
 

 

七五三 (753) ご祈祷会当日のご案内 
 
本院の七五三ご祈祷会参加にお申し込みくださり、ありがとうございます。 

以下、ご協力をお願いします。 

 

到着時間について 

a. 11月 12日または 13日に参加される方は、受付等がありますので、 

30分前にお越しください。1時半からご祈祷がはじまります。 

b. 個別のご祈祷に参加の方は、ご祈祷時間の 15分前にお越しください。Average 

 

駐車場について 

a. 11月 12日または 13日に参加される方は、当別院の駐車場をご利用いただくことができません。

近くの駐車場をご利用ください。 

Japanese Village Plaza (Central Ave.), Joe ’s Parking (350 2nd St.), Lot 7 (Judge John Aiso) など

があります。他にもありますので、事前に調べていらしてください。 

b. 個別ご祈祷の場合は、本院の駐車場をご利用ください。 

 

マスク着用について 

当日体調不良の場合や、ご家族にコロナやインフルエンザに罹患されている方がいる場合は、ご祈祷

に参加することをお控えください。ご自身や他の方の健康と安全のため、ご祈祷に参加される方は全

員マスクの着用をお願いいたします。マスク着用をされない場合は、ご祈祷にご参加いただけません。 
 

着替え室のご利用について 

同じ時間帯に２家族限定で、着替え室をご利用いただけます。事前にご予約ください。 

連絡先：212-624-1267 お持ち物の保管または紛失については、当別院では責任を負えません。 

 

写真撮影について。 

・ご祈祷中の写真およびビデオの撮影は、お控えください。 

・祭壇やステージ等への立ち入り禁止エリアには立ち入りはお控えください。 

・祭壇の直接の写真撮影は、お控えください。 

・本院専属のプロの写真家とスタッフの撮影を妨げることは、お控えください。 

・プロの写真撮影をご希望の場合は、事前に Toyo Miyatake Studio に直接ご連絡ください。 

 連絡先：626-289-5674 

 

11月 12日・13日の千歳飴とお守りのお渡しについて 

ご祈祷終了後に申し込みをされたお子様にお渡しします。受付の時に引換券をお渡しします。 

 

お支払いについて 

お支払いが済んでいない方は、受付で “Koyasan Beikoku Betsuin of L.A.”宛チェック又は現金でお

支払いください。 
 

本院の監視カメラについて 

本院はセキュリティー確保のため、ビデオカメラで録画をしています。敷地内では、参詣者の皆様は

当別院によるビデオや写真撮影に同意されたものとみなされます。記録のため写真を撮ることがあり

ます。 

 

皆様にお会いできるのを楽しみにしております。 



 
Shichi-Go-San Guideline 

 

Thank you for celebrating Shichi-Go-San at Koyasan Beikoku Betsuin of Los 
Angeles.  We appreciate your cooperation on the following: 
 
 
Arrival time  
a. If you are attending on November 12th or 13th, please arrive at least 30 

minutes in advance for check-in. 
b. For private services, please arrive at least 15 minutes early. 
 
Parking  
a. We apologize to those attending on November 12th or 13th. Please use one of the nearby 

parking lots - 
Japanese Village Plaza (Central Ave.), Joe ’s Parking (350 2nd St.), and Lot 7 (Judge John 
Aiso). Check parking options prior to arriving.  

b. For private services, parking will be available at the Temple. 
 
Wearing a mask 
If you feel unwell on the day, please refrain from attending service. On entering the Temple, 
you are acknowledging that your party does not have any covid or flu symptoms. We require all 
attendees to wear a mask for the health and safety of yourself and others. If you do not wear a 
mask, you will not be allowed entry. 
 
Dressing room 
A dressing room is available for 2 families at a time. Please make reservation in advance. 
We are not responsible for the storage or loss of your belongings.     Phone: 212-624-1267 
 
Guidelines for photography 

・ Do not interrupt the service 

・ Do not enter the altar, stage or other restricted areas 

・ Do not shoot or film directly at the altar 

・ Do not interfere with the Temple photographer and studio staff on premise 

・ If you would like to have a professional photo, please contact Toyo Miyatake Studio directly 

in advance Phone: 626-289-5674 
 
Distribution of Chitose Ame on November 12th and 13th  
We will distribute the Chitose Ame to the registered children after the service. Tickets for the 
Shichi-Go-San Bag with Chitose Ame and Omamori will be given at check-in. 
 
Registration Fee 
Registration fee is made payable by check to “Koyasan Beikoku Betsuin of L.A.” or cash. 
 
Security Cameras 
The Temple has surveillance cameras to ensure security. Upon entering the Temple, you are 
granting consent to be filmed and photographed by Koyasan. We may take photos to record 
the event for our temple records. 


