
大分県 国東半島宇佐地域

夏休み特別企画

坐禅

【企画に関するお問い合わせ】

国東半島宇佐地域・六郷満山誘客推進協議会
電話 0978-72-5007 8：30～17：00（土日祝休み）
http://www.millennium-roman.jp/rokugou1300/

実施主催 【募集に関するお問い合わせ/お申込み先】

（一社） 国東市観光協会 大分県知事登録旅行業第2-214号
（一般社団法人全国旅行業協会正会員 総合旅行業取扱管理者櫻木政文）

TEL 0978-73-0962 9：00～17：00（土日祝休み）
FAX  0978-73-0960

法話 掃除

日常をはなれて、お寺で
心の修行を積みませんか？

【参加対象】小学生以上（保護者の方の参加も可）

■募集人数・・・各日3０人限定
■体験内容
（参加方法）現地集合・現地解散
（集合時間）10：00～10：30 各寺院に集合
（終了予定）15：00頃
（参 加 費）3,000円（体験代、昼食費等） ※現地で集金
■申込先 (一社)国東市観光協会 ☎0978-73-0962
■その他
・募集人数に達した場合は締め切りとさせていただきます。
・各日10名に満たない場合は中止とし、別の日程でご案内させて
いただく場合がございます。
・子ども会やスポーツクラブ等の団体様については、上記日程にかかわらず、
受入日程などのご相談に応じます。団体での参加に関するご相談は、
宇佐国東半島を巡る会事務局【☎0978-73-0300 8：30～17：00
土日祝休み】までお問い合わせください。
・その他詳細は、募集要項・HPをご覧いただくか、下記へお問い合わせください

修行内容（一例） ※寺院によって、修行内容等、
一部変更になる場合があります

10：00～10：30 現地集合／受付
10：30～11：00 あいさつ／説明
11：00～11：50 掃除
11：50～13：00 配膳／食事／片付け／休憩
13：00～13：50 坐禅／お寺ワークショップ
14：00～14：30 法話／境内めぐり
14：30～15：00 修了証授与式／解散
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要事前申込

■開催日及び開催寺院



知恵の水が湧き出づる寺 峨眉山 文殊仙寺
国東市国東町大恩寺2432 ☎0978-74-0820

文殊仙寺は、修験の祖である役小角(えんのおづぬ)によって

開かれたといわれています。

「三人寄れば文殊の知恵」のことわざのとおり、知恵を授けて

くれる文殊菩薩が秘仏本尊として祀られており、十二年に一度、

卯年に特別御開帳されます。奥の院の岩窟内には水が湧き出て

おり、ご利益ある知恵の水として参拝者に親しまれています。

国東半島宇佐地域・六郷満山２０１９年 夏休み特別企画

キッズ修行体験 開催寺院

日本三大阿弥陀堂のひとつ 蓮華山 富貴寺
豊後高田市田染蕗2395 ☎0978-26-3189

平等院鳳凰堂、中尊寺金色堂とともに、日本三大阿弥陀堂と

称される「蕗の大堂」は、平安時代を代表する仏教建築です。

四季の移ろいにたたずむ大堂の内部は、極楽浄土・来迎図で

埋めつくされ、晴れの日に限り、内部を拝観できます。

紅葉の美しさでも知られ、黄色い公孫樹（いちょう）の葉で

敷き詰められた境内は、例年多くの参拝者でにぎわいます。

六郷満山開山の願いが成就した 赤松山 願成就寺
速見郡日出町藤原6599-1 ☎0977-72-5423

日出町の赤松峠の登り口にある願成寺は、六郷満山創建者

の仁聞菩薩が養老年間最期に建立したとされる結願寺です。

六郷満山開山の願いが成就したことから「願成就寺」と名付

けられました。

江戸時代後期の嘉永元年(1848)に順照上人が「妙見菩薩」

を奉じて以来、赤松峠にある妙見様のお寺ということで、

地元の人からは「赤松の妙見様」と呼ばれ親しまれています。

開催日 令和元年７月２７日(土) ８月４日(日) ８月１１日(日)

がびさん もんじゅせんじ

開催日 令和元年８月３日(土) ８月１０日（土） ８月１７日（土）

れんげさん ふきじ

開催日 令和元年７月２８日(日) ８月１８日（日）

あかまつさん がんじょうじゅじ



国東半島宇佐地域・六郷満山 2019年夏休み特別企画

キッズ修行体験 募集要項

日常を離れ、寺院の静かなたたずまいの中で一日修行体験（掃除、坐禅など）を通じて、

自分と向き合いながら礼儀作法や感謝の心などを学んでいただきます。

１.参加対象 小学生以上

（保護者の参加も可）

２.参加定員 各日３０名程度

３.持ち物・服装 活動しやすい服装(ジーンズは不適)、歩きやすい靴(サンダル等は不適)、筆記用
具、ハンカチ、ちり紙、水筒（お茶・水）

※ 体験中は、間食できません。飲食物を持ち込まないようお願いします。

※ 体験に必要ないものや、貴重品は持ち込まないようお願いします。寺院内での

手荷物の紛失・盗難等につきましては一切責任を負いません。

※ 体験中は、携帯電話の使用はできません。

４.開催日程 ①令和元年７月２７日(土) 文殊仙寺…国東市国東町大恩寺2432 ☎0978-74-0820

② ７月２８日(日) 願成就寺…速見郡日出町藤原6599-1 ☎0977-72-5423

③ ８月 ３日(土) 富貴寺……豊後高田市田染蕗2395 ☎0978-26-3189

④ ８月 ４日(日) 文殊仙寺…国東市国東町大恩寺2432 ☎0978-74-0820

⑤ ８月１０日(土) 富貴寺……豊後高田市田染蕗2395 ☎0978-26-3189

⑥ ８月１１日(日) 文殊仙寺…国東市国東町大恩寺2432 ☎0978-74-0820

⑦ ８月１７日(土) 富貴寺……豊後高田市田染蕗2395 ☎0978-26-3189

⑧ ８月１８日(日) 願成就寺…速見郡日出町藤原6599-1 ☎0977-72-5423

５.申込について

〇参加方法 現地集合・現地解散（担当者（ご住職等）が現地にてお出迎え）

〇参加費 ３，０００円／名（現地にて集金）

〇申込先 （一社）国東市観光協会 TEL ０９７８ー７３－０９６２

FAX ０９７８－７３－０９６０

〇申込方法 申込書をFAXまたは郵送で（開催日の７日前必着）

〇集合時間 10：00～10：30

〇集合場所 本堂

６.その他注意事項

①台風の接近やその他災害、又は寺院都合により、急遽体験を中止する場合がございます。

ご了承ください。

②体験中、お子さんが心身不調により参加不可能と判断された場合、保護者に連絡を差し

上げます。体験当日は携帯電話など、常に連絡が取れる体制をお願いいたします。

また、状況によってお子さんのお迎えをお願いする場合もございます。

③体験の様子を、写真や映像等により記録保存する場合があります。記録された写真・映

像は、後日、広報物やホームページ等に使用することがございます。

都合により、撮影を望まない参加者は、お申込みの際必ずお申し出ください。

④修行体験の妨げになる、その場にふさわしくない行為や言動は、お寺の作法で叱られま

す。修行体験であることを認識のうえご参加ください。

【旅行代金に含まれるもの】
現地体験代、昼食代等

【ご旅行条件（要旨）】
この一日修行体験にご参加されるお客様は、（一社）国東市観光協会の募集型旅行契約を締結すること
になります。その他の旅行条件は、別途お渡しする確定書面（最終旅行説明書）及び当協会旅行約款募集
型企画旅行によります。



201９年夏休み特別企画
キッズ修行体験 参加申込書

■体験希望日
① ７/２７（土）文殊仙寺 ② ７/２８（日）願成就寺 ③ ８/ ３（土）富貴寺 ④ 8/ ４（日）文殊仙寺

⑤ 8/10（土）富貴寺 ⑥ 8/11（日）文殊仙寺 ⑦ 8/17（土）富貴寺 ⑧ 8/18（日）願成就寺

・第１希望日（ ）番
・第２希望日（ ）番

ふりがな
■参加者氏名（１） . ■性別 男 ・ 女 . ■食物アレルギーの有無

■生年月日 年 月 日 ■年齢 才 . 無・有（ )

ふりがな
■参加者氏名（2） . ■性別 男 ・ 女 . ■食物アレルギーの有無

■生年月日 年 月 日 ■年齢 才 . 無・有(                     )

■住所 〒 － .
都・道 市・区
府・県 町・村 ・

■電話番号 . ■緊急連絡先 .

■メールアドレス（任意） ＠ .

夏休み特別企画「キッズ修行体験」の募集要項を確認しましたので、上記のとおり体験を申し込みます。

令和元年 月 日

保護者氏名 ㊞

申込み先（申込書をFAXまたは郵送でお申込みください）

「一般社団法人 国東市観光協会」
〒873-0511
大分県国東市国東町小原2662番地1 国東市サイクリングターミナル内

TEL 0978-73-0962 （9：00～17：00 土日祝休み）
FAX 0978-73-0960

大分県 国東半島宇佐地域

六郷満山


