
治神宮 

早稲田大学ICC （異文化交流センター）     Tel: 03-5286-3990     E-mail: field-trip@list.waseda.jp 

明 Meiji Jingu Shrine 
   Find the secrets of the “100 Year Old Forest”   

Just like last year, the ICC is holding a Field Trip to Meiji Jingu 
Shrine again! You can take a guided tour of Meiji Jingu Shrine 
given by a shinto priest. This tour is all encompassing, from basic 
information about the shrine to deep trivia that even Japanese 
people don't know! This is a great chance to enjoy a treasured 
place of Japanese culture from a rarely accessible point of view. 
 

If you want to feel a refreshing autumn sky while enjoying 
mixing with people from all over the world, then please join us 
for this great trip to Meiji Jingu Shrine! 

今年もやります、大好評・明治神宮フィールドトリップ！
神道の基礎知識から日本人でも知らないツウな 
トリビア情報まで、いつもとは違った角度から 
日本の文化を発見できること間違いなしです。 

入口から参道を歩きながらのガイド付きツアー 

本殿で参拝 

社務所にてレクチャーなど 

神楽殿にてご祈願祭参加 

スケジュール 

Guided walking tour along the shrine’s path 
Prayer at the main shrine 
Lecture at the shrine office 
Prayer ceremony at the shrine’s Kagura hall 

Program 

爽やかな秋の空の下で様々な国籍の参加者と 
交流したいという皆さん、 
ぜひご参加をお待ちしています！ 

「１００年の森」の秘密に迫る     

Oct. 26   
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1 

3 

4 

2 
1 
2 

3 
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2019年10月26日（土） 
9:15集合 終了予定時刻11:30 
明治神宮 現地集合・現地解散  
早大生 
司会は日・英。解説は主に英語。 
初穂料 300円 ※初穂料とは、神への感謝として   
お米を納めるかわりに、お金を納めるものです。 
(現地までの交通費は自己負担。) 
必要。以下のサイ ト 
 (http://urx3.nu/WysY) 
またはQRコードから申請フォームに 
アクセスしてください。 
10月18日（金）9:00am 
40名（申込者多数の場合は抽選を行います。 
結果は締切日当日にメールでお知らせします） 
明治神宮国際神道文化研究所 

日  時 ：  
 
場  所 ：   
対  象 ：  
言  語 ：   
参加費 ：  
 
 
事前登録 ：   
 
 
 
応募締切 ：   
定  員 ：   
 
協  力  ： 

Oct. 26th (Sat),  2019 
 (Meeting time: 9:15am. Finish around 11:30pm) 
Meiji Jingu Shrine, start and finish at the shrine. 
All Waseda University Students 
MC will be in both English & Japanese.  
Explanations mainly in English. 
Ceremony fee ¥300   ※The ceremony fee is given as  
a thanks to the shrine deities.  
(Please pay for your own transport to the shrine)  
Required. Register via  the URL  
 (http://urx3.nu/WysY)  
or QR code to  access the online  
registration form.  
Oct. 18th (Fri) 9:00am 
40 students. In the event of a large number of  
applicants, a lottery will be held.  
Results will be announced by email on the deadline day. 
Meiji Jingu Intercultural Research Institute 

Date & Time : 
 
Place :  
Eligibility :  
Language :  
 
Fee :  
 
 
Registration    :  
 
 
 
Deadline :  
Capacity :  
 
 
Cooperation : 


