拝計画に基づき、団体毎の参拝希望日、参拝人数（最大数）、団体の単

位（寺院単位・組単位・別院単位）などの具体的な希望を調査いたします。 

 

②２０２２年４月頃 教区内において参拝席の抽選 

 団体毎の参拝席が確定し、この時期あたりから各団体には本格的な募集を開始 

いただきます。 

 

③２０２２年７月  本山から各団体宛に教区団体参拝登録書を送付 

 

④２０２３年１月頃 団体参拝者・団体旅程の最終報告 

※ホテルの予約等に係る最終報告 

 

■個人参加型の教区団体参拝の登録                      

  新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、組や寺院等での団体参拝ではなく、

個人（２～３人の少人数を含む）で旅程を組んで参拝をされる場合であっても、教区

団体参拝登録が可能となるよう調整中です。 

「基本日程」（聞法道場への参加及びホテルグランヴィア京都での宿泊）にご参加

いただくことで、御影堂及び阿弥陀堂内における教区団体参拝席をご利用いただけま

す。 

申込手続等は、現在検討中ですので、確定次第、ご案内いたします。 

 

■団体独自の参拝（教区団体参拝登録をしない場合）                  

  教区の団体参拝計画である「基本日程」に参加せず、団体独自で慶讃法要に参拝さ

れる場合は、御影堂及び阿弥陀堂内における教区団体参拝席をご利用いただくことが

できません。一般参詣席でのご参拝となりますので、ご留意ください。また、団体で

利用されるバスの駐車についても、独自に駐車場を確保する必要があります。 
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■事前学習について                            

 組や団体毎で団体参拝の事前学習の場を積極的に設定いただきたいという願いの

もと、法要の意義やテーマを学んでいただく学習教材を作成いたします。また、事前

学習のモデルケースなども紹介いたしますので、有意義な団体参拝となるよう事前学

習の積極的な取り組みをお願いいたします。 

 なお、財務団体参拝部会にて以下の①～③案を企画検討中ですので、事前学習とし

て紹介する内容が決まり次第、ご案内いたします。 

 

案① 視聴覚教材の作成 

  慶讃法要テーマについての事前学習の場を設けていただくことを願い、視聴覚教

材（YouTube配信等）の作成を検討しています。団体毎や組単位での事前学習会（団

参参加者対象の事前説明会併催など）でご活用ください。また、本山発行の映像及

びテーマリーフレットも併せて学習会でご活用ください。 

 

案② 正信偈同朋唱和の練習及び書写 

  慶讃法要のおつとめは同朋唱和を基本とすることからも、団体毎に事前に練習の

場を設けていただくことをご案内いたします。また、本山から慶讃法要に向けた正

信偈書写本が発行されていますので、各団体でのおつとめ練習の場に加えて、書写

会を開催し、自ら書写された勤行本で慶讃法要のおつとめをいただけます。 

 書写本 1冊 2000円 （本山経常費のお扱いとなります。また、ご希望により書

写終了時に、本山の記念印を押印いたします。） 

 

案③ 帰敬式受式に向けた事前学習 

  慶讃法要では全日程で帰敬式が執り行われます。帰敬式受式を希望される場合は、

「単に受式者に呼びかけ、受式したことをもって終わるものではなく、帰敬式の受

式へと送り出す寺院の責任ということにも留意しつつ実践されなければならない

という理念」（「北海道教区帰敬式実践運動推進計画」より）のもと、必ず事前学習

を行ってください。 

 

■御旧跡（諸殿拝観）ガイドブックの作成について           

  団体独自の日程（教区団体参拝の基本日程以外）において、本山近隣の御旧跡を訪

れることを計画する団体や、本山内の諸殿拝観を希望する団体に向けたガイドブック

の配布を予定しております。 

 いずれも財務団体参拝部会にて企画検討中ですので、作成次第、団体参拝申込者に

ご案内いたします。 



■新型コロナウイルス感染症の感染拡大について              

新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、当初の計画案から変更する

場合もありますことをご承知おきください。 
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５０年前の慶讃法要（バスプール）

宗祖七百五十回御遠忌の「宿所伝道」の様子

５０年前の慶讃法要（御影堂向拝）

宗祖七百五十回御遠忌の宿所の様子

～ 団体参拝のこれまで ～



宗祖ゆかりの地等のご紹介

１０

法界寺は親鸞聖人の誕生の地と伝えられている、

日野の里にある真言宗醍醐派の寺院です。

この地には元々藤原氏の流れを汲む日野氏の伝

領地があり、そこに日野家が別邸を建てたことか

ら日野の里と呼ばれてきました。日野家の氏寺で

もある法界寺は日野資業が創建したもので、その

後、伽藍が整備されました。

法界寺（親鸞聖人ご誕生の地）

青蓮院（親鸞聖人得度の地）

親鸞聖人は9歳の春、養父である伯父の範綱卿

に連れられ、慈円僧正（道快）を師としてその坊

舎で得度されたと伝えられています。青蓮院は比

叡山延暦寺に所属し、妙法院（三十三間堂）、大

原の三千院とともに天台宗の三門跡の一つとして

知られています。東海道の入口、粟田口にあるの

六角堂（頂法寺）

親鸞聖人は29歳のときに比叡山を下り、

この六角堂に百日間参籠されました。そし

て95日目の暁、夢に聖徳太子の示現の文を

得られたと伝えられています。

聖人はこの夢告に導かれ、吉水の地に庵

を結んでおられた法然上人をたずねられて

本願念仏の教えに出遇われました。

六角堂は正式には「紫雲山頂法寺」といいますが、御堂が六角形であるためこのよ

うに呼ばれています。元は天台宗の寺院でしたが、いまは単立の寺院となっています。

境内にある「親鸞堂」には「草鞋の御影」と「夢想之像」が安置されています。

で粟田宮とも呼ばれます。境内には聖人がお得度をされたとされる「御得度の間」や、

聖人が得度のときに剃り落とされた髪の毛を植えた像が安置されている「植髪堂」、

その残りの髪を納めた「遺髪塔」などもあります。

住所 京都市東山区粟田口三条坊町69−1
出典 真宗教団連合制作「親鸞聖人を訪ねて」

住所 京都市伏見区日野西大道町19
出典 真宗教団連合制作「親鸞聖人を訪ねて」

住所 京都市中京区六角通東洞院西入堂之前町248
出典 真宗教団連合制作「親鸞聖人を訪ねて」
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真宗大谷派岡崎別院

親鸞聖人はこの地に庵をむすび、ここから吉水の法然上人のもとへ通われたと

伝えられています。

現在の別院は1801（享和１）年、東本願寺第20代達如上人の時に堂宇を建立し、

御坊としたのが始まりとされています。

境内に残る八角形の池は、親鸞聖人が越後流罪の際に、姿を映して名残を惜し

んだものと言い伝えられており、「鏡池」とも「姿見の池」とも言われています。

大谷祖廟

1272（文永9）年11月、それまでの墳墓を改め、廟堂を建て、親鸞聖人の御影像を

安置しました。これが大谷祖廟の起源であり、本願寺の始まりです。以後、大谷祖

廟はいくたびかの変遷を経てきましたが、特に江戸時代初めには、本願寺が分派し

たことにともない、1670（寛文10）年に、かつての祖墳にほど近い現在の地に、親

鸞聖人の祖廟が造営されました。ついで1699（元禄12）年より1701（元禄14）年に

かけて大改修が行われ、その後も次第に整備されて現在に至っています。

住所 京都市左京区岡崎天王町26
出典 真宗教団連合制作「親鸞聖人を訪ねて」・岡崎別院HP

住所 京都市東山区円山町477
出典 東本願寺発行『大谷祖廟』パンフレット



１２

真宗大谷派吉崎別院/蓮如上人御影道中

蓮如上人が建立された坊舎跡地（現在は国指定史跡）の眼下に建つ木造建ての寺院

です。今でも蓮如上人の由緒地に建つ寺院として、毎年遠近を問わずにたくさんの参

詣者で賑わいます。海や山、湖など自然環境に恵まれる中で蓮如上人の遺徳を受け継

ぎ、教化につとめています。御山は東西両派の共有地であり、1934年に高村光雲作の

蓮如上人像が建つなど、往時を偲ぶことができるよう整備されています。

御影道中は、蓮如上人の没後、北陸での教化のご苦労とその徳を偲んで吉崎御坊

（吉崎別院）で厳修される御忌法要に、上人の御影を本山よりお迎えして勤められ

たのが始まりであると伝えられています。以来、上人が歩いたといわれる約240キ

ロの道程を、随行教導や、宰領（さいりょう）をはじめとする供奉人（ぐぶにん）

方が御影と共に歩む御仏事として300年以上の間、連綿と続けられています。

道中は、真宗本廟における御下向式（4月17日）に始まり、約140箇所の会所に立

ち寄り上人の御教化にあわれながら、御帰山式（5月9日）をもって終了します。

住所 福井県あわら市吉崎1丁目301
参考 吉崎別院HP・浄土真宗ﾄﾞｯﾄｲﾝﾌｫ・『別院探訪』

真宗大谷派長浜別院・五村別院

※詳細は別紙『長浜別院 五村別院 団体参拝のご案内』をご参照ください。


