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時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より本学の活動に際し、格別のご理

解ご支援を賜り厚くお礼申し上げます。 

 

 
本学女子短期大学部学生が、大学コンソーシアム石川「2019 年度 学生による海外誘客チャレン

ジ事業」の一環として、金沢市内の神社四社の協力を得て金沢の神社にて御朱印集めツアー」を企
画致しました。 

 

 

つきましては、取材･報道について、ご高配を賜りますようお願い申し上げます。 

 

（※詳細：別紙参照） 

                    

 

      

 

 



2019 年９⽉ 22 ⽇ 
報道関係者各位 
 

2019 年度 ⼤学コンソーシアム⽯川 学⽣による海外誘客チャレンジ事業（⽯川県委託事業） 
外国⼈観光客に御朱印の魅⼒を紹介︕ 

「⾦沢の神社にて御朱印集めツアー」を企画しました︕ 

 
このたび、⾦沢星稜⼤学⼥⼦短期⼤学部に在籍する学⽣ 5 ⼈で構成するグループ「おもてなし⼩娘」が、

⼤学コンソーシアム⽯川「2019 年度 学⽣による海外誘客チャレンジ事業」の 1 つとして、「⾦沢の神社
にて御朱印集めツアー」を企画しました。 

メンバーの中にアルバイトで神社の巫⼥をしている学⽣がおり、外国⼈観光客に参拝の仕⽅を英語で上
⼿く伝えられなかったことがきっかけとなりました。⽯川県には加賀藩の藩祖・前⽥利家と妻のおまつの⽅
を祀る尾⼭神社や「⾦沢」という地名の由来となった⾦澤神社等、観光スポットとなっている神社も多く、
⽯川県に訪れる外国⼈観光客が益々増加する中、⼿⽔の作法、御朱印の頂き⽅も含めた正しい参拝の⽅法を
外国⼈観光客に伝えることで⽇本⽂化に対する理解を深めて頂きたいと思いこの活動を企画しました。 

学⽣⾃らがモデルとなって正しい参拝⽅法を撮影した英語版の動画を作成編集し、インスタグラム・
YouTube で公開もしています。また紙媒体でも参拝⽅法を記載したリーフレットを作成し神社に配布しま
した。Contact:omotenashikomusume@gmail.com 

    Facebook: https://www.facebook.com/omotenashikomusume 
    Instagram: @omotenashi_komusume (動画 short version) 

YouTube: https://youtu.be/AhSK0hnrwsk（動画 long version） 
以下のスケジュールで学⽣がガイド役となり、⼿⽔の作法、参拝⽅法、御

朱印の頂き⽅を説明する予定です。ぜひ、貴媒体で取材・お取り上げいただ
けますと幸いです。 

◎ツアー開催⽇時・場所 
10 ⽉ 14 ⽇（⽉）13︓00－ 
尾⼭神社・⽯浦神社・⾦澤神社・護国神社 

 （10 ⽉６⽇（⽇）に本学留学⽣を対象にモニターツアーを実施します） 
◆⼤学コンソーシアム⽯川の「2019 年度 学⽣による海外誘客チャレンジ
事業」について 

県内⾼等教育機関に在籍する学⽣のアイディアや⾃由な発想を活かした、⽯川県を訪れる外国⼈を増や
すことを⽬指した活動（以下、「海外誘客活動」という。）を⽀援することで、学⽣がグローバルな視点や、
地域資源の活かし⽅を学ぶ場を創出し、県内の海外誘客活動の機運醸成や観光に関するグローバル⼈材の
育成、学⽣に⽯川の魅⼒を再認識してもらい卒業後も地元で活躍できる⼈材の育成に結び付けます。（⼤学
コンソーシアム⽯川の公式ウェブサイトより） 
◆学⽣グループ「おもてなし⼩娘」のメンバー（5 名） 
畑中 南海（代表）、梅原 佑花、野⼝ 桃花、三島 愛華、⼭下 光稀  
（5 名全て⼥⼦短期⼤学部２年⽣） 
 
【今回のイベントに関するお問い合わせ】 
⾦沢星稜⼤学⼥⼦短期⼤学部 担当教員 横野成美 

E-mail︓ynarumi@seiryo-u.ac.jp (横野宛て) 
※取材・撮影に来ていただける際は、事前にご連絡ください。 



Red Seal Tour at four shrines

Meet at the foot of the stairs 
at the front entrance of Oyama Shrine.

13:00
16:0010.14
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Oyama shrine Ishiura shrine

Kanazawa shrine Gokoku shrine

Get a Goshuin-cho notebook 
and four Goshuin red seals 
for free!

https://www.facebook.com/
omotenashikomusume

@omotenashi_komusume
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Participation

 free!
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Starting with Oyama Shrine, visit four shrines on foot. Learn how to purify your hands
and mouth, draw a fortune slip, 
and get a Goshuin as well as learn 
how to pray. 

Student guides will
accompany you. 

What is a Goshuin 
notebook? 
It is a notebook for a seal
given as proof that you
visited a shrine or a temple. 

This tour is supported by the University Consortium Ishikawa and the Ishikawa
Prefectural Government.
Omotenashi-komusume Kanazawa Seiryo Women’s Junior College

Contact omotenashikomusume@gmail.com

●You will walk to all the shrines. Please come in comfortable clothes and footwear.
●A money offering is at your own expense. Please bring some small change.
●No postponement for rain. 
!



How to purify your hands 
and mouth

１. Fill the ladle with water with your right hand, and 
wash your left hand with it.

２. Hold the ladle with your left hand and wash your 
right hand with it.

３. Hold the ladle with your right hand again, and put 
some of the remaining water into your cupped left hand, 
and rinse your mouth.

４. After you have finished rinsing, hold the ladle 
vertically and rinse it by pouring some water over its 
shaft.

Omotenashi-komusume, Kanazawa Seiryo Women’s Junior College

This leaflet was created with support from the University Consortium Ishikawa and the Ishikawa Prefectural Government.



How to worship

１. Ring the bells.

２. Throw money into the offertory box.

３. Bow twice.

４. Clap your hands twice

５. And then bow once.

Omotenashi-komusume, Kanazawa Seiryo Women’s Junior College

This leaflet was created with support from the University Consortium Ishikawa and the Ishikawa Prefectural Government. 


