2018 年 6 月 30 日

ワライオープンワールド＆伊勢神宮お礼参り(夜間参拝)のご案内
小林正観さんの生前より続いている人気のイベント「ワライオープンワールド」と「伊勢神宮お礼参り」を
同日、伊勢にて開催いたします。「ワライオープンワールド」では講師の方々の楽しいお話で大いに笑い、夜
は伊勢神宮（内宮）の厳かな空気の中、感謝の気持ちを伝える「お礼参り」をしませんか。お参り後の茶話会
や、翌朝の内宮の正式参拝も予定しています。皆様どうぞお誘いあわせの上ご参加ください。

◆日程
2018 年 6 月 30 日(土)
7 月 1 日(日)

11：20～17：30
19:00 頃～

ワライオープンワールド(３人の講師による講演・高座)
伊勢神宮「お礼参り」

8:00 頃～10:00 頃

伊勢神宮正式参拝(御神楽をあげ、御垣内参拝をします）

「ワライオープンワールド」のご案内
小林正観さん総括プロデュースの“笑いの祭典“。8 回目となる今回も、すてきな笑顔と笑いの達人をお招
きしています。

◆講師のご紹介（五十音順。敬称略）
● 三遊亭歌之介
鹿児島県出身。1978 年 三遊亭円歌師匠に入門し、９年目にして先輩 18 人抜きで真打に抜擢。古典のほか、自らの少
年時代や健康に関することを題材にした新作落語も人気で、お国訛りを生かした高座は 30 秒に一度は笑い転げること
請け合い。1990 年に鹿児島県より「さつま大使」に任命される。2019 年、3 月 21 日弘法大師空海入定の日に名跡四代
目三遊亭圓歌を襲名される。
● 竹田恒泰（つねやす）
作家。1975 年 旧皇族・竹田家に生まれる（明治天皇の玄孫にあたる）。慶應義塾大学法学部卒業。『語られなかった
皇族たちの真実』で第 15 回山本七平賞を受賞。全国 17 ヶ所の「竹田研究会」にて、日本を楽しく学ぶ講座を開催中。
今回は「こんなにおもしろい神様たちのお話」というテーマで、伊勢ならではのお話をしていただきます。
● 柳家花緑（かろく）
1987 年、祖父・五代目柳家小さん師匠に入門。戦後最年少の 22 歳で真打に昇進。古典はもちろん、近年は新作落語や
47 都道府県落語を洋服と椅子という現代スタイルで口演する「同時代落語」にも挑戦している。テレビや舞台でも幅
広く活躍。正観さんのスパイスもたっぷり入った新刊『花緑の幸せ入門「笑う門には福来たる」のか？ ～スピリチュ
アル風味～』も好評発売中。

伊勢神宮「お礼参り」、正式参拝のご案内
日本の最高神とされる天照大御神（あまてらすおおみかみ) をお祀りする伊勢神宮内宮へ、毎年 6 月 30 日
（一年のちょうど真ん中にあたる晦日）に、感謝の気持ちだけを伝えに行く「お礼参り」を企画しています。
今年で 13 回目となりました。
正式参拝は、「お礼参り」の翌朝、御神楽をあげ、通常は入ることのできない御垣内にて参拝をします。

◆参加資格
①正観さんの著書を３冊以上読んだことがある、②著書を１冊以上読み、講演（録音を含む）も聴いたこと
がある、のどちらかに該当する方。もしくは「楽しく会に参加されたい方。」
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イベントのスケジュール
６月３０日（土）
＜場所＞
神宮会館 大講堂前のロビー
１０：３０

受付開始

グループ単位で受付をしますので、代表の方にお願いします。
参加費の精算が必要な場合はこちらの受付にて行います。講師＆正観さ
んの書籍ほかグッズは、神宮会館の大講堂にて販売します。
＜場所＞
神宮会館 大講堂

１１：２０
～
１７：３０

１７：３０
すぎ

ワライオープン
ワールド

１１：２０～１１：３０

開催のご挨拶

１１：３０～１３：００

柳家花緑さん

１３：００～１３：３０

休憩

１３：３０～１５：３０

竹田恒泰さん

１５：３０～１６：００

休憩 （駐車券の案内）

１６：００～１７：３０

三遊亭歌之介さん

お礼参り説明

お礼参りの注意事項などを説明します。
その後、係員の指示で食事会場へ移動します。

１８：００

夕食

＜場所＞
・宿泊コースの方………各宿泊会場（修養団・神宮会館）の食堂
・日帰りコースの方……勢乃国屋の食堂（バス停「内宮前」の向かい）

１９：００

夕食終了

夜間参拝のため、参道の入口・宇治橋前へ移動します。

１９：１５

宇治橋前に集合

整列して待機ください。

１９：３０

宇治橋から入場

手水舎にてお清めを行います。

２０：１０

夜間参拝

全員で合わせて参拝します。
「二礼二拍 → ありがとうございます（３分） → 一礼 」
三遊亭歌之介さん、柳家花緑さんも参加される予定です。

２０：３０

宇治橋前に
集合、解散

人数確認のためお集まりいただいた後 解散となります。

お話し会
茶話会

＜場所＞
・お話し会……修養団 ２階大講堂
・茶話会………修養団 １階和室（お国のお土産大歓迎）
お話し会に続き茶話会を行います。宿泊コース・日帰りコースの方全員
ご参加いただけます（費用は参加費に含まれています）。

２１：００
～
２４：００

７月１日（日）
８：１５
１０：００
～
１１：００

宇治橋前に集合
正式参拝

神楽をあげて御垣内参拝を行う正式参拝です。

お土産のお渡し

参拝後、お土産の「赤福の朔日餅」をお渡ししますので、この時間内に
お受け取りください。その後 流れ解散となります。

ついたちもち
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◆参加費
●「ワライオープンワールド」＋「伊勢神宮お礼参り」(夜間参拝)
① 日帰りコース
(夕食、茶話会費付き）

13,000 円

② 宿泊コース
(１泊２食、茶話会費付き。
基本的に男女別の相部屋)

修養団 伊勢道場
神宮会館（西館）
神宮会館（本館）

8 人部屋・2 段ベッド
和室(風呂・トイレ別)
和室(風呂・トイレ付)

23,000 円
25,000 円
28,000 円

定員 150 名
定員 120 名
定員 65 名

●7/1 伊勢神宮正式参拝……3,000 円（朔日餅のお土産付き)

◆会場・宿泊所・駐車場のご案内
＜神宮会館＞
〒516-0025 三重県伊勢市宇治中之切町 152
TEL：0596-22-0001（内宮へ徒歩 5 分）
【交通】
●お車の場合、伊勢自動車道 伊勢西インターまた
は伊勢インターより内宮へ向かい約 5 分、内宮の
300ｍ手前右手（国道 23 号沿い）。駐車場は宿泊者
は無料です。駐車券を会場にお持ち下さい。
●バスの場合、下記の各駅から三重交通バス「内宮
前行き」に乗車し「神宮会館前」でお降りください。
＜修養団伊勢道場＞
〒516-0024 三重県伊勢市宇治今在家町 153
（内宮へ徒歩 2 分）

乗車バス停

【交通】
●お車の場合、神宮会館より国道 23 号をさらに
内宮に向かい 100m ほど進んだ右手にあります。
駐車場は宿泊者は無料です。

所要時間

タクシーの場合

近鉄五十鈴川駅前

5分

約 1,000 円

近鉄宇治山田駅前
近鉄・JR 伊勢市駅前

16～23 分
12～19 分

約 2,000 円

●バスの場合、神宮会館と同様「内宮前」行きに乗

り、終点「内宮前」でお降りください（「神宮会館前」の次が終点）。修養団はバス停「内宮前」の右手の
高台にあります。
※修養団は文部科学省所管の社会教育団体です。一般の宿泊施設とは異なり、青少年育成や社会教育活動な
どを行う研修施設ですので、ご利用にあたっては以下の点にご協力くださるようお願いいたします。
* 食事はセルフサービスになっています。お使いになった食器はカウンターへお下げください。
* 部屋でお使いになった茶器やポットなどはお帰りの際に所定の場所にお戻しください。
* 寝具の使い方、片付け方などは後日ご案内いたします。
* 施設に関してご質問のある方は、お礼参りの事務局へお問い合わせください。修養団へ直接連絡するこ
とはご遠慮願います。

＜駐車場＞
日帰りで参加される方は、神宮会館のほか 以下の駐車場（有料）をご利用ください。
「らくらく伊勢もうで」のＨＰで、駐車場の空き状況をいつでも確認できます。
* 内宮Ａ１，２，４駐車場……宇治橋（内宮の入口）付近。約 260 台。
* 内宮Ｂ１～８駐車場…………宇治浦田交差点付近および五十鈴川河川敷。約 1500 台。
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◆予約方法
うたしショップ「うたし天川屋」のホームページ http://nks.parallel.jp/tenkawa.htm より申込書をダウ
ンロードして、ＥメールまたはＦＡＸにてお申し込みください。
お申し込み期間

３月２３日（金）～５月３１日（木）
Ｅメール

oreimairi358@gmail.com

ＦＡＸ

ＦＡＸ：０５９６―２５―８２０１
(有) 南勢建築設計内「うたし天川屋」 伊東俊一

お申し込み先

* グループで参加される場合は、個々にではなくグループ単位でお申し込みください。
* 参加人数が大変多いため、連絡のとりやすいＥメールでお申し込みいただけると助かります。Ｅメールで
申し込まれた方には、３日以内に事務局 oreimairi358@gmail.com より返信を差し上げます。返信がない
場合はお申し込みが届いていない可能性がありますので、再度送信していただくかお問い合わせ願います。
事務局からの返信が「迷惑メール」や「受信拒否」にならないよう、メールの設定をご確認ください。
* ＦＡＸで申し込まれた方には個々に返信するのは難しいため（会社やコンビニから送信される方も多いた
め）、受信の確認をされる場合は、お手数ですが電話や携帯メールでお問い合わせ願います。
* 申込書の記入欄（氏名、住所、電話番号、職業、生年月日等）はすべてご記入ください。「お礼参り」は
神宮から特別の許可を得て行っています。これらの情報を神宮に提出する必要がありますので、ご理解と
ご協力の程お願いします。
* 宿泊所は基本的に男女別の相部屋ですが、お部屋に余裕がある場合はご家族やご友人などで一室をお使い
いただけます。申込書に「同室希望」とお書き添えください。
* 神宮会館に宿泊を希望される方で「神宮崇敬会」の会員の方は、宿泊料の割引を受けられます。会員章の
有効期限をお確かめの上、申込書に会員番号をお書きください。

◆お振り込み
参加費は 6 月 15 日（金）までに下記口座へお振り込みください。お振り込みをもって正式の受付とさせて
いただきます。キャンセルされる場合は必ずご連絡ください。
① 郵便局

記号：12270

番号：14975621

口座名義：伊東俊一（いとう しゅんいち）

② みずほ銀行

伊勢支店（普通口座） 口座番号：1656420

口座名義：伊東俊一

* 振り込み手数料は、ご負担ください。
* グループでお申し込みの場合は、代表の方が全員分をまとめてお振り込み願います。
* 振り込み名義が代表者のお名前と異なる場合は、ＥメールかＦＡＸでご連絡ください。

◆キャンセル料金について
お申込みから 6 月 26 日まで

参加費の 50％

6 月 27 日以降

参加費の 100％
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◆お知らせ・お願い
* 神宮会館内にレストラン等はありませんので、昼食は済ませておくかご自身で軽食をお持ちください。
また、講堂内に飲食エリアを設けますのでご利用ください。
* 「お礼参り」(夜間参拝)の際は、服装は自由です。雨が降る可能性が高いため、なるべく雨具（カッパ）
をご用意ください。混雑しますので 傘をさすと危険です（7 月 1 日の正式参拝では傘の使用もＯＫ）。
* 正式参拝は、神楽をあげて御垣内参拝をします。男性はネクタイにジャケット着用、女性は略礼服でお参
りください。遵守されませんと参拝できませんのでご注意ください。暑い時ですが、ドレスアップいたし
ましょう。修養団と神宮会館にそれぞれ更衣室と荷物置き場を用意いたします。なお ハイヒールは歩き
にくいため避けた方が無難です。
ついたち もち

* 正式参拝を申し込まれた方には、お土産に「赤福」の朔日餅（水ようかん）を１箱差し上げます。ご希
望があれば追加申込みも受付けますが、日持ちしませんのでご注意ください。消費期限：7/1 当日。追加
料金：800 円／箱。
* 参加者の中で「ＳＫＰうたしグッズ」の販売を希望される方は「お礼参り」事務局の伊東までご連絡くだ
さい。委託販売などを承ります。無許可の場合、会場での物品等の販売はご遠慮ください。
* スケジュールなどの最終のご案内は、6 月 20 日（水）頃に参加者の皆様に郵送いたします。
* 伊勢に前泊される場合は神宮会館やビジネスホテルをご紹介しますので、ご希望の方は下記の「お礼参り」
事務局へお知らせください。神宮会館に前泊される場合、「お礼参り」の宿泊コースでお泊りになる神宮
会館の部屋とは別の部屋になりますのでご了承ください。神宮会館に前泊希望の方は、4/30 までにご連
絡ください。部屋を押さえてあります。
* 神宮会館にお泊まりの方で自家用車で参加される方は、駐車券を会場へお持ちください。15 時頃無料に
なるご案内をします。

◆お問い合わせ先

「お礼参り」事務局
（有）南勢建築設計内 「うたし天川屋」 伊東俊一
〒516-0035 三重県伊勢市勢田町 580-3
TEL 090-3387-5389 FAX 0596-25-8201
ＨＰ http://nks.parallel.jp/tenkawa.htm
E ﾒｰﾙ shunkan1@yahoo.co.jp
※ お問い合わせは随時受付けておりますが、できればＦＡＸやＥメールにてお願いいたします。

◆主催
「ワライオープンワールド」実行委員会 永見恒子
「お礼参り」事務局 伊東俊一
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